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定 期 昇 給 込 み 約７，７００円 の 改 善

 
中央本部は本日、11 時 10 分から 2023 年春季生活

闘争の第３回団体交渉に臨み、「2023 年度賃金改定」

「2023年度夏季手当」「一時金の支払について」「勤務・

賃金等の一部改正について」の回答を受けた。（詳細は

次頁以降参照） 

団体交渉の席上、組合から「社会環境や経営状況を踏

まえると、組合員のモチベーション向上に対して不満が

残る回答である。人事・賃金制度改正の議論も始まって

おり、採用競争力の強化と人材確保の観点から、組合の

指摘に真摯に向き合い、全組合員が安心して意欲高く働

くことができる環境を整備すべき」と指摘。3月 29日

には詳細提案が予定されているが、更なる処遇改善を目指して積極的な議論を要請した。 

会社は、組合員の日ごろからの会社施策に対する理解と協力に謝意を示したうえで、「社員の努力と経

営状況を踏まえて出来る限りの回答をした。新型コロナウイルスは 5 類感染症への変更も発表され、少

しずつコロナウイルス感染症から脱却していく新しい風景も見えてきた。来年度は中期経営計画の 2 年

目であり、事業構造改革の完遂に向けて、今年度以上の収支改善に取り組む。今後は、人事・賃金制度等

の改正の協議もあり、社員一人ひとりを大切しながら会社が発展していけるように取り組んでいきたい」

と述べた。 

中央本部は、夏季手当の支払月数には大きな不満が残るものの、純ベア３，０００円の満額回答は、人

事・賃金制度改正における基本給の引き上げを一部先行実施するものであり、この判断は、組合の要求に

応える誠意ある回答を示したものと評価。技能手当の支払対象の拡大や九州島外勤務者の帰省等交通費

見直し等も組合からの要求に基づく改善であり、現時点で精一杯の回答であると判断し、席上妥結した。 
 

檄布・ＦＡＸ等による組合員からの後押しに感謝 
＜檄布・ＦＡＸ等をお寄せいただいた皆さん＞ ※順不同、敬称略 

北九州支部、小倉工場支部、本場分会、ＪＲＥＧ分会、保全課分会、出向者分会、筑豊支部、博多支部、

長崎地本、長崎駅連合分会、長崎総合乗務分会、長崎工務分会、長崎支社分会、佐世保駅連合分会、佐

世保運輸分会、佐世保工務分会、新幹線車両分会、新幹線工務分会、大分地本、熊本地本、鹿児島地本、

鹿児島支社分会、宮崎乗務分会                  ありがとうございました 
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回 答 書 

 

1 2023年度賃金改定 

(1) 社員 

仕事給昇給の額は、仕事給昇給額表に掲げる額とする。 

2023年 4月 1日以降、賃金改善分として、基本給を一人 3,000円引き上げる。 

なお、2024年度実施予定の人事・賃金制度改正における基本給引き上げの一部を先行実施

するものとする。 

(2) 嘱託再雇用社員 

2023年 4月 1日以降、賃金改善分として、基本給を一人 3,000円（短日数制の場合は

2,390円）引き上げる。 

なお、2024年度実施予定の人事・賃金制度改正における基本給引き上げの一部を先行実施

するものとする。 

 

2 2023年度夏季手当 

(1) 社員 

基準額は、基準内賃金に 2.15（支払月数）を乗じた額とする。 

支払日は、2023年 6月 30日以降準備でき次第とする。 

(2) 嘱託再雇用社員 

期末手当Ａにおける基準額は、基礎額に次の支払月数を乗じた額とする。 

雇用期間 3年以上の者    1.62箇月 

雇用期間 3年未満の者    1.08箇月 

支払日は、2023年 6月 30日以降準備でき次第とする。 

 

一時金の支払いについて 

 

1 支払対象者 

  2023年 6月 1日（以下、「基準日」という）現在在籍する地域社員及び嘱託再雇用社員に対し

て支払う。ただし、次の各号に該当する者を除く。 

(1) 2023年度夏季手当を支払われない者 

(2) 地域社員のうち、E3級、E2級、E1級、ES級及び ESS級の者 

(3) 地域社員のうち、E3級、E2級、E1級、ES級及び ESS級以外の者で雇用期間 3年以上の者 

(4) 嘱託再雇用社員のうち、雇用期間 3年以上の者 

(5) 基準日前 1箇月以内に定年退職し、嘱託再雇用社員として雇用される者 

 

2 支払額 

（1） 地域社員 

ア 地域社員の支払額は、次のとおりとする。 

 雇用期間 3年未満の者             基礎額に 0.17を乗じた額 
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イ アに規定する基礎額は、次のとおりとする。 

① 基本賃金を月額で支払う者   基本賃金月額＋地域手当＋扶養手当 

② 基本賃金を日額で支払う者   (基本賃金日額＋地域手当)×22＋扶養手当 

（2） 嘱託再雇用社員 

ア 嘱託再雇用社員の支払額は、次のとおりとする。 

 雇用期間 3年未満の者              基礎額に 0.17を乗じた額 

イ アに規定する基礎額は、基本給及び都市手当の月額の合計額とする。 

 

3 支払日 

  2023年 7月 25日以降準備でき次第とする。 

 

勤務・賃金等の一部改正について 

 

1 技能手当の支払対象の拡大 

 (1) 職務手当を支払われている者及びＭ1級からＭ3級までの者（嘱託再雇用社員においては、

定年退職時Ｍ1級からＭ3級までの者）にも技能手当を支払う。 

 (2) 第二種又は第三種電気主任技術者の資格を有する者のうち、代務者及び電気保安担当者と

して選任されている者を技能手当の支払対象に加える。 

 (3) 2023年 4月 1日から実施 

 

2 期末手当の成績率の見直し 

 (1) 期末手当の成績率（増額）は、調査期間内における勤務成績に応じて、100分の 30以内を

増率するものとし、その単位は 100分の 5とする。 

 (2)  2023年 4月 1日から実施 

 

3 九州島外勤務者に対する帰省等交通費の見直し 

(1)  九州島外勤務者に対する帰省等交通費について、支払対象者に子を加え、支払回数を 1年

に 8回（往復で 1回とする）に引き上げる。また、単身赴任者（別居手当支払認定者に限る）

に限り、1年に 12回（往復で 1回とする）に引き上げる。 

(2)  2023年 4月 1日から実施 

 

4 特定保健指導等に係る勤務の取扱いの見直し 

 (1) 会社が指定した産業医又は保健師との面談については、面談に係る時間を労働時間として

取り扱う。 

 (2) 2023年 4月 1日から実施 
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地域社員の賃金改定等について（口頭） 

 

1 基本賃金 

2023年 4月 1日以降、基本賃金月額を 3,000円（日額の場合は 150円） 

引き上げる。 

なお、2024年度実施予定の人事・賃金制度改正における基本賃金引き上げの一部を先行実施す

るものとする。 

 

2 夏季手当 

○ 地域社員のうち、E3 級、E2 級、E1 級、ES 級及び ESS 級の者の支払月数は、2.15 箇月とす

る。 

○ 地域社員のうち、E3 級、E2 級、E1 級、ES 級及び ESS 級以外の者の支払月数は、次のとお

りとする。 

雇用期間 5年以上の者      2.15箇月 

雇用期間 3年以上 5年未満の者  1.62箇月 

雇用期間 3年未満の者      1.08箇月 

 



２０２３春季生活闘争妥結にあたっての中央執行委員会見解 

 

中央本部は本日１１時１０分から２０２３年度新賃金等の要求（申 22号）及び２０２３年度夏季手当

の要求（申 23 号）の第３回団体交渉に臨み、会社から「２０２３年度賃金改定」「２０２３年度夏季手

当」「一時金の支払い」「勤務・賃金等の一部改正」の回答を受け、席上妥結した。 

 

急激な物価高騰等により可処分所得が目減りする中、組合員の生活はいっそう厳しさを増している。ま

た、コロナ禍に陥って以降の将来不安が拭えないまま現在に至っており、若年層を中心とする離職傾向は

産業の劣化を脅かしかねない危機的状況が悪化を続けている。今春闘においては、賃上げを通じてこれら

の生活不安・将来不安を払拭し「働くことに対する価値の向上を図り、安心できる暮らしを創り出す」た

めに、純ベア 3,000円と夏季手当 2.8ヵ月分を軸とする要求を申し入れ、協議を重ねてきた。 

 

団体交渉では、組合員が生活危機から脱し安心できる暮らしを創り出す必要があること、積極的な人財

への投資と働き方を見直すべきであること、組合員の会社施策への協力に報いなければならないことな

どを主張。第３四半期決算まで好調に推移できたことは組合員の努力の賜物であることは言うまでもな

く、従来の支払い能力論から脱し、中長期的な視点に立った人財への投資を求め続けてきた。その結果、

人事・賃金制度改正における基本給引き上げの一部を先行実施するものとは言え、純ベア３，０００円の

満額回答を引き出したことは、組合員・家族が総がかりで取り組んできた結果であると受け止めている。 

 

一方、夏季手当については、コロナ禍前の水準には届かず、不満の残る結果となった。通期見通しで一

定の黒字が見込まれていることから、従来の安定して支払われてきた水準への回復を主張する組合と、鉄

道旅客運輸収入は回復しているものの想定には届かず、足元のご利用状況から慎重な姿勢を崩さない会

社の考えに乖離があり、組合の求める充分な水準への回復は叶わなかった。しかしながら、昨年の夏季手

当及び年末手当を一定程度上回る回答を得たことは成果として確認したい。 

 

勤務・賃金等の一部改正については、東京地区連絡会などから強く求められてきた九州島外勤務者の帰

省等交通費の見直しや、技能手当の支払対象の見直しは、ＪＲ九州労組の要求に基づく改善であると評価

している。しかし、団体交渉の場でも改めて主張したが、人事・賃金制度等の改正が控えており、組合の

指摘に真摯に向き合い、一層の処遇改善を図っていく必要がある。 

 

 最後に、署名活動や檄布・ＦＡＸ行動、各機関での総決起集会の開催など、職場・地域から今春季生活

闘争を創り上げていただいた全ての組合員・ご家族の皆さまに心から感謝を申し上げる。 

 既に始まっている人事・賃金制度等の改正において、誰もが活き活きと輝くことが出来る制度の実現に

向けて全力を傾注する決意を表明し、２０２３春季生活闘争妥結にあたっての中央執行委員会の見解と

する。 

 

２０２３年３月１７日 

九州旅客鉄道労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 


