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私たちは国労です！

国労を選んで入ろう！

と 西日本で は五 五％ 、貨 物で
は 六三％で あり 、新 入社 員に

六〇 年以上 の歴 史が あり 、全
国単 一組織 でＪ Ｒ各 社に 組合

イ ザーやト レー ナー とい う、
会 社が指定 した 新入 社員 世話

の前進、国鉄（日本国有鉄道）
時代 に結成 され 、六 〇年以 上

賃金、労働時間、休憩、休日、 と っては会 社の 社員 研修 関係
休暇、 退職の 基準 など 労働 者 者 という認 識で す。 した がっ

職場環境改善、労働条件改善に
むけ、各地で国労に次々と
加入が続く！

この間 国労は 、安全・ 安 心の 鉄道 輸送 と職 場の 確立 、 西日

本会社の「安全基本計画」の監視・検証、「ただ働き」と
「 いじめ 」のな い明るい 職 場作 りを 目指 し、 職場 ・地 域 から
ＪＲには複数の組合があり、
全 力で奮 闘して きました 。 普段 から 、間 違っ てい るこ と には
自分 で入り たい 組合 を選 んで
「 間違っ ている 」と声を 上 げ是 正さ せ、 組合 所属 関係 な く同
加入 するこ とが でき ます 。そ
じ 労働者 の立場 で要求し 解 決し てき まし た。 また 、長 年 にわ
れぞ れの組 合の 主張 を比 べ、
た る職場 での世 話役活動 や 、各 種レ クレ ーシ ョン 開催 な ど積
あな たが入 りた い組 合を 選ん
極 的に開 催、参 加してき た 結果 が、 他労 組か らの 国労 加 入へ
で加入してください。
と結びついています。
私たち国労（国鉄労働組合）
私たち の取り 組みは着 実 に進 んで いま す。 本当 に労 働 者の
は、 安全・ 安心 の鉄 道・ 職場
立 場に立 ってい るのは誰 か 。誰 の目 から 見て も明 らか で す。
を目 指し、 働く 者の 立場 で改
これまでの運動に確信をもち、さらに取り組みを強化し、四，
善するために活動しています。
〇〇〇名組織目指し奮闘していきましょう。

の歴 史があ り、 働く ものの 立
場で 労働組 合運 動の 先頭に 立

近畿地方本部・米原列車区
車掌（二一歳）が加入（一月二三日付）

「国労の仲間 の優し さと、職 場を改 善しよ うと頑 張り続け る
姿勢に共感し、加入を決意しました。」

近畿地方本部・兵庫地区本部網干車両所分会
車両管理係（四六歳）が加入（四月五日付）

した。」

「相談できる 組合は 、やっぱ り国労 だと思 い復帰 を決意し ま

岡山地方本部・第三支部福山工務分会
電気課課員（五四歳）が加入（四月一日付）

「働きやすい環境・労働条件を共に作るため、勇気をもって、
加入を決意した」

近畿地方本部・兵庫地区本部網干車両所分会
車両管理係（四六歳）が加入（二月一日付）

Ｒ西日本は良 くなら ないと思 い、組 合を変 わる決 意をしま し
た。」

「友達との約 束より 、会社の 行事を 優先さ せるよ うな、上 司
や職場の風潮 には、 ついてい けませ ん。こ んなこ とでは、 Ｊ

（ 説明がな い） 」を 合わ せる
と 五五％で 、半 数以 上は 組合
に 関する説 明は ほと んど ない
と答え、「入ったほうがいい」
という回答にも説明がないケー
ス もあり、 ほと んど が組 合加
入 を理解で きる よう な説 明を
受けていません。
職場の組 合員 とも 会わ ず、
労 働組合の 説明 もま とも に聞
い ておらず 、自 らが 望ん で加
入 する状況 には あり ませ んで
した。

「何も言われなかった」、
「わからない」、「その他

られたときに言われたことは、 でください。
「 みんな入 って いる から 」、

員がいます。
ぜ ひ、あ なた も国 労を 選ん

国労 西日本 青年 部が 行っ た
アンケ ートに よる と、 加入 用
紙を提 出した 相手 は「 アド バ

国労青年部の
アンケートでは！

ます。 労働 者と は「 自己 の
労働力 を他人 に提 供し 、そ の
対価に よって 生活 する 者」 の
ことで、使用者とは「人を雇っ
て労務 の提供 を受 け、 賃金 を
支払う者。雇用主」です。

労働者 と使用 者を 略し て言 い

※労使とは

て 事務手続 きな ど仕 事の 延長
だ と思って しま う。 入を 勧め

現在 も全国 単一 組織 として Ｊ
Ｒ各 社と関 連会 社等 に組合 員
がいます。
国 鉄労働 組合 を略 して国 労
です。

労働組合って何だろう？
こ れから ＪＲ で働 こうと す
る皆 さんは 、労 働組 合に入 る
こと ができ ます 。労 働組合 と
は、 労働条 件を 改善 するた め
労使 が対等 な立 場で 交渉で き
るよ うに憲 法で 『団 結する 権
利、 団体で 交渉 する 権利、 団
体で 行動す る権 利』 （労働 三
権） が保障 され 、労 働組合 法

※労働条件とは

安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

の就業 に関す る諸 条件 と福 利
厚生など生活上の諸条件

に基づ いて結 成さ れた 労働 組
合があ り、あ なた の意 思で 加
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入することができます。
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役 である人 物」 と「 誰な のか
わ からない 人物 」を 合わ せる
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ち活 動して きま した 。ＪＲ の
中で も最も 歴史 ある 団体で 、

私 たち国 鉄労 働組 合はＪ Ｒ

国労西日本本部

時
所

２０１２年６月３日（日）１４時～６月４日（月）１２時まで
箱根湯本温泉箱根路「開雲」

の人格 は区別 する 必要 があ り、 誤

日
場

解が生じないよう指導をしていく。
国労：誤 解がな いよ うで はな く、 一

２０１２年５月２０日（日）１４時～５月２１日（月）１２時まで
大阪コロナホテル

片の曇 りもな いよ うに 指導 すべ き
だ。

時
所

会社：施 設内及 び立 場を 利用 して の
扇動と いうこ との ない よう 指導 す

日
場

「東ブロック」

る。
国労：ア ドバイ ザー がつ いて の手 取
り足取 りのフ ォロ ーは 過保 護で あ
る。
会社：そ こでも 人格 の峻 別は 必要 で
ある。
国労」ア ドバイ ザー の心 構え はし っ
かり指導すること。
会社：仕 事と組 合活 動と は分 ける こ
と。そ れぞれ の立 場で 混乱 がな い
ようにしていく。

会社：了解。

「西ブロック」

西日本会社
「新規採用者の現場配属に関する
申し入れ」交渉行う

国 労：組合 説明会 を公 平 ・公 正に 現
場において行うこと。

国労：新規採用者が現場に配属になっ
て、管理 者や他 労組 役 員か ら歓 迎

以上

とも会社施設内の組合活動であり、 国労：不正常な状況を早急に解決す
もっての他だ。指導する。
ること。

会社：ワイズネットを使用してのメー
ルは業務 用が基 本で あ り、 少な く

ないのではないか。

二月二二日、国労西日本本部は西日本会社に対して、申一四号「新規採
用者の現場配属に関する申し入れ」について交渉を行いました。現場にお
いて、四月に新規採用者が配属され、一部現場管理者による不法な行為が
行われていることについて事実に基づき追及しました。会社側は、「管理
者としての人格と組合員としての人格は峻別する必要がある。」とし、混
乱がないようにしていくことを明言しました。

（以下交渉経過要旨）

国労：これまでも、労働協約の改正
交渉の場においても議論してきた
が、今なお不当な行為が現場にお
いて行われている。国鉄時代から

わからないようにすればいいんだ」
とも発言したことは有名である。

会に連れ て行か れ、 組 合加 入を し
ている。 現場で 混乱 が 生じ るこ と
にもなる 。混乱 が生 じ る前 に会 社
として公 平・公 正に 説 明会 を行 う
ことが求められる。
昨年四 月にあ る駅 に 新規 採用 者
が集めら れ、勤 務終 了 後、 すぐ に
ホテルへ 組合の バッ ジ を着 けた 役
員に連れ て行か れて い る。 この よ
うなこと が公平 ・公 正 と言 える の
か。
会 社：個別 の事象 まで は 把握 して い
ないが、 組合活 動と 業 務は 一線 を
画すべき である 。職 制 と組 合員 と

の組合差別は歴史的なものがあり、 会社：会社として組合説明会を現場
当時の経営者は「不当労働行為は
で開くということにはならない。

会社として本当にこの問題を解決
しようとしているのか。
会社：不当労働行為はあってはなら
ないし、個人情報保護に関する管
理はいろいろな場面で徹底を図っ
てきた。引き続きコンプライアン
スの遵守に努めていきたい。
国労：四年前にも同様の申し入れを
行い、ある支社での「不都合なメー
ル」に関して交渉を行ってきた。
そのときの交渉では「事実はない」
と回答している。それがまたもや
ある支社で同様の事象が発生して
いる。まったく体質が変わってい

第６回全国組織強化・拡大東西ブロック経験交流集会
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