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安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

賃金制度に関する
要求

要求

Ⅱ．特殊勤務手当に関する

がある ため 、寒 冷地 手当の
制度を復活すること。

ること。

７．人 身事故 対応 時に 出動 し
た場 合及び 後処 理に 関わ る

手当を支給すること。
８．駅 長業務 の資 格を 持つ Ｃ

層勤 務駅で 係長 不在 駅及 び
一人 勤務駅 に出 納責 任者 手

当、 当務駅 長手 当を 新設 す
ること。

９．特 殊勤務 手当 は、 超過 勤
務手 当とも 併せ て支 払う こ
と。

Ⅲ．割増賃金に関する要求

１．特 殊勤務 手当 の割 増率 を

アル化 する こと 。食 堂を 完

備する こと 。ま た、 光熱 費
等は会社負担とすること。
２．住宅 補給 金の 最高 限度 額
を給付 一回 につ き賃 貸二 四
万円、 持家 三万 円と する こ

Ⅶ．その他

と。

こと 。契約 社員 及び シニ ア
社員 につい ても 同様 とす る

改善すること。
２．夜 勤手当 をＤ 単価 とす る

こと。

件を緩和すること。
３．業務 に必 要な 自動 車運 転

上の面 から 、在 宅時 間を 増
やすた めに も特 急通 勤の 要

１．通勤手当を増額すること。
２．ワー クラ イフ バラ ンス 向

Ⅳ．別居手当に関する要求

１．別 居手当 の支 給条 件を 緩
和し 、最低 月額 三五 ．〇 〇

１．社宅・寮関係
⑴
歳以上の 年齢別社 宅料
金制度は廃止すること。
⑵ 老 朽化し た寮 はリ ニュ ー

以

上

５． 自動車 運転 手当 ・緊 急自
〇円を支払うこと。
免許に つい ては 会社 負担 と
動車運 転手当 事故対応 時
すること。
(
)
を新設すること。
Ⅴ．旅費に関する要求
４．社員 駐車 場、 駐輪 場を 確
６． 工務系 統に おけ る勤 務単
保する こと 。必 要経 費を 会
位 の特殊 勤務 手当 を増 額す １．常 例用務 旅行 費（ 巡回 旅
社負担とすること。
費 の 単 価 を 引 上 げ る こ と 。 ５．通信 教育 にか かる 必要 経
)
また 、屋外 での 作業 の場 合
費につ いて は、 会社 負担 と
は支給対象とすること。
すること。
６．呼び 出し が予 測さ れる 場
Ⅵ．厚生規程等に関する要求
合につ いて 、予 め指 定し た
場合に つい ては 、労 働時 間
とすること。

ニ ア社員 ・契 約社 員に つい
ても同様とすること。

増 額する こと 。通 勤に 要し
た 時間も 加算 する こと 。シ

う 非常呼 び出 しを 命じ た場
合 の災害 等特 別出 勤手 当を

国労西 日本本 部は、各 地方か らの要求 や拡大 西日本本 部委員会 で決定 された方 針に
基づき、 二月一 二日、国 労西日 本本部申 第一四 号「賃金 制度に関 する要 求」を、 また
二月一四 日には 、国労西 日本申 一五号「 二〇一 四年度の 期末手当 等につ いて」を 、西
日本会社 に対し 申し入れ ました 。いまだ に続く エリア手 当という 社内格 差の解消 及び
高騰を続 ける灯 油やガソ リン代 への補助 となる 寒冷地手 当の復活 をはじ め、自動 車運
転者手当 や一人 勤務の駅 係員に 対する手 当など 、現場で 常に危険 のなか に身を置 き、
安全輸送 の確保 と信頼確 保に邁 進する労 働者の 要求を凝 縮した内 容です 。一四春 闘に
おいて要 求を勝 ち取るた めに、 各地方に おいて 安全を確 保する闘 いに積 極的に取 り組
み職場要 求実現 の運動と 組織拡 大の運動 を並行 して取り 組むこと が重要 となって いま
す。

国労西日本本部
１．深夜 勤務 等手 当及 び夜間
看護等 手当 につ いて 、支給
額を倍額すること。
２．資格 者が 責任 を持 って業
務がで きる よう 、国 家資格
を必要 とす る業 務（ 指定者
以外に も全 員） につ いては
職務手当を支給すること。
３．業務 に必 要な 国家 試験等
に伴う 費用 及び その 更新に
必要な 費用 は全 額支 給する
こと。 また 、更 新に 必要な
日又は 時間 を勤 務し たもの
とみなすこと。
４．勤務 時間 外に 事故 等に伴

40

Ⅰ．エリア手当に関する要求
１．支 社毎の エリ ア手 当を 以
下の通りとすること。
⑴ 京 都、大 阪、 神戸 支社
％
⑵ 岡 山、広 島支 社
５％
⑶ 金 沢、福 知山 、米 子、 和
歌山支社
３％
２．前 項⑴に つい て、 エリ ア
調整給を２％とすること。
３．調 整給は 固定 額で なく 、
率とすること。
４．転 勤は、 基本 的に エリ ア
支社内とすること。
５．石 油価格 等の 著し い変 動
12
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エリア手当の増額
各特殊勤務手当の増額と新設等
働きがいのある賃金求め申し入れ

と。
以上

ＪＲ西日本本社・貨物関西支社前 周辺

１５時４５分～

２０１４年３月１３日（木）

３．１３国労西日本総行動

安全・安心の鉄道と社会を作ろう

２０１４年春闘勝利、

三 ．年 度 末手 当 につ い て、 基本 給 、エ リ ア手 当 及び 扶 養手 当 を 合
算し た 賃金 の 〇． 五 箇月 分を 二 〇一 四 年三 月 三一 日 に支 払 う こ

した賃金の三箇月分を二〇一四年一二月一〇日に支払うこと。

二 ．年 末 手当 に つい て は基 本給 、 エリ ア 手当 及 び扶 養 手当 を 合 算

１ ．夏 季 手当 に つい て 、基 本給 、 エリ ア 手当 及 び扶 養 手当 を 合 算
した賃金の三箇月分を二〇一四年六月三〇日に支払うこと。

２０１４年度の期末手当等について
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２０１４春闘①
四月から消費税が八％に

生活改善のためにも賃金アップを！

安倍政権は、社会保障の安
定的財源確保のためとして、
世論の大反対を押し切り、四
月から消費税率を八％に引き
上げます。「消費税の三％増
税は賃下げの二％に相当」す
ると試算されています。いま「アベノミクス」に
よって円安が進み、輸入物価が急騰、パンやハム
など食品がどんどん値上がりしています。また、
燃料費高騰により流通コストが上がり、消費物資
の価格上昇に拍車をかけています。生活改善のた
めにも、「２０１４春闘」で一〇．〇〇〇円のベ
アを勝ち取ろう！

