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国労西日本本部

安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

て います。 しかし毎 年会社 が厳 しい
経 営だと言 いつつ、 働く社 員に は冷
た く、株主 に対して は増額 配当 する
と いう態度 で、社員 が本当 に納 得で
きるものでしょうか。
この間、 安全で安 心の鉄 道、 信頼
回 復に向け 努力し、 会社の 増収 増益
に つなげて いる社員 の頑張 りに こそ
報 いること が重要で あると 、国 労は
考えます。
国労は西 日本会社 に対し 、社 員の
頑 張りに報 いるため 、そし て今 後の
頑 張りに期 待し、基 本給、 エリ ア手
国労本部は、５月 日「２０１４
当及び扶養手当を合算した賃金の０．
５ カ月分を 全社員に 支払う こと を強 年度夏季 手当」の支払いに関 する申
し入れ 闘
く要求します。
( 申９号 に
) 対しての要求趣
旨説明を行いました。
貨物会 社の２０１３年度決 算は、
月以降の「円安・株高」による追
い風と消 費税増税前の駆け込 み需要
などによ って、収入全体で６ 年ぶり
に収入増 となり中間期に下方 修正し
た経常利益 億円を大幅に上回る経
常利益 億円を確保し、年初に定め
た事業計 画も達成しました。 鉄道事
業部門で も、当初の数値目標 を大き
21
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国労闘申第9号「2014年度夏季手当」の

支払いに関する申し入れ
15

1．支払いは、2014年6月1日現在の基準内賃金
の3.0カ月分とすること。

2．支払日は、2014年6月30日までとすること。
3．期間率、成績率及び55歳以上の者の取扱い

貨物会社に働く社員は 、昨年度 の
期末手当が前年度比０． ８ヶ月減 の
「年間２．４ヶ月分」で あったこ と
もあり生活実態は極めて 厳しい状 況
になっています。国労が 毎年実施 し
ている「賃金・生活実態 アンケー ト
調査」の集約では、「毎月赤字あり」
との回答は昨年よりも大幅に増加し、
赤字の補てんは「毎月の 貯蓄から の
引き落とし」「期末手当 」からが 各
項目とも約８割を示して います。 ２
０ １４ 年 春 闘 も 「 年 連 続 ベ ア ・ ゼ
ロ」の結果となり、生活 は一層厳 し

これが貨物会社への要求だ

く、ＪＲ他社に働く労働 者との格 差
がますます浮き彫りにな ってきて い

等、支払い条件を大幅に改善すること。
4．支払いにあたっては公平・公正に行い、組

合間差別は絶対に行わないこと。
5．調査期間内に55歳に達した者は、55歳到達

時の基準内賃金の100%を算定基礎額とするこ

と。
6．契約社員及び臨時社員についても、社員と

ます。
２０１３年度決算で示された 億
円の経常利益は、発足 当初以来 、二
十数年ぶりの高水準の経常利益です。
修 正 計 画を 上 回 っ た 億 円 は 、 結 果
として昨年度の期末手 当の削減 額に
匹敵する額であり、こ の間大き な苦
しみを味わっている社 員の生活 改善
をするためにも還元すべきです。
期末手当は「生活給 」そのも ので
あり、夏季手当は生活 改善を願 う社
員の切実な要求です。 社員の暮 らし
は、消費税増税や公共 料金の値 上げ
等で、家計の負担は、 確実に増 え、
厳しい生活を余儀なくされています。
社員の努力により高水 準の経常 利益
を達成したいまこそ、 社員と家 族の
生活改善を図るため、 要求に応 え企
業責任を果たすべきです。

同様の取り扱いとすること。

発行責任者

田中 守
羽柴 二郎
編集責任者

社員に
還元を

生活改善
34

く上回る 収支改善の状況にな ってい
ます。
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NO.２１８

貨 物
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増収増益は社員のがんばりのおかげ！
「年度末手当（仮称）
０．５ヵ月」を要求

ＪＲ西 日本は２ ０１３ 年度 決算 に
ついて、 「連結・ 単体と も４ 期連 続
の増収」 「経常利 益は４ 期連 続の 増
益」「当期純利益は２期連続の増益」
と順調な 収益であ ること を報 告し ま
した。ま た、株主 配当も 増資 する こ
とを明ら かにしま した。 国労 西日 本
本部は、 西日本会 社の決 算を 受け 、
２０１４ 年春闘に おいて 要求 して き
た「年度 末手当（ 仮称） 」に つい て
再度要求 すること を執行 委員 会で 決
定し、５月 日に申し入れました。
春闘において西日本会社は、
「通期で 減益にな る見込 み」 とし て
最後まで 危機感を 前面に 出し 、「 ベ
ア５００円、年間臨給５．３８ヵ月」
を回答し てきまし た。今 春闘 での ５
００円の ベアと年 間臨給 で換 算す る
と、単純 計算で２ 億７０ ００ 万円 に
なります 。しかし 株主配 当金 額の 増
額については、約 億円 の支出を す
るという ことがす ぐに決 定さ れて い
ます。
西日本 会社は社 員に対 し、 安全 を
守る企業 戦略の徹 底とか 、利 益を 上
げるため の事業戦 略の徹 底、 各種 取
14

西日本
14

り組みの 原動力は 人材で ある 、人 材
に投資す ると、日 頃から 明ら かに し

人材に本当の
投資を！
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「悔いを残したくない！」「国労の運動に共感した！」

近畿地方本部奈良県支部
５／12

50歳車両管理係
近畿地方本部兵庫地区本部

ない。」 と、働 きや す い環 境・ 労働
条件を共 に作る ため 、 勇気 をも って

車両管理 係「人 生一 度 。後 悔し たく

共感する声は後を絶ちません。
組 織拡大 は最大 の 要求 闘争 、全 職

の諸 要求解 決に向 け 、日 々対 話を 行
い要 求し運 動を展 開 して いる 国労 に

の証 でもあ ります 。 安全 問題 や職 場

こ の間の 地道な 活 動、 たえ まぬ 努
西日本 本部は 、本 部 指令 に基 づき
「拡大対 策会議 」を 開 催、 また 「統

部におい て、「 最後 は 国労 で終 わり
たい」決意され加入されています。

場から組織拡大に全力を挙げよう、

決意し加 入され まし た 。さ らに は、
５月 日、 近畿地 方本部 兵庫地 区本

力が 成果を 上げ、 ４ 月か ら各 地で 国
労加入が続いています。

一行動 を
] 計画し、組織拡大を全組
合員の運 動とし て取 り 組ん でき まし
た。次々 と続く 国労 加 入は 、私 たち
のこれまでの運動の大きな成果です。
また、国 労が職 場で 必 要で ある こと

集団的自衛権の行使とは、日本が
武力攻撃を受けていないのに、「他
国防衛」のためとして海外で戦争を
行うことであり、日本国憲法が掲げ
る平和主義を真向から否定するもの

国 労西日本本部 は、５月 日 、安倍首 相及び安 保法制懇 に対し、 「戦
争 する国」 へと暴走 する安 倍政権の 集団的自 衛権行使 の一 連の動 きに つ
い て、抗議 文を送付 しまし た。また 、国労本 部は抗議 文の ほか、 憲法 解
釈 の変更に よる集団 的自衛 権の行使 容認に強 く反対す る声 明を発 表し て
います。
23

です。にもかかわらず、安倍首相の
私的「諮問機関」である「安保法制
懇」なるものが、その構成や論議経
過も含めいかなる根拠を持って、国
のありようを変更するような報告を
首相に進言し、首相もそれをもとに
結論ありきで世論誘導する手法は、
非民主的、独善的であると言わざる
を得ず、こうした報告を受けて国会
の議論も国民の信を問うことなく、
時の政権の判断だけで憲法解釈を変
更するなど断じて許されるものでは
ありません。
国鉄労働組合は、結成以来 年に
わたり、綱領にも明記している国民
の命と暮らし、平和と民主主義擁護
にむけて闘いを進めてきました。平
和憲法を破壊し、戦争する国へ突き
進む憲法改悪の企み、集団的自衛権
行使のための解釈改憲を阻止するた
め、あらゆる立場の民主団体や個人
との共同行動を追求し、危険な野望
に対して反対世論を結集し闘いを進
めていきます。

４０００名組織めざし
全組合員で行動を！

毎月続く国労加入

５／１

職場を変えるのはやっぱり国労だけ
貨物34歳運転士

12

４ 月 日、 近畿地方 本部大 阪地 区
本部 で貨物 職場の 歳 の運転 士が 、
「国 労の運 動に共 感 した 」と 加入 を
決意 。また 、５月 １ 日に は、 近畿 地
方本 部奈良 県支部に おいて 、 歳 の
50

「子供を孫を戦場に送らせない」

34

５月 日、安倍首相は、集団的自
衛権の行使容認に向けた「安保法制
懇」（安全保障の法的基盤の再構築
に関する懇談会）の報告書提出を受
けて、歴代政権が禁じてきた集団的
自衛権行使を認める憲法解釈変更を
検討していく考え方を記者会見で明
らかにしました。
さらに自民・公明両党は、集団的
自衛権などをめぐる与党協議の会合
を開き、国連のＰＫＯ活動や集団安
全保障、それに集団的自衛権の順に
議論することを確認しました。
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近畿地方本部大阪地区本部
４／15
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