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安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

委員会 は、 委員 ・地 方地区
本部代表 ・職 協代 表等 の構成
員、傍聴 者含 め約 九〇 名が参
加し、中 野執 行副 委員 長の司
会で開会されました。
議長に は、 近畿 地方 本部選
出の西薗 委員 が選 出さ れ、来
賓の国労 本部 佐々 木執 行副委
員長から 情勢 と中 央委 員会の
報告、二 〇一 七年 春闘 の闘い
について挨拶を受けました。
その後、この間の経過報告、
新田業務 部長 から 協約 ・協定

討論で は、「 春闘 の取り
組み 」「安 全キ ャラ バン の取
り組み」「地域との共闘」
「組 織拡大 の取 り組 み」 など
が各 委員か ら報 告さ れ、 闘争
方針 案採択 の後 、委 員会 宣言
を採択し、大北青年部長の
「団 結ガン バロ ウ」 で意 思統

の締 結承認 、青 木書 記長 から 一しました
二〇 一六年 度運 動方 針（ 案）
の提 案があ り、 休憩 をは さみ
経過 報告と 当面 する 闘争 方針
（案）の討議が行われました。

国労西日本本部は二月四 日、国労大阪会館にお いて第三七回拡大西 日本本部委員会
を開催し、第三〇回定期西 日本本部大会以降の活 動の総括を行うとと もに、二〇一七
年春闘をはじめとする当面の闘争方針を決定しました。委員会は、職場・地域での様々
な問題点、新採問題をはじ めとする職場での組織 拡大に対する取り組 み、二〇一七年
春闘における意思統一の取 り組みや地域との共闘 した闘いの報告など 活発な議論が行
われました。最後に、委員 会宣言を採択し、大北 西日本本部青年部長 の熱い思いのこ
もったガンバローを三唱し閉会しました。

安全で安心できる鉄道輸送確 立 、
賃金格差是正、契約社員の正社員化 、
二〇一七年春闘勝利に向け団結して闘おう ！

第三七回拡大西日本本部委員会

国労西日本本部
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国労西日本本部

取り崩せば１５０００円の賃
上げは可能。要求の前進と交
渉の強化にむけて、昨年に引
き続き、ストライキを背景に
した闘いの構築を行っていく。
各級機関・職場での意思統一
を。

優位性を発揮し、国労本部と
連携し、ＪＲ各社・関係省庁
への対応を強化していく。
組織拡大
ＪＲ西日本では福知山線脱
線事故後の新入社員が全社員
の３割以上を占め、職場の労
務管理が事故以前に戻りつつ
あるという声が年々大きくなっ
ている。「自由闊達な明るい
職場作り」「変わらないなら
変えよう国労の手で」など、
国労西日本本部が掲げている
方針を、引き続き全組合員で
実践し、職場を基礎に運動を
強化すると共に、組織拡大に
取り組むことが重要になって
いる。
春闘の取り組み
大阪労連ビクトリーマップ
では、ＪＲ西日本は内部留保
１兆円以上、貨物会社も内部
留保が約１０００億円あり、

取り組みの強化が重要。「三
江線の廃止」問題は、引き続
き沿線住民の納得のいく交通
体系の確立に向け取り組むと
ともに、全国のローカル線問
題について、全国単一組織の

井戸執行委員長挨拶要旨

政治的課題の闘い
安倍政権は「駆け付け警護」
の新任務を自衛隊に付与する
ことを閣議決定。「殺し、殺
される」事態に巻き込まれる
危険性が増している。「東京
オリンピックに向けたテロ対
策」を口実に「共謀罪」の名
称を伏せ、「テロ等組織犯罪
準備罪」と言い換え今通常国
会で成立を目指している。労
働法制改悪では、『働き方改
革』の狙いを明確にし、残業
代ゼロ法・解雇の金銭解決に
ついて国会提出阻止、廃案に
向けた闘いが重要。沖縄・辺
野古米軍新基地建設反対、憲
法改悪反対の取り組みと併せ
て、「一点共闘」の輪をさら
に広げ、運動の強化に努めな
ければならない。
安全問題
貨物会社は、構造矛盾を解
消せずに、２０１６年度の
「鉄道事業部門の黒字化」の
必達をめざし、さらなる賃金
抑制・人件費削減の攻撃を続
けている。貨物労働者に夢と
希望が与えられるように、政
府に対しても強く求めていく。
西日本会社では、いまだに赤
旗で止まらない事象や支援装
置を不安視する声が報告され
ている。真に安全最優先の企
業に変えるため、職場での安
全に対する調査・点検活動の

委員会発言要旨
田中委員（近畿）
・二〇一七年春闘について
「暮らしと社会の未来がかかった重要な
闘い」「和歌山の地域において目に見え
る 運 動を 取 組 ん で き た 」「 ３ ／ の 総 行
動には全組合員が参加していく」
・要因問題について
「乗務員関係では全く人が足りていない」
「働き方改革には程遠い状況」

青山委員（岡山）
・春闘の取り組みについて
「昨年の西日本統一行動の集会に岡山か
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ら 名参加、今年も最大限取り組む」
「全職場からストライキで闘う体制を構
築する」
・組織拡大について
「青年部をはじめとした近畿地本の仲間
を旗開きに招き意思統一」
「みんなで取り組む拡大行動を目指す」
・安全問題と地域との共闘について
「福塩線よくする会と連携し使者と交渉
行い、急な階段改善要求や踏切設置を要
求し改善させてきた」
27

本田委員（近畿）
・安全問題の取り組みについて
「ホーム要員の確保、ホーム柵の設置要
求」
・春闘の取り組みについて
「ストライキを背景に闘う体制確立に向
け 議論し意思統一」
・シニア社員の労働条件について
「ベテランとして技術継承というが現実
は程遠い」「職務内容や責任は正社員と
変わらないのに賃金が低い」「高いモチ
ベーションなど持てない」

加藤委員（博多）
・安全問題について
「新幹線では高速風圧体験訓練など実施して
いるがどこまで役に立つか疑問」
・闘いの共闘について
「ＪＡＬ不当解雇撤回闘争支援共闘会議に参

・安全問題について
「鳥取地震に於ける社員の安否確認や利用者

浅井委員（米子）
・三江線廃止問題について
「廃止による配転や労働条件が心配」

動強 め 、 目 に 見え る 運 動 を 進め て い く 」 「 春
闘の行動と連動し運動を進めていく」

加し運動を強めている」
・平和運動について
「ＤＶＤ上映し沖縄基地問題について学習」

の避 難 誘 導 な ど適 切 だ っ た のか 」 「 記 録 的 な
大雪の対応による社員の健康管理問題」

奥尾委員（広島）
・二〇一七年春闘について
・平和に関する運動について
「シニア社員と契約社員、育児介護休職者の
「日本は、核兵器禁止条約に今まで棄権だっ
賃金改善を」「ストライキ判断は慎重に」
たのが今回反対とした。広島の被爆二世とし 太田委員（北陸）
て強く抗議」
・安全キャラバンについて
・安全キャラバンについて
「北陸における効率化や外注化が進んだ結果
「広島駅前などで宣伝行動行う。地域の仲間
などを検証」
も参加し集会開催予定」
・春闘について
・二〇一七年春闘について
「貨物社員は手当廃止などで生活に大きく影
「基本に立ち返る」「関連社員や非正規社員、
響。ベアゼロ続く現状をストライキを背景に
シニア社員の労働条件改善にむけ闘う」「貨
打破していく」
物の春闘署名行動始めている」
・組織拡大について
「昨年に続き今年も春闘行動と連動して取り
組む」「職場で目に見える運動をすることで
拡大が進んでいく」
松尾委員（近畿）
・組織拡大について
「二〇一六年春闘で多くの青年労働者を始め
拡大をしてきた」「日々のつながりや宣伝活

辻委員（近畿）
・安全問題について
「鴫野駅でホームからの転落が一年間で 件
発生している状況の中でホーム要員廃止して
きた。団体交渉や宣伝・署名行動で会社を追
及している」
・二〇一七年春闘について
「ストライキ体制確立に向け職場討議行って
いる」「本部の本気度を見せてほしい」

・組織拡大について
「弱点克服のため分会オルグ行っている」
「大会以降一名拡大」
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２０１７年春闘勝利、
安全・安心の鉄道を作ろう！
西日本エリア総行動

3月10日 13時30分
春闘集会 国労大阪会館
15時30分
西日本本社貨物関西支社前行動

