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キャンペ ーン ）が ノー ベル平
和賞を受 賞す るな ど核 兵器な
き世界へ 大き く一 歩を 踏み出
しました 。し かし 、世 界で唯
一の原爆 被爆 国で ある 日本政
府が、国 連会 議を ボイ コット
し、核兵 器禁 止条 約に 署名・
参加しな い態 度に 世界 から失
望と憤りが広がっています。
一方、 北朝 鮮が 弾道 ミサイ
ルを相次 いで 発射 し、 米トラ
ンプ大統 領が 挑発 的言 動で応
酬を繰り返す中、緊張が高まっ
ています 。国 連決 議や ６か国
協議を無 視し た北 朝鮮 の暴挙
は許され るも ので はな く、関
係国の対 話に よる 平和 的解決
が望まれています。
安倍政 権は こう した 情勢を
利用して 、日 本の 軍事 大国化

森 田 文 一

国労西日本本部執行委員長

組合員・ご家族のみなさん、
新年あ けまし てお めで とう ご
ざいま す。旧 年中 のご 奮闘 に
心から 感謝を 申し 上げ ます と
共に、 年頭に あた りご 挨拶 を
申し上げます。
昨年 ７月の 国連 総会 で、 核
兵器を 違法と 断罪 し、 その 使
用と威 嚇に至 るま であ らゆ る
活用を 禁止し 、核 兵器 完全 廃
絶への 枠組み を示 した 画期 的
な条約 が採択 され まし た。 ま
た、こ の条約 採択 に尽 力を し
たＩＣ ＡＮ（ 核兵 器廃 絶国 際

国労西日本本部
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を推し進めようとしています。
２０１８年度の防衛予算案は、
５兆 １９１ １億 円に 膨ら み、
安倍 首相は 、「 戦争 する 国づ
くり 」に向 け、 憲法 ９条 １．
２項 を残し て自 衛隊 の存 在を
明記 する改 憲策 動を 推し 進め
ようとしています。
日 本は、 先の 戦争 の惨 禍と
反省 を踏ま え、 平和 憲法 を制
定し 、国際 社会 に復 帰し て今
日まで歩んできています。
結 成以来 、平 和と 民主 主義
を守 る闘い の先 頭に 立っ てき
た国 労の組 織と 運動 をし っか
りと 未来に つな げて いか なけ
ればなりません。
昨 年の衆 議院 総選 挙の 結果
は、 与党で ある 自民 党・ 公明
党の 議席が 合わ せて ３分 の２
を超 えまし たが 、自 民党 が獲
得し た比例 票は ３３ ％（ 有権
者比 １７． ３％ ）で あり なが
ら全 議席の ６１ ％を 獲得 する
という、小選挙区制による
「虚 構の多 数が 」あ らた めて
浮き彫りになりました。
総 選挙の 結果 を受 け安 倍首
相は 、「国 民の 皆様 から 力強
く背 中を押 していた だい た」
とし ていま すが 、総 選挙 の出
口調 査では 安倍 首相 を信 頼し
てい ないは ５１ ％（ 朝日 ）で
あり 、「安 倍首 相の 下で の改
憲に 反対」 は５ ３． ４％ （共
同） となっ てい ます 。立 憲主
義を 破壊し 、日 本の 平和 と民
主主 義を脅 かし 、ア ベノ ミク
スに よる格 差拡 大と 消費 税増
税で 日本経 済と 国民 生活 を破
壊し 、「森 友」 「加 計」 疑惑

変えよう
安全を守る
職場風土に
2018年
新年号

を隠し 、政治 を私 物化 して き
た安倍 政権は 決し て「 信任 さ
れた」とはいえません。
改憲 反対の 世論 と運 動の 高
揚は、 １１月 ３日 に行 われ た
「９条 改憲に 反対 する 国会 包
囲大行 動」は 、４ 万人 が国 会
を包囲 し、同 時に 全国 各地 で
多彩な 取り組 みが 展開 され た
ことが 示して いま す。 憲法 改
悪を許 さない 国民 的闘 いは こ
れから が正念 場で あり 、９ 条
改憲案 の発議 をさ せな いこ と
を闘い の目標 とし 、「 安倍 ９
条改憲 ＮＯ！ 憲法 を生 かす 全
国統一 ３００ ０万 人署 名」 の
成功に むけて 、取 り組 みの 強
化を図らなければなりません。
ＪＲ 西日本 では 、「 安全 考
動計画 ２０１ ７」 が昨 年、 最
終年度 となり まし たが 、「 触
車事故 」「墜 落事 故」 「感 電
事故」 という 重大 労災 事故 が
発生し ました 。事 故の 背景 に
は、人 件費、 コス ト削 減を 目
的とした委託化、外注化施策、
教育技 術継承 の不 足が 要因 と
してあ ります 。外 注化 によ っ
て、安 全教育 が十 分に され て
いない 。担当 者間 のコ ミュ ニ
ケーシ ョンが 十分 に図 られ て
いない 。技術 継承 がど の程 度
行われているのか不安である。
さらに 委託、 外注 先の 劣悪 な
労働条 件など が輻 輳し てい ま
す。
また 、１２ 月１ １日 には 、
「のぞ み３４ 号」 で小 倉駅 発
車時に 異音、 異臭 を感 知し な
がらも 名古屋 まで 運転 を継 続
し運転 を取り やめ たが 、台 車
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に亀裂が 発見 され 、国 の運 輸 さ せよう」 「働 きや すい 職場
安全委員 会か ら「 重大 イン シ を つくろう 」と 声を かけ 、新
デント」に認定されています。 た な結びつ きを 作り だし 、結
国労西日 本本 部は 、直 ちに 原 び つきを強 めな がら の拡 大。
因 究 明 と 再 発 防 止 に む け た こ うした教 訓を 全て の分 会が
「緊急申し入れ」をおこない、 学 び、全組 合員 が組 織拡 大運
１２月２ １日 に団 体交 渉を 開 動 に立ち上 がる 動き を組 織と
催しまし た。 引き 続き 労働 組 し て作り上 げ、 組織 拡大 運動
合として 輸送 の安 全確 保に 向 を 大きなう ねり にし てい くこ
けた取り 組み を進 めて まい り とが重要です。
たいと思います。
結びに、 安倍 政権 の暴 走を
福知山線事故を風化させず、 許 さず、国 民が 主人 公、 憲法
利潤追求 を第 一と する 人減 ら を 生かし、 平和 と民 主主 義、
し「合理 化」 と労 働強 化に 反 国 民の命と 暮ら しを 守る 闘い
対し、安 全に 必要 な要 員と 設 を 進め、２ ０１ ８年 春闘 では
備の確保 、「 希望 する 契約 社 職 場からス トラ イキ で闘 う体
員全員の 正社 員化 」で 誰も が 制 の確立を 図り 、「 大幅 賃上
安心して 働け る安 定し た雇 用 げ 獲得」「 希望 する 契約 社員
の実現、 労働 者、 労働 組合 の の 正社員化 」「 安全 輸送 の確
権利を守 る闘 いを 職場 から 一 立 」「貨物 会社 の賃 金削 減反
層強化しなくてはなりません。 対 」などの 要求 と改 憲阻 止、
貨物会 社は 、７ 期連 続で 、 労 働法制改 悪反 対な どの 政治
２０１６ 年度 は、 ８８ 億円 と 課 題と結合 させ た闘 いの 先頭
いう黒字 を計 上し なが らも 、 に 西日本本 部が 立つ 決意 を申
１８年連続の「ベア・ゼロ」、 し 上げます とと もに 、皆 様方
超低額の 期末 手当 など で賃 金 に とりまし て実 り多 き年 とな
抑制をお しつ ける 一方 、「 新 り ますこと をお 祈り し、 年頭
中期経営 計画 ２０ ２１ 」を 策 の挨拶とします。
定し、「 経常 利益 １０ ０億 円
以上の持 続的 な確 保」 「鉄 道
事業部門 の黒 字化 継続 」を 理 国鉄労働組合
由に、さ らな る「 合理 化」 と
西日本本部
賃金抑制 を押 しつ けな がら 、
「経営課 題」 を推 し進 めよ う
執行委員長
森田 文一
としています。
中野 健二
２０１ ８年 春闘 では 、賃 金 執行副委員長
藤野 能章
格差の是 正と 働き やす い職 場
青木 達夫
と生活改 善を 図る ため 、貨 物 書 記 長
倉下 文明
労働者の「もう我慢の限界だ」 執行委員
の声に応 え、 ＪＲ グル ープ 会
片岡 有宏
社を含む すべ ての 労働 者の 賃
新田 敏雄
金引上げ 、会 社間 格差 の是 正
木元
昌
を目指し 全国 統一 闘争 で要 求
中本 博次
実現に向 け全 組合 員が 総決 起
特別執行委員
井戸 敏光
し奮闘す るこ とが 求め られ て
青年部長
大北 真也
います。
平岡 千鳥
要 求 実 現 の 何 よ り も 確 か な 女性部長
福井 和義
力は組織 拡大 です 。昔 から の 会計監査員
岡出 智浩
つながり を大 切に 生か した 拡
記
上嶋
聡
大。「劣 悪な 労働 条件 を改 善 書
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２０１８年春闘を職場から闘うアピール
２０１７年１２月
国労西日本本部
２０１７年春闘において政府は、アベノミクスの破綻と格差の拡大という自公政権自
らの政策の破綻を覆い隠すため、「働き方改革」を掲げ、経済界に賃上げ要請を行うな
ど、またしても不当に春闘に介入する「官製春闘」を展開した。
国労は、１５，０００円のベースアップを中心とする統一重点要求を掲げ、職場要求の
実現とともに統一行動等を展開してきた。結果として、ＪＲ東日本が１,０００円（前年△
１７５円）、ＪＲ東海が１，０００円（前年同）、ＪＲ西日本が７５０円（前年△２５０円）、ＪＲ
九州が３００円（前年△２００円）、ＪＲ貨物、北海道、四国についてはベアゼロ等の結
果となっている。
２０１８年春闘においては、「官製春闘」を打破し、格差の拡大を許さず、大幅賃上げ
獲得、統一重点要求の実現を始めとして、①現場長申し入れ等を通じて職場要求実
現、組織拡大・総対話行動を通じ、要求での多数派形成を図り職場から春闘構築を目
指す。②地域で闘う仲間と連帯し、安倍暴走政治を許さず、憲法改悪阻止、共謀法・戦
争法廃止など平和と民主主義、国民生活を守るため、地域春闘の再構築を目指す。
③引き続き、国鉄「分割・民営化」における構造矛盾の解決と安全輸送確立に向けた
闘いを強化する。④このような闘いを通じて、「大幅賃上げの獲得」「会社間格差の是
正」「ベアゼロ打破」「労働条件改善」、「契約社員、シニア社員等の格差是正・待遇改
善」と組織強化、拡大を勝ち取っていく。
１兆円を超えるＪＲ西日本会社の内部留保の賃金への還元、ＪＲ貨物における１８年
連続ベアゼロを打破し、大幅賃上げをはじめとする諸要求獲得に向け全職場でストラ
イキ態勢を確立し、２０１８年春闘を職場・地域から闘い抜く意思統一と決意を固め全
力で闘おう！

