国労西日本本部

森田文 一

経済 に深刻 な事 態を 招い てい
ます。
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京都車掌区

岡本義隆さん（28歳・車掌）

「より広い視野で物事を見たいと思います。」
国労西日本本部大会
以降1名拡大

変えよう
安全を守る
職場風土に
2019年
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続き沖 縄に連 帯し た闘 いを 進
めていかなければなりません。
ＪＲ 西日本 では 、２ ０１ ８
年４月から「ＪＲ西日本グルー
プ鉄道安全考動計画２０２２」
がスタ ートし まし たが 、「 墜
落」「 感電」 と重 大労 災死 亡
事故が相次いで発生しました。
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 行われ ず、 担当 者間 の
コミュ ニケー ショ ンも 十分 に

編集責任者
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今年 月には消費税 ％へ
の増 税実施 を断 行し よう とし
てい ます。 前回 の８ ％増 税か
ら４ 年間で 二人 世帯 の家 計消
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費は 万円減少しており ％
増税 は消費 不況 を招 くこ とは
火を見るより明らかです。
平和をめぐる問題では、
「安 保法制 」の 成立 以来 「戦
争す る国づ くり 」に むけ た動
きが 強めら れて きて いま す。
憲法 違反の 「攻 撃型 空母 」の
保有 を新防 衛大 綱に 明記 する
ことも決定しました。
沖 縄知事 選挙 で新 基地 建設
反対 の玉城 デニ ー氏 が圧 勝し
まし た。安 倍首 相は 「埋 め立
て承 認撤回 」の 効力 停止 を申
25

し立て、昨年 月 日には辺
野古 沿岸部 に土 砂を 投入 する
暴挙 を強行 した こと は断 じて
許す ことが でき ませ ん。 引き

ず、利潤 追求 を第 一と する 人
減らし「 合理 化」 と労 働強 化

図られて いま せん 。合 わせ て
委託、外 注先 の劣 悪な 労働 条
件などが輻輳しています。
福知山 線事 故、 「新 幹線 重
大インシ デン ト」 を風 化さ せ

織 拡大運動 を大 きな うね りに
していくことが重要です。
結びに、 今年 は統 一地 方選
挙、参議院選挙が戦われます。

地方本部 で 歳の青年 が加入
を しました 。次 世代 に国 労組
織と運動を継承していくため、
全 組合員が 組織 拡大 運動 に立
ち 上がる動 きを 作り 上げ 、組

に反対し 、安 全に 必要 な要 員
と設備の確保、労働条件改善、
安定した雇用の実現、労働者、
労働組合 の権 利を 守る 闘い を
職場から 一層 強化 しな くて は
なりません。
貨物会 社は 、昨 年度 は、 最
高益を確 保し 、「 経常 利益 １
００億円 以上 の確 保」 「鉄 道
事業部門の黒字化」という
「経営課 題」 を達 成さ せま し
たが、ベ アは ３０ ０円 、夏 ・
冬の期末 手当 も超 低額 回答 で
あり社員 の労 苦に まっ たく 報
いるものとはなっていません。

今年４月 から は労 働者 間に 競
争と分断を持ち込む「新人事・
賃金制度 」を 導入 しよ うと し
ています。
２０１ ９年 春闘 では 、Ｊ Ｒ
グループ 会社 を含 むす べて の
労働者の 大幅 賃上 げ、 安定 し
た雇用の 拡大 、会 社間 格差 ・
賃金格差 の是 正と 安全 輸送 の
確立、働 きや すい 職場 と生 活
改善を図 るた め、 全国 統一 闘
争で要求 実現 に向 け全 組合 員
が総決起 し奮 闘す るこ とが 求
められています。
要求実 現の 何よ りも 確か な
力は組織拡大です。大会以降、
全国では 人が加 入。西日 本
本部では、昨年 月に、近 畿
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執行 委員長
党総裁選 挙で ３選 を果 たし、
内閣改造 、党 役員 人事 におい
て改憲推 進に 向け た布 陣を敷
き、第４ 次安 倍政 権を 発足さ
せました 。憲 法９ 条に 自衛隊
を書き込 む改 憲に 執念 を燃や
し、９条 改憲 の持 論を 展開す
るなど閣 僚に 義務 付け られた
憲法尊重 ・擁 護義 務に 反する
違憲発言 を繰 り返 して きまし
た。一方 、憲 法審 査会 は与野
党合意が ない まま 、会 長職権
により開 催は 強行 され ました
が、野党 の反 発と 国民 の反対
の声にお され 、自 民党 の改憲
案は提示 でき ない 状況 がつく
りだされました。
アベノ ミク スに より 格差と
貧困の拡 大が ます ます 進み、
大企業の 内部 留保 は４ ２５兆
円を超え 、従 業員 賃金 は、対
２０１６ 年度 比で ５４ ０００
円減り、ＧＤ Ｐの ６割 を占め
る家計消 費が 落ち 込み 、日本
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労働者の権利を守る闘いを

闘春

拡大運動を大きなうねりにしていくことが重要

新年あけま
しておめでと
うございます。
昨年は自然災
害が多発し、
被災された皆
様、被災地の
皆様に心から
お見舞いを申
し上げますと
ともに 、この １年 間の 各級 機
関の組 合員・ ご家 族の 皆様 の
ご奮闘 に心か ら感 謝を 申し 上
げます。
安倍 首相は 、昨 年９ 月自 民
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近畿地方本部
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国鉄労働組合
西日本本部

和 と民主主 義、 国民 の命 と暮
ら しを守る 政治 への 転換 をめ
ざ す闘いを 職場 ・地 域か ら進
め 、安倍政 権を 退陣 に追 い込
む ために全 力を あげ よう では
あ りません か。 西日 本本 部執
行 部は、闘 いの 先頭 に立 つ決
意 を申し上 げる とと もに 、皆
様 にとりま して 実り ある 年と
な りますこ とを お祈 りし 、年
頭の挨拶とします。

安 倍暴走政 権ス トッ プ、 国民
が 主人公、 憲法 を生 かし 、平

28

ている。バス会社、ロジスティクス、メンテック、ＪＲ広島病院等についても低額
回答となっている。具体的な要求と配置について、希望する契約社員の正社員化、
シニア社員の労働条件改善、貨物会社の賃金格差是正に向けて意思統一し、組合員
と真剣な議論を行い、団結を強化し、分会・職場から様々な意見を受けて、いつで
もどこでもストライキを闘える態勢の確立を求めてきた。
2019年春闘においては、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国鉄「分割・民営化」におけ

態勢を確立し、2019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！
2018年12月22日
国鉄労働組合西日本本部第5回執行委員会

が、この時期になった理由

は何か。

会社 契:約社員の課題解決に

向けてワーキングチームを

つくって考え、グループ会

社との調整を行ったためで

ある。契約社員 駅
( 営業 は
)
２０２２年度末に廃止、京

阪神３支社については２０

全社で約１５０名程度、京

度末とした。

国 労： す でに契 約社 員から 正

社員に採用されず、５年で

雇止めになった方の中途採

用ができる仕組みとするこ

とも考えるべきだ。

会社 貴:重な意見だ。将来的な

課題として、そういったこ

とを考えていくことも検討

していかねばならない。

国労 契:約社員を対象とする
国労 契
:約社員２０００人のう
おく。

ち客室 乗務員、 事務 、間 接、 国労 「
:契約社員の雇用を確保

としている。異動の範囲は

「社員採用試験について受

現在「隣接駅の範囲」とし

する観点で近隣の駅に人事

会社 客
:室乗務員も採用が難し

医療等の１０００人も含め

くなっているが、検討して

ているが、広くなる。雇用

験回数の確保を目的に、対

いる。障害者・医療の契約

契約の内容を途中で変える

異動を実施することがある」

会社 ： 契 約 社 員 駅( 営 業 の) 廃
止時期を勘案したうえで基

社員については、継続して

ことはできない。

て検討すべきだ。

準の見直しを行う。採用時

いく考えである。他の事務

象者の基準の見直しを行う」

に、「正社員試験が受験で

系統及び間接部門について

とはどういうことか。

き る」とう たって いる ので 、

は、採用はとれている状況

会社 無:茶な異動をすることは

受験機会を確保するため、

である。意見は受け止めて

ない。

受験資格を別途提案する。

２ ０年度末 に廃止 を目 指す 。

額回答を打破し、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

２００人の増とする。駅販

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貨物における低

採用が困難となっており、

権を行使して闘う春闘をどうつくるか各級機関で議論を深めることが重要である。

売体制の見直しと駅業務の

組合員一人ひとりが闘いに参加する春闘、全国統一要求満額獲得のために労働３

阪神３支社で約１００名程

④闘いを通じて組織強化、拡大を勝ち取っていくことを意思統一してきた。

効率的な運営 委
( 託化 に
)つ
いては順次実施する。

る構造矛盾の解決とローカル線を守る闘い、安全輸送確立に向けた闘いを強化する。

０１９年４月に実施するこ

貨物300円（19年ぶり有額回答）、北海道と四国についてはベアゼロ等の結果となっ

とにより、契約社員 駅(営業 )
を段階的に縮小し、将来的

ＪＲ西日本が1,200円（前年比＋450円）、ＪＲ九州が300円（前年比同額）、ＪＲ

西日本会社提案

％、平均賃金改善額1,328円（前年比＋278円）、ＪＲ東海1,300円（前年比＋300円）

駅(営業 の)段階的縮小

19

日

実現とともに統一行動等を展開してきた。結果として、ＪＲ東日本が基本給×0.25

12

契約社員

国労は、12,000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

月

た。

二 〇二 二年 度 末（ 京阪 神 は二 〇二 〇年 度 ）で 廃止

す「働き方改革」を狙うなど、労働者・国民との矛盾が激化する中での闘いとなっ

西日本会社から

綻を覆い隠すため、労働時間の規制を一切取り払い、戦後の労働法制を根底から覆
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に「契約社員 駅
( 営業 の
)段
階的縮小・廃止」について

2018年春闘は、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

に廃止する。所要員の内容

2019年春闘を職場から闘うアピール

提案があった。

国労大阪会館内

度の欠員が出ている状況で

大阪市北区錦町2-2

国労 ２:０１８春闘での団体交

本

は２０２０年度末に契約社

日

会社 「
: 契 約 社 員が 培 っ てい

西

京阪神３支社を２０２０年

労

渉の場で口頭回答があった

国

員１０５０人の減、社員は

2019年 1月1日

る駅業務の社員化」を２

（2）

