森田 文一

得税の 最高税 率の 引き 下げ 等
により 所得税 ・住 民税 は２ ７
５兆円 の減収 とな って おり 大
企業、 富裕層 を優 遇す る安 倍
政権下 では、 「格 差と 貧困 の
拡大」 がます ます 進ん でい ま
す。
労働 者の実 質賃 金は 年収 で
万円 減り、Ｇ ＤＰの６ 割を
占める家計消 費は年間 万円
落ち込 みまし た。 さら に２ ０
１８年 度の中 小企 業の 休業 ・
廃業数 は４６ ，７ ２４ 件で 対
前年 ・２％増 となるな ど国
民のく らし、 景気 、中 小企 業
の営業破壊は深刻な状況となっ
ています。
平和をめぐる問題では、
「安保 法制＝ 戦争 法」 の成 立
以来「 戦争す る国 づく り」 に
むけた 動きが 急速 に強 めら れ
てきて います 。迎 撃ミ サイ ル
防衛システム「イージスアショ
ア」の 配備な どに よる ２０ ２
０年度 の防衛 予算 要求 額は ６
年連続 で５兆 円を 超え 、ア メ
リカ言 いなり の「 兵器 の爆 買
い」、 中東地 域へ の自 衛隊 派
遣や辺 野古新 基地 建設 では 沖
縄県民 の繰り 返し 表明 され る
建設反 対の意 思を 無視 し新 基
地建設 強行を 推し 進め てい ま
す。
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全国統一闘争で要求実現へ

執 行委員 長

発行責任者

に一 切応じ よう とは して いま
せん 。「政 治の 私物 化」 「ウ
ソ、隠蔽、公文書偽造、廃棄」
「官 僚の忖 度」 など 安倍 政権
のモ ラルハ ザー ドは 枚挙 にい
とま があり ませ ん。 安倍 総理
は憲 政史上 在職 日数 が最 長と
なり ました が、 政権 のひ ずみ
やおごりが一層浮き彫りになっ
てきています。
「 アベノ ミク ス効 果」 によ
り大 企業の 内部 留保 は４ ４６
兆円に達しています。

編集責任者

森田 文一
片岡 有宏

安倍政 権は、昨 年 月に消
費税 ％への 増税実施 を断行
しま した。 「消 費税 は社 会保
障と 子育て 、教 育の ため の財
源」 として いま すが 、消 費税
が実 施され てか らの 消費 税収
は３ ９７兆 円で 、同 時に 大企
業法 人減税 は２ ９８ 兆円 、消
費税 の８割 が大 企業 減税 に充
てら れてい ます 。あ わせ て所

ＪＲ西 日本 では 、「 ＪＲ 西
日本グル ープ 鉄道 安全 考動 計
画２０２ ２」 がス ター トし ２
年目とな りま した が、 「触 車
事故」「 墜落 事故 」「 感電 事
故」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 図ら れ
ていませ ん。 駅に おけ る「 新
しい販売 体制 」に おい ては 遠
隔ＭＶ、 ネッ ト販 売に よる セ
ルフ化、 委託 化、 無人 化が す
すめられ 、高 齢者 や機 械操 作
に不慣れな利用者にとってサー
ビスの低 下と なり 、駅 の安 全
を脅かす 事態 につ なが って 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
ず、利潤 追求 を第 一と する 人
減らし「 合理 化」 と労 働強 化
に反対し 、安 全・ サー ビス に
必要な要 員と 設備 の確 保、 労
働条件改 善、 「希 望す る契 約
社員全員 の正 社員 化」 で誰 も
が安心し て働 ける 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。

ＪＲ西日本の中間決算では、
単体で営 業収 益が ５， ０４ ４
億円とな り、 通期 では 単体 で
初の１兆 円を 超す 予想 にな っ

て います。 ＪＲ 貨物 会社 の中
間 決算も上 期と して 最高 とな
る経常利 益 億円を上 げなが
ら も、期末 手当 にお いて 低額
回 答を押し 付け るな ど社 員の
努 力に報い るも のに はな って
いません。

２０２０ 年春 闘で は、 ＪＲ
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 差の
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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。
同時に、 私た ちの 最重 要課
題 は組織拡 大で す。 最近 、若
い 組合員の 皆さ んが 拡大 運動
に 青年らし い発 想や 接触 で積
極 的に取り 組ん でい ます 。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 こと
が重要です。
結びに、安倍暴走政権ストッ
プ 、国民が 主人 公、 憲法 を生
か し、平和 と民 主主 義、 国民
の 命と暮ら しを守る 政治 への
転換をめざす闘いと「 春闘」
を 結合させ た闘 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。
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変えよう
安全を守る
職場風土に
2020年
新年号
14

国労西日本本部

全 組合 員が 組 織拡 大 運動 に

新年 あけま して おめ でと う
ござい ます。 昨年 も自 然災 害
が多発 し、被 災さ れた 皆様 に
お見舞 いを申 し上 げま す。 ま
た、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。

参議院選 挙の 結果 は改 憲勢力
に３分の ２を 与え なか ったこ
とからも 「改 憲を 急ぐ べきで
はない」 とい うの が国 民世論
です。
安倍政権は、「秘密保護法」
「集団的 自衛 権容 認の 閣議決
定」「安保法制」「共謀罪法」
「働き方 改革 法」 など の悪法
を強行採 決で 成立 させ 、消費
税率 ％増 税実施を 断行し、
第２００ 臨時 国会 でも 「公立
学校教員給与特別措置法改定」
「日米貿 易協 定承 認」 の成立
を図りま した 。し かし 、安倍
首相の悲 願で ある 「改 憲４項
目」を憲 法審 査会 に提 示でき
ず、４国 会連 続で 見送 りとな
りました。
一方、「関西電力原発マネー
還流疑惑 」「 閣僚 の相 次ぐ辞
任」「桜 を見 る会 」で の様々
な疑惑に つい ては 説明 、解明
10

15

NO.285
10

闘春
安倍 首相は 、参 議院 選挙 後
の昨年 ９月、 第４ 次安 倍政 権
再改造内閣を発足させました。
憲法９条改憲に執念を燃やし、
改憲発 議への 動き を強 める シ
フトとなっています。しかし、
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第

回関西貨物協議会定期委員会

33

回定期委員会

月 日、国労会館中会議
室において第 回関西貨物協
議会定期委員会が行われた。
前段で、全国貨物協議会副議
長、眞田さんによる「新中期
経営計画２０２３の問題点」
の学習会を行い、新計画の問
題点と貨物会社の狙いの学習
を行った。
委員会では、今年新しく国
労加入した北陸ロジスティク
スの加地さんが「ロジ会社で
は組合がなく不安に思ってい

確保、手当をはじめとする労
働条件の改善、組織強化 拡
･
大に全力を挙げることを確認
した。
新役員は以下のとおり。
議 長 内谷 慎 近畿
副議長 森川嘉英 北陸
事務長 長尾和明 近畿
幹 事 岸本將男 近畿
幹 事 谷口 隆 近畿
幹 事 定広文彦 岡山
幹 事 田原和宣 広島
幹 事 森山哲二 広島
幹 事 北村健一 米子

森田 文一
中野 健二
書 記

植田 重信

藤野 能章
執 行 委 員

女 性 部 長
会計監査員

青 年 部 長

岡出

平岡
福井

聡

智浩

千鳥
和義

大北 真也

記

今年もよろしく
お願いいたします

書

上嶋

大北 真也

大和 忠昭
中本 博次

新田 敏雄

倉下 文明
片岡 有宏

長

執行委員長
執行副委員長

国鉄労働組合
西日本本部

た」と国労加入の経緯を話し
た。また、各ロジ会社での偽
装請負と疑わしい問題や、ロ
ジ会社へも貨物会社と同様の
人事制度導入の予定があるこ
とへの不安などが出された。
議長集約では、偽装請負に
ついては正しい知識を持ち実
態調査を行わなければいけな
い事、触車事故が発生した中
で安全作業については譲らな
い覚悟が必要である事、技術
継承には要員確保が条件であ

各級機関と連携して闘っていく

33

27

西日 本電 気協 議会 第

11

安 心し て 働け る 職場 を作 ろ う

近畿
近畿
近畿
北陸
近畿
近畿
岡山
米子
広島

と集約し全体の拍手で方針を
確認しました。
新役員体制
議 長 岸本克也
副議長 厚田 茂
事務長 安藤陽一
幹 事 山口雅幸
幹 事 井上賢治
幹 事 亀川尚徳
幹 事 太田祥治
幹 事 吾郷隆志
幹 事 村上伸二

日、国労大阪会館に

30

月
30

て西日本工務協議会第 回定
期委員会が役員、委員、傍聴
者を合わせ約 名の参加で開
催された。
討論では薬物検査に係る問
題、新触防に係る問題点、巡
回旅費をはじめとする各種手
当問題、災害時の対応、各資
格免許の問題、レール交換機
における問題点、要員の根拠
や技術継承問題などについて
意見が出され、新触防におけ
る問題点を明らかにし、要員

11

労働 条件の 改 善 、 組 織 強 化 ・ 拡 大 に 全 力 を 挙 げ よ う

西日本工務協議会第 回定期委員会

11

29

月 日、国労南近畿
会館において西日本電気
協議会第 回定期委員会
が開催され、経過報告と
活動方針（案）の提案。
討論では、「度重なる
感電事故に対し、現場に
向き合った対策が必要。
電力基本図が各職場でき
ちんと出来ていること。
技術継承・教育問題。系
統の違いから理解がされ
にくい実態」、工事関係
では「工事の連続による
更新不備。資格・ライセ
ンス認定に伴う負担と問
題」管理では「設備デー
タの入力不備、修繕デー
タでの未対応」労働条件
では「夜間作業が多い。
協力会社を 含め人 員不 足。
障害対応。勤務のあり方」
等多くの問題点が出され
た。
「この間電気職場で感
電、墜落などの労災死亡
事故等が発 生をし てい る。
二度と労災事故が起こら
ないために、ＪＲ・グルー
プ会社・協力会社を含め
た労働条件の改善、設備・
環境改善、技術継承、安
心して働ける職場を作る
ために運動して行こう。」
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る事、新しい人事制度が正し
く運用されているか調査が必
要だとした。さらに、すべて
の運動には学習と組織拡大が
重要であるとし、各級機関と
連携して闘っていくと集約が
行われ、活動方針が採択され
た。

野々村利英 近畿（留任）

新役員については以下の通り
議長

工藤隆志 近畿（留任）

奥尾秀之 広島（留任）

佐藤英和 岡山（新任）

大森 忠 近畿（留任）

副議長 熊野孝人 北陸（留任）

事務長

事務次長 國松重浩 近畿（留任）

会計監査 板倉敏明 近畿（留任）

久米一行 近畿（留任）

川村勝氏（岡山）において
は、退職のため退任となった。

