西日 本会社 「一 時帰休 」の実 施につ いて 説明
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用に対して折衝 を行なってき たところである 。
新型コロナウイルス 感染症の影響による限定 した取り扱いになるが 現場で頑張っている 組合員 の労働

「一時帰休」につい ては会社説明を受け、制 度をはじめ賃金・労働 条件に関わる部分、 取り扱 いや運

ロナウイルス感 染症に関わる 要求申し入れ」 など行 な っ て き た 。

点から、業務量 の縮減に伴う 「一時帰休」を 実施す る こ と を 明 ら か に し た 。
国労西日本本部は、 組合員・家族の安全・命 と健康を守ることを優 先に、この間会社に 対し「 新型コ

明な中、安全確保をは じめ公共交通機関として の役割を担いつつ、社 員の感染防止と雇用 維持を 図る観

５月８日、西日本会 社は新型コロナウイルス 感染症の拡大等の影響 により、今後の経営 見通し が不透

新型コロ ナウイ ルス感染 症 の 影 響 に よ る 限 定 し た 取 り 扱 い

組合員・家族の安全・命と健康を守ることを優先

国労西日本本部
量が減 少し てい る状 況であ
る。
著し い経 営環 境の 悪化お
よび大 幅な 収入 減に 鑑み、
費用の 見直 しを 迫ら れるな
か、安 全確 保を 前提 としな
がら、 事業 継続 と雇 用維持
を図る 一方 、現 に業 務量が
減少す る箇 所を 対象 に一時
帰休を 実施 する 必要 がある
と判断した。
【組合】 現在 、一 部の 系統で
指示し てい る自 宅業 務は継

続 するの か明 らか にす るこ
と。
［会 社］新 型コ ロナ ウイ ルス
感 染拡大 の影 響に よる ご利
用 減、列 車運 休な ど、 駅・
乗 務員職 場の 業務 量が 減少
す るなか で、 職場 にお ける
３ 密回避 と出 勤に 伴う 感染
リ スクの 軽減 効果 を目 的と
し て、一 時的 な取 扱い とし
て 自宅業 務を 指示 している
と ころで ある が、 先に 述べ
た とおり 、現 下の 経営 状況

条件・権利を守るため 「協定化」することを西 日本執行委員会で確認 し、各地方代表に一 任を頂 き、５
月８日締結する ことを判断し た。

「一時帰 休の必要 性につ い
て」
【組合 】なぜ 一時 帰休 の必 要
性に ついて 明ら かに する こ
と。
［会社 ］新型 コロ ナウ イル ス
の影 響によ り、 いま だか つ
て経 験した こと がな いお 客
様の ご利用 減に 伴い 、駅 窓
口の 一部閉 鎖や 運行 計画 の
見直 しによ る臨 時列 車の 運
休を 行うな ど、 特に 駅お よ
び乗 務員職 場に おけ る業 務

【組合 】実施 期間 の考 え方 に
ついて明らかにすること。
［会社 ］一時 帰休 の開 始に つ
いて は、支 社別 ・箇 所別 の
休業 規模の 算出 、対 象担 務
等の 選定が ある こと や、 運
行計 画の更 なる 見直 しを 行
うこ とをふ まえ て、 ２０ ２

「実施期間について」

等に 鑑みて 一時 帰休 を実 施
せざ るを得 ない こと から 、
自宅 業務の 指示 は行 わな い
こととする。

国労西日本ＨＰ
０年５月 日 から実施 とす
る。 終了時 期に つい ては 、
雇用 調整助 成金 支給 限度 日
の特 例措置 の終 了（ ２０ ２
16
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広島地方本部

【組合】 対象 箇所 の考 え方 は
どうな のか 明ら かに する こ
と。
［会社］ 対象 につ いて は、 一
時的な 休業 措置 とし て、 当
面 の 間 、 駅 ・ 乗務 員 区 所 ・
一部間 接部 門の 社員 等と す
る。
駅・ 乗務 員区 所に おい て
はＣ層 ・シ ニア ・契 約社 員
を対象 とし 、駅 は、 お客 様
のご利 用減 によ り出 札・ 改
札業務 をは じめ 波動 ・機 動
業務等 業務 量が 減少 して い
る箇所 、乗 務員 区所 は、 列
車運休 等に より 業務 量が 減
少する 箇所 を対 象と する ほ
か、乗 務員 養成 の延 期や 教
育・研 修の 中止 等の 影響 を
受けて いる 箇所 を想 定し て

「一時帰休 の対象箇 所及び
選定方法について」

０年７月 日） や経営状 況
の振り 返り のタ イミ ング と
して第 １四 半期 決算 発表 見
込みを 勘案 し、 ７月 末日 ま
でとする。
なお 、新 型コ ロナ ウイ ル
スの影 響に よる 社会 情勢 等
を鑑み て、 延長 等の 検討 を
行うことがある。
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いる。
間接部 門（ 指令 業務 に従
事する者 を除 く） は、 管理

職 シ･ニア・シニアシーダー・
契約社員 を含 む全 社員 を対
象とし、 本社 ・支 社に おい
てお客様 のご 利用 減や 列車
運休等に 加え 、経 営上 の都
合から施 策の 延期 ・中 止、
会議・出 張・ 研修 ・イ ベン
ト等の延 期・ 中止 など 、業
務量の減 少に 応じ て一 時帰
休を実施する。
なお、 本社 附属 機関 の大
阪鉄道病 院、 地方 機関 の大
電所、大 工所 は対 象外 とす
る。

【組合】 車両 施
･股 電
･ 気系統
は対象に なら ない のか 考え
方を明らかにすること。
［ 会社］現 時点 のご 利用 減や
運行本数 削減 に伴い業 務量
が減少し てい る系 統を 対象
として実施するものである。
今後、 車両 ・施 設・ 電気
系統の職 場に つい ても 、運
行本数の 減少 や施 策の 延期
等により 、業 務量 の減 少等
が発生す るよ うな 状況 にな
れば、一 時帰 休の 対象 とな
るものと考える。
なお、 会社 とし ては 、こ
れまでも マス クの 配布 や消
毒液の配 置、 ３密 防止 とし
て換気対 策な どあ らゆ る手
立てを講 じて きて いる とこ
ろであり 、今 後も 引き 続き
感染防止 に向 けて 適切 に取
組んでいく考えである。
（裏面に続く）

｣

により 病気欠勤 とな る者 等、
したことは何故なのか明ら
労務の提供ができない、又
かにすること。
は免除されている者につい ［会社］労働協約等において
ては、当該日の一時帰休対
は業務量減少その他経営上
象者には選定しないことと
の 都合によ り休業 した 場合 、
する。
休業手当は労基法の規定同

休｢業手当について

ることなく、この社会的危
覚書」を補足的に個別協定
機を一致団結して乗り越え
として締結することで実施
ていけるよう、直近３箇月
するものである。
の勤務実績に伴って変動す 【組合】地方において労使間
る平均賃 金では なく 、一律 、
で詳細な議綸が必要と思う
基本給、エリア手当、扶養
が考え方を明らかにするこ
手当、職務手当等（勤務単
と。
位の職務手当は除く）、広 ［会社］一時帰休については
域出向等手当、通勤手当及
全社統一的な制度で運用す
び 別居手当を減額すること
ることとしており、その対
象系統についても本社本部
なく、
/ 支払うこととす
で決定したうえで、休業協
るものである。
定を締結することから、地
方の労使関係においては、
そ｢の他 ｣
休業の適用となる箇所およ
び規模（覚書の内容）につ
いてのみ説明を行う。
なお、適用系統や規模
（覚書の内容）が変更となっ
た場合については、本社・
本部間で覚書を再締結する
こととなる。
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【組合】今回の一時帰休
に 関し て、本 社 本
･ 部間
における労使協議は今
後どのように取り扱う
のか明らかにすること。
［会社］新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴い、
急速かつ著しい経営環
境の悪化および大幅な
収入減に伴い、一日も
早く一時帰休を実施す
る必要性があることや、
すでに労働協約等にお
いて休業の取り扱いの
定めがあることから、
本社・本部間において、
「新型コロナウイルス
感染症の影響による一
時帰休に関する協定・

「労使協議について」

【 組合】 一時帰 休指 定日 指
(定
期間 に
) 緊急 時に 呼び 出 し等
は発生するのか。
会社 帰
[
] 休日においては、業
務がないと判断したうえで
指定しているものであり、
呼び出し等の時間外労働は
行わないこととする。
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【組合】休業手当について、
60

100
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国労は、公共交通としての鉄道の役割とその使命を果たす社員と家族、グループ
会社に働くすべての仲間の安全と命・健康を守るために、労使安全会議や交渉の場
などを通じて提案や改善事項を示し、また組合員の声を集約し、西日本申第１６号
「新型コロナウイルス感染症に関わる要求申し入れ」を行なってきた。
この間、西日本本部は、感染した場合、感染の疑い・恐れのある社員について、
「日障」扱いで１００分の６０の賃金しか支払われないことに対して、罹患した場
合、疑いや恐れがある時には、安心して生活出来る環境・土台が必要であるとして、
１００分の１００の賃金補償を一貫して求めてきた。また、間接部門では、テレー
ワーク・在宅勤務、駅・乗務員職場でも一部在宅業務の形が取られて来ているが、
その際、妊娠されている方や基礎疾患で就業制限のある方などを優先して在宅勤務
にすること、すべての職場で、「特別休暇の日」を設けることなど、今日までに経
験したことのない状況だからこそ１００％の賃金補償を含め、即対応が必要である
ことを主張してきた。この様な状況のもと、急遽GW中、西日本会社より「新型コロ
ナウイルス感染症の拡大等の影響により、今後の経営見通しが不透明な中、安全確
保をはじめ公共交通機関としての役割を担いつつ、社員の感染防止と雇用維持を図
る観点から、業務量の縮減に伴う『新型コロナウイルス感染症の影響による一時帰
休』を５月１６日から実施したい」と説明があった。

雇用調整助成金も活用でき
る可能性があることから、
現在の規定とは異なる取扱
いとしたところである。
また、職場を完全に閉鎖
するようなものではなく、
一定規模の業務継続は行っ
ていくため、同一の職場に
おいて出勤している社員と
休業している社員が混在す
ることとなる。
そのような状況が一定期
間続くこととなるが、休業
となる 社員の手 当に つい て、
休業者同士および出勤者と
の間で極力不公平感を感じ
西日本本部執行委員会
国鉄労働組合

様 に平均賃 金の
/ と して
いるところである。
今回の休業は新型コロナ
ウイルス感染拡大による社
会全体のご利用減に伴う業
務量減を踏まえたものであ
るが、現在の非常に厳しい
経営状況がいつまで続くか
の 見通しが 立たな いな かで 、

西日本本部として、制度をはじめ賃金・労働条件に関わる部分、対象箇所・規模・
範囲、現場での取り扱い・人選・運用・労使協議に至るまで会社と折衝を行い、(1)
「基本給、エリア手当、扶養手当、職務手当等（勤務単位の職務手当は除く）、広
域出向等手当、通勤手当及び別居手当を１００％支払う。」(2)「新型コロナウイ
ルス感染症」に限定した取り扱いとなること。」(3)「公平・公正な運用に努める
こと。」を確認し、５月８日、「新型コロナウイルス感染症の影響による一時帰休
に関する協定」の「締結」を判断した。なお、運用上の疑義が生じた場合、本部・
本社間で協議することを確認した。
「新型コロナウイルス」の影響が長期化する中、引き続き、組合員・家族はじめ
グループ会社で働くすべての労働者の安全・安心と健康な生活、雇用・賃金など生
活不安の解消、同時に公共交通としての鉄道の役割を果たしていくために、国労西
日本本部は、組合員の先頭に立って奮闘する決意を表明するものである。

平均賃金の
/ ではなく、
基本給、エリア手当、扶養
手当、 職務手 当等 勤
( 務 単位
の職務 手当は 除く ．
) 広 域出
向等手当、別居手当及び通
勤手当を減額せず支払うと

新型コロナウイルス感染が全世界に広がり、１６０以上の国や地域で感染者が４
００万人を超えている。日本国内の感染者は１万５千人にも及んでいる。政府は４
月７日に、「改正新型インフルエンザ対策特別措置法」に基づき「緊急事態宣言」
を発出し、期限を５月６日までとし、コロナウイルスの感染拡大防止のため全事業
者・全国民に対し、「人との接触を８割減」、学校休校や各種イベント中止、不要
不急の外出自粛や「３密」を避ける要請を強めてきたが、感染拡大の状況は収まら
ず５月４日には、「緊急事態宣言」をさらに期間延長し、５月３１日まで全都道府
県で継続することを決定した。

【組合 】対 象と なる 杜 員の
選定 方は どの よう に 行う
のか明らかにすること。
［会社 ］一 時帰 休の 指 定に
あた って は、 輪番 制 など
でき る限 り公 平さ を 保つ
こと を念 頭に おき つ つ、
具体 的に は、 担当 す る特
定業 務の 業務 量減 少 や保
有資 格、 配置 可能 担 務等
の個 別事 情も 勘案 し なが
ら箇 所長 が勤 務指 定 を行
う。
な お、 一時 帰休 対 象者
の選 定時 にお いて 、 年休
の時 季指 定者 、体 調 不良

「新型コロナウイルス感染症の影響による一時帰休に関する協定」
締結にあたっての国労西日本本部の見解
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