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国労西日本ＨＰ

員 ２名中２名の出 席で 大会
が 成立し、議長団 には 、議

名中

長 に近畿地方本部 選出 の江

代議 員

29

名中９名、会計委
江口代議員（議長）東代議員（副議長）

し た。

ス トラ

長 の団結ガンバロ ーで 終了

読 み上げ、最後に 森田 委員

イ キ権投票では、 満場 一致
で 採択された。大 会宣 言が

認 がありました。

運 動方針、決算・ 予算 の承

い さつ、経過報告 、協 約・
協 定の締結、二〇 二〇 年度

その後、森田委 員長 のあ

近 畿地方本部選出 の東 代議
員 が選出されまし た。

口 代議員、副議長 に同 じく

名の 出 席 委 任

国 労西 日 本本 部は 九 月二 五日 、国 労 大阪 会館 にお い て第 三四 回定 期 西日 本本 部 大 会
（書面）を開催し、この一年間の闘いの総括を行い、安全輸送の確立、労働条件の改善、
組織拡大、二一春闘等の諸課題について今後一年間の闘う方針を確立しました。
大 会は 、 職場 ・地 域 での 様々 な問 題 、新 採問 題を は じめ とす る組 織 拡大 に対 す る 取
り組 み、 春 闘に おけ る 意思 統一 の取 り 組み 、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。

組織拡大に全力をあげよう

第三四回定期西日本本部大会

国労西日本本部
大会は、中野執行副委員長の
司会で開 会さ れ ま し た 。
31

届、執行部
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進めてきました。拡大の特徴として

国労西日本本部

森田執行委員長挨拶要旨

について執行部として判断をしまし

た。

組織強化拡大の課題

国労組織と運動を次の世代に継承、

発展するため、組織拡大を最大の課

ＪＲ西日本では、「ＪＲ西日本

加入した仲間がさらに新しい仲間に

題として、全力をあげて取り組みを

グループ鉄道安全考動計画２０２２」

業務の委託化、外注化施策がすすめ

織強化・拡大において欠かすことの

職場活動を活性化させることは、組

がスタートし、三年目を迎えました。 声を掛け拡大が進んでいることです。

られ、教育技術継承の不足、職場で

が今もなお続いている状況にありま

コミュニケーション不足による事故

起することを要請します。

して全組合員が組織拡大運動に総決

活動を組織拡大に結び付ける運動と

の安全教育の徹底が十分に行われず、 できない活動です。職場のあらゆる

す。ワンマン運転の拡大、遠隔ＭＶ

など非対面による駅での販売体制等

められ、運転士、車掌の負担が重く

公助」を前面に自己責任に基づく

菅政権が発足し、「自助、共助、

政治情勢について

なっています。引き続き議論を行い

「新自由主義」を露骨に促進させよ

による人減らし「合理化」が推し進

ながら安全輸送確立に向けた闘いに

守るため菅新政権がその役割を果た

うとしています。国民の命と生活を

西日本会社は、コスト削減の一環

すことが求められています。解散総

いかしていくこととします。

として「期末手当ての一部見直し」

動の柱とすることを確認し、苦渋の

限履行させることを今後の交渉と運

も重要である」との会社表明を最大

した。「社員の皆さんの生活設計等

べきであることを強く主張してきま

の生活を守るため会社として努力す

余金の一部を取りくずしてでも社員

であると厳重に抗議を行い、利益剰

労使関係の信頼関係を揺るがすもの

ことが求められています。

なる新しい政治をめざして奮闘する

済社会」を構築し国民生活が豊かに

需拡大を進めるため「ルールある経

ル、家計や中小企業の懐を温め、内

政治、人間らしく働ける労働のルー

憲法に基づく平和と民主主義擁護の

走を続ける菅自公政権を終わらせ、

で破綻した「新自由主義路線」の暴

党共闘をさらに発展させ、コロナ禍

を提案してきました。西日本本部は、 選挙が近いとも言われています。野

選択ではあるが「期末手当て見直し」

たい。

訴 え続け 、組織 拡大につ なげ てい き

し た。決 してあ きらめず 、粘 り強 く

そ 組織拡 大が必 要だと改 めて 思い ま

するものです。

反対の 立場で 運動を 進め全 力で 奮闘

ビスを 守るた め、委 託化に 対し ては

合理化 は明白 です。 駅の安 全・ サー

しを解消させる様に頂きたい。

が 反故にさ れてい る。一 部の 線区 外

発 防止教育 、国労 が規定 化し た内 容

す 。現場長 裁量を 規制し たは ずの 再

きたい。

に管理 当直を入 れるな ど要 望し てい

ること 、もしく は救急 受け 入れ 対応

今回の昇職試験で国労の受験者か

【西澤宗司郎代議員：近畿地本】

余 金の切り 崩しに も言及 して 頂い て

会 社の見通 しの甘 さを指 摘、 利益 剰

につい て提案さ れまし た。 社員 から

西日本会社から年間臨給の見直し

年間臨給方式のあり方に厳重抗議、 【山脇浩志代議員：近畿地本】
年春闘は、他労組組合員を巻き

【石田 尚之代議員：近畿地本】

に無く なった ことを 意味す る大 きな

昇職試 験にお いて、 組合差 別が 完全

込んだ運動として春闘署名を展開し、 らＣ等級合格者が出ました。これは

給 方式の破 棄を含 め見直 しを 強く 求

誠 意の回答 が得ら れなけ れば 年間 臨

い る。国労 として も、会 社の 精神 ・

が納得 できる内 容とな るよ う、 全組

の声が 多く出さ れてい ます 。全 社員

手当の 削減がさ れるこ とに 対し 不安

２ ５１名 で、国 労の４倍 を超 える 他
年 春闘に おいて 、要求の 満額 回答 で

基本給 が低い ために 、１等 級発 令を

一歩だと受け止めています。しかし、 める。

い。利 益剰余金 はどの よう な条 件下

合員が 全力で奮 闘しな けれ ばな らな

労組 組合員か ら集約 してい ます。

動に なるかも しれま せんが 、全 組合
生 活改善 を勝ち 取るため にも 、ス ト

べきだ。

で活用 をするの か、明 らか にさ せる

員と 他労組も 巻き込 んだ運 動で 勝利

春闘も今年同様の制約される運

【安東 陽一代議員：近畿地本】

もチャンスをあげて欲しい。

業務 になった 方もお られま す。 何回

第 回定期大会発言要旨①

支社は、黒部宇奈月温泉駅などを

【山口雅幸代議 員：北陸地本 】
出札窓口 廃止、 ４両以 下ワン マン を
導入。駅 の無人 化、ワ ンマン 化拡 大
を許さず 、国の 支援策 を求め る要 請
行動の取り組みが重要である。
支社は 、貨物 会社社 員の出 席を 口

【山下幸博代議員：近畿地本】
受けて も基本 給最低 額に約 ２万 円届

４月 に業務区 分の見 直し がさ れ一

かない 基本給 となり 、会社 は制 度の

ラ イキを 背景に 闘うこと を要 請い た

が 発生して いる。 会社に 抜本 的な 安

部の業 務が委託 化され まし たが 、更

します。

移行時 に３年 かけて 賃金の 移行 措置

全 対策を求 め、引 き続き 職場 ・地 域

件もの隙間転落事故

大阪貨 物分会 において 、２ 名を 仲

を行う としま した。 職場で 調査 し、

鴫野駅では

るた めにも、 広範な 国民・ 労働 者と

間 に迎え ること ができま した 。行 動

見直し が出され ていま す。 委託 あり

共に 政治革新 を実現 させる 運動 に全

来春闘に ついて はすべ ての 職場 の

きでは なく、問 題があ れば 直営 に引

なる業 務区分の 見直し と交 番検 査の

団 結で、ス トライ キで闘 うこ とを 求

での運動の強化をはかっていく。
青年 組合員 の基礎 知識の 向上 と他

改善に 向けて 声を上 げて運 動を 作る

ています。

ことが大切であると考えます。

【江口 芳生代議員：近畿地本】

し ていけ ば必ず 光が見え るこ とに 確

組みで、 対象者 全ての 他組合 員か ら

き戻す ことも含 め対策 する よう 会社

高速自動 車分会 で１名 、天 王寺 車

めるものである。

掌 区分会で 契約社 員の仲 間の 加入 、

労組と の学習 交流を 目的に 「青 年向
け学習 会」を 開催し ました 。参 加者

【若崎幹仁代議員：近畿地本】

に求めることが重要となる。
からは 「繰り 返し同 じ内容 で学 習会

検査体系の見直しを実施しているが、 【河野

宏幸代議員：近畿地本】

新世 代車両へ の置換 えを軸 とし た検

貨 物分会で ８月に ２名の 拡大 を勝 ち

れて有難 い」「 額が小 さく期 待外 れ

をして ほしい 」との 意見が あり まし

だった」 「期待 してい ない」 と３ 通

「感染の疑いのあるすべての社員

査周期・項目の見直しによる検修費・

に ＰＣＲ の受診 、その費 用は 会社 が

りの意見 があり ました 。全て の職 場

会社はそもそも新規採用者問題に

負 担し、 休業補 償は１０ ０％ 実施 」

感染の 疑い・ 恐れが ある労 働者 」の

べ き、働く 組合員 の生活 にと って も

を されまし た。社 員の努 力に 報い る

定 」の一部 改訂に 関する 覚書 が締 結

「期末手 当の基 準額等 に関 する 協

全機関で認識しなければならない。

制を終 始した。 組織拡 大の 必要 性を

いても あくまで 噂であ ると 逃げ る体

渉もあ り、西労 組への 情報 漏洩 につ

い、拡大をやりきるために奮闘する。 りと名言し、かみ合わない中での交

１００ ％賃金 補償を 求める 。Ｐ ＣＲ

【東幹男代議員：近畿地本】

取 ってきた 。全国 統一行 動の 成功 と

人件 費の削減 が狙い である 。会 社は

を 早急に 会社に 認めさせ るべ きだ と

た。

からもう 一人の 仲間を 迎える 運動 の

考えます。

ついて 疑義が生 じてい ない とは っき

や外 注化では 安全が 守れな いこ とは

安全 は確保す る とい うが、 人員 削減

ま した。 組合員 の日頃の 繋が りか ら

検査の 受検の 拡充と 検査費 用の 全額

策を矢 継ぎ早 に実施 してき てい る。

委託化 などあ りとあ らゆる 合理 化施

設 した。看 護師１ 名がコ ロナ ウイ ル

コロナ疑い患者受け入れ病棟を開

【吉岡とし子代議員：近畿地本】

工務職 場では、 熱中症 が多 発し てい

組の若 手との交 流を進 め実 現す る。

るべき 姿」の提 言を進 める ため 西労

る職場 の構築が 必要で 有り 「駅 のあ

の立場 に立った 鉄道と 働き 続け られ

ビスの 低下が横 暴して いる 。利 用者

【島田 茂久代議員：近畿地本】

近畿地 本は、 交渉と 合わせ て駅 頭で

ス に感染。 看護師 ６名が 濃厚 接触 者

駅窓口無人化・窓口時間帯の縮小、

書面審議では大会の役割を果たせ

の宣伝 行動を 準備し ている 。交 渉の

り切らなければなりません。

感染症対策などで「感染した場合、

「 ウエスト エクス プレス 銀河 」の

の 成果で ありま す。職場 での おか し

年春闘の闘いで、雇用の確保を

改造 工事にお いて、 団体交 渉も 開催

それが準備不足やつめの甘さに繋がっ

駅の販売体制の見直し等々安全サー

せずに９月から一部直営施工とした。 いという声を要求にし、引き続き組

シニア 社員、 契約社 員等の 労働 条

修代 議 員 ： 近 畿 地 本 】

ているのでなないか。

【松尾

強化と運動で、駅の労働者を激励し、 に指定され、ＰＣＲ検査が施行され
切で す。これ まで社 員の努 力に よっ

化 が進め られ、 また、ホ ーム での 転

駅では 、みど りの窓口 廃止 や無 人

していく。

利用者 へ合理 化の問 題点を アピ ール

望し、１００％の賃金保証を望む。

た 。全員Ｐ ＣＲ検 査を行 うこ とを 要

業時間 の短縮・ 中止な どが 必要 と思

る。熱 中症を出 さない ため には 、作

での開催をすべきだった。

な いと考 えます 。せめて オン ライ ン

大変重要なことになる。

第一に、 社員と その家 族の命 と暮 ら

件改善の 取組み 強化を してい ただ き
たい。精 勤手 当 の支給 額は、 社員 並
みの支給 額を支 払うよ うに協 約・ 協

春闘においては創意工夫した取

【芦田 祥徳代議員：近畿地本】

てた め込んだ 内部留 保の活 用で 、コ

【藤原浩二代議員：近畿地本】

組み と意思統 一をし ていく 必要 が大
運転士で、乗務準備時間が足りな

落 事故が 多発し ている。 利用 者の 安
す 。そし て、急 速にＪＲ 西日 本交 通

発防止 教育に ついて 、組合 員が ２年

乗務員が事故を起こした場合の再

進 めるにあ たって 、外来 救急 対応 は

表 示開始し た。救 急患者 受け 入れ を

指 定なく２ 次救急 受け入 れを 病院 が

て欲しい。

可能で 有り、断 固とし て反 対し 闘っ

金やあ らゆる手 段を行 えば 支払 いは

年末 手当につ いて会 社は 内部 留保
サービスへの委託化が進んでいます。 前に起こしたミスに対して、一部の

看 護師一人 体制で なく複 数体 制と す
業 務委託 化によ る人件費 削減 で要 員

線区（ 桜井線 ）行路 が外さ れて いま

う。
全 とサー ビスが 切り捨て られ てい ま

なっ ています 。厳し い状況 だか らこ

救急患者 を増加 させる 方向 で曜 日
ロナ 禍であっ ても会 社の社 会的 責任
新 型コロナ ウイル ス感染 拡大 の影

を果たさせる必要があります。
分では出来ません。

い。体温 の測定 ・アル コール 検知 ・
の作成等とても

車掌で 、運転 適性検 査で落 ちて 駅

準備時間の見直しを求めていきたい。 響もあり、ゆっくり話す機会も無く

10

持ち物管 理・掲 示版の 確認・ 乗務 票

定を結んでいただきたい。

21

会社負担を求める。

しを守れ るよう に、企 業の社 会的 責

契約社 員の青 年が国労 に加 入さ れ

要 求の前進 、実現 に向け て団 結を 行

強化を図っていくことが重要。
明白だ。

車両系統における業務区分および

信 を持っ て、組 織拡大運 動を 展開 し

平 和で安心 して暮 らせる 日本 にす

しよう。

21

力を上げましょう。

45

頭で拒否 してき た。他 会社組 合員 も
経小に出 席でき るよう に、協 約の 交
渉を要請する。

【笹山美津男代議員：北陸地本】

20

【斉藤道也代議 員：北陸地本 】

協力を頂 いた。 回答で は、「 支給 さ

青年部の要求アンケート調査の取

21

34

任を果たすようにしていただきたい。 組合軽視・無視の姿勢を示しており、 織の拡大に向け全力で、粘り強くや

21
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