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西日本 年末手当超低額1.50ヶ月（1.19ヶ月減）を提示

社員の生活、生活設計を無視
再回答（交渉）を求め断固抗議！
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したことのないコロナ禍の
もとで、今なお利用状況は
極めて不透明な状況が続く
中、現在の経営状況から
「社員の皆さんの生活設計
も重要」としながら、社員
の生活を守る・社員の生活
設計に最大限配慮した態度
が 伝わ らな い基 準額 であ る 。
従って、「年末手当基準
額」超低額提示に対して、
各級機関は、期末手当の基
準額の低額提示に対して、
組合掲示板に国労西日本電
送№４「速報」の掲示及び
本社に対して、抗議と再回
答を求める行動を展開しよ
う。

10月2日、西日本会社は、「雇用と生活を守る申し入
れ（国労西日本申第20号）」に対する回答として「年
末手当の基準額」について、「基本給、エリア手当及
び扶養手当の合計額に1.50箇月分」とする低額提示を
行った。
西日本会社は、先日現時点での情報を基に2020年度
通期の業績予想において、「これには既に目途をつけ
ている▲400億円のコスト削減を織り込み、かつご利
用が緩やかに回復していくことを前提としても、単体
で▲2,600億円という大幅な営業赤字を見込む」とし、
「引き続きご利用促進の取り組みとコスト削減をさら
に徹底していくことが不可欠である。」としている。
そして、「ご利用がコロナ前に戻ることはなく、これ
からも当面先が見通せない厳しい状況が続くと認識し、
労働条件についてもこれまで以上に慎重に経営への影
響を見極めながら検討が必要である。」と発言してい
る。また、「新型コロナウイルス感染症による急激で
大きな変化の中、長期にわたり緊張感と高い使命感を
持って業務に精励して頂いていることに改めて感謝す
る。」と発言しているが、西日本会社の提示内容は、
年間臨給の年末手当の見直しについて、我々も苦渋の
選択をしてきた重みにも関わらず、それ以上に懸命に
頑張っているJR西日本会社（グループ会社も含めた）
で働く全ての社員、それを支える家族の努力、生活を
守り・生活設計を最大限配慮すべき会社の責任は重大
であり、抗議の意を表すものである。
経営者の責任は「企業の発展」だけでなく、社員の
生活・維持と改善の責任を果たすべきであり、新型コ
ロナウイルス感染の見えないリスクに晒されながら
「社会インフラの公共交通機関」として責務を全うし
ている社員とそれを支える家族の「声」に応えるべき
である。
コロナ禍の中であっても、社員に常に経営危機を煽
るのではなく、コロナの感染リスクに晒されながらも
全ての社員が頑張っている時に将来に不安を与えない、
不安の解消とともに「雇用と生活を守れ」と願う社員・
家族の期待に応えるためにも、利益剰余金の一部を取
り崩し提示内容の再考、再回答することを強く要請す
るものである。

西日本会社は 月２日、
「２０２０年度年末手当基
準 額」 につ いて 、「 基本 給 、
エリア手当及び扶養手当の
合計額に１・ 箇月分」の
低額提示を行った。
提示内容は、先日現時点
の情報を基に通期業績予想
を公表した。これまで経験

西日本会社の
｢年末手当の基準額」の低額提示に
対する再回答を求める要請書
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し ている 。今後 、統一し た取 り扱 い

労組 の壁を 超える ことが 必要 だと

た 。ダイヤ 改正の 統一要 求を 出す と

管理が脅かされています。

査が計 画通り実 施でき ず線 路の 安全

小に伴 う要員減 、その ため 保守 や検

春闘 交渉の中 で害獣 処理 手当 が１

い うことは 出来な かった が、 意見 交

女性社員の割合が多くなりました。 花式を西労組と合同で執り行ってき

所 属組合を 超えて 討論す るこ とで 一

件１千 円から１ 頭１千 円に 変更 にな

換 が出来て 有意義 であっ た。 担務 、

た。ま た、職 場でも 、西労 組組 合員

人 ひとりが 抱えて いる不 安と か課 題

という 項目が作 業計画 で組 まれ てい

りました。芸備線では毎日「鹿処理」

の認識 のもと 、伯備 線事故 の追 悼献

女 性対応 設備が 整備され てい ない 箇

との協 力・連 帯なし には職 場改 善も

が 、皆の共 通課題 へ、全 体の 課題 と

をするよう求めます。

所 での泊 まりは 出来ず、 女性 対応 設

な ることで 具体的 な改善 につ なが っ

ます。 ダウンタ イムの 観点 から も即

進まな いのが 現状だ と考え てい る。

て いく。こ の先も ずっと 安心 して 働

応した害獣処理が求められます。

地本に おける 「今後 の方向 性」 につ

短日数 勤務制 度は義務 教育 修了 ま

き 続けられ る職場 となる ため に、 私

備の拡充を求めます。

いて、 職場討 議資料 を作成 し、 全体

た ちがこれ まで大 切にし てき たも の

その後 、見張り 業務、 作業 責任 者、

車駅 には社員 を配置 するよ うな 取り

組織 体制・ 財政に ついて の考 え方

で議論していくこととしている。

を 、取り組 んでき た運動 を、 組合 を

線路閉 鎖工事責 任者か ら外 され てい

駅販売体制の見直しが実施された。 組みを強化して頂きたい。
で 、育児 休職の 取得条件 緩和 、男 性

等につ いて明 らかに すると 同時 に、

超 えて若い 世代に 引き継 いで いく こ

る問題 です。支 社は受 診し ない から

なサービ ス、移 動の自 由を目 指す 運

本人

遠隔ＭＶは、機械操作に不慣れな

遠 隔ＭＶ導 入、駅 の無人 化が 進め ら

を与え たパワハ ラ行為 」と 訴え てい

動が益々重要である。

と業務 外しを行 ってい ます 。

も「任 意としな がら強 要し てい る」

高齢者 や障害 者には 利用し づら く、

【小林靖 浩代 議 員 ： 岡 山 地 本 】

「 人減らし 合理化 」反対 と賃 上げ

今後の 国労の 在り方 につい ても 全組

とが求められている

非対面に よる営 業の推 進策の 撤回 を
社員にもを求めます。

合員参 加によ る議論 を提起 する べき

社員 が薬物検 査を拒 否し たた め、

【 藤江一成代議員 ：岡山地本】

だ。

要求 を結合し 、スト ライキ で闘 う体

月 単位の 変形労 働時間制 」を 導入 し

制の構築を要望します。

て おり、 あらか じめ特定 した 日々 の

求め、自 由に利 用でき るＪＲ 、公 共

今後も「書面開催」とせざるを得

交通に求 められ る安全 ・安心 、快 適

ない 状況が予 測され ます。 よっ て、

条の２に規定する「１か

執行委 員会や 職場集 会を開 催し 、
労 働時間 を事後 において 変更 する こ

人減らし合理化が進められている。 「資格剥奪による手当削減の減収不

「 限定事 由」を 都合のい いよ うに 解

項 目の

釈 し勤務 変更を してきて いま す。 再

労基法

安全問題 ・ダイ ヤ「改 正」等 の効 率
そう したこと を見据 え「規 約改 正」
とは 原則認め られな いし、

【沖川稔代議員：広島地本】

化施策に 向けた 要求・ 賃金問 題な ど
が必要と考えます。
駅 の無人化 が強行 された 。春 闘と

駅においては、みどりの窓口の廃止、 利益」「なんども面接し精神的苦痛

も結 合して宣 伝・ア ンケー トハ ガキ

【 加藤昌孝代議員：博多地区本部】

に向けた 取り組 みと併 せて地 域運 動

が脅かされている。安全・安心な駅、

ＪＡＬ不当解雇撤回支援共闘会議

や春闘行 動へ積 極的な 参加を 呼び か

働 きやすい 駅にす るため 会社 に要 求

は、街 頭宣伝が ようや く８ 月か ら再

ます。解決方法をお願いしたい。
懸念す る声や 聞こえ るが、 改善 に向

し ていく事 は勿論 、利用 者ア ンケ ー

開しま したが、 ビラを 下さ いと 声を

れ 利用者へ のサー ビスの 低下 と安 全
け取り組むことが必要。

ト に取り組 み利用 者と一 体と なっ た

掛けて くださっ た方が 、仲 間に も配

「利便 性の低 下によ る鉄道 離れ 」を

木次 線や山 口線沿 線では 、コ ロナ

運動を進める必要がある。

るから もう少し 下さい と複 数持 って

度 交渉を し、分 かりやす く協 定化 を

による 利用者 減が路 線廃止 の危 機感

地方ロー カル線 の問題 であ る。 三

の取 り組みな どを取 り組ん でき まし

と して駅 の無人 化、駅の 窓口 開催 時

に、地 方切り 捨ての 政治を 変え させ

江 線が廃止 された 。１９ ９９ 年に 鉄

けるなど の運動 を進め てきた 。回 答

系職場で勤務変更事象が数件発生し、 間の短縮、ワンマンカーの拡大をさ

るため の闘い が、非 常に重 要で はな

お願いしたい。

れ てきて いる。 安全・サ ービ スの 低

いかと 考えて いる。 地本は 、鳥 取県

た。 人減らし 施策は 安全・ サー ビス

下 に繋が ってい る。安全 ・サ ービ ス

は、国労 要求や 組合員 の生活 実態 か

交渉 を行い是 正を求 めてき まし た。

を 守る闘 いとし て、自治 体決 議な ど

めぐ って「職 場実態 の把握 」を 図る

道 事業法が 改正さ れた事 にあ る。 届

行かれ たりと貴 重な経 験も 生ま れて

います 。コロナ 禍で 解 雇が ５万 人を

２区で 「湯原 俊二」 氏の推 薦を 決定

け 出制にな り事業 者が届 出す ると １

を 本部と して取 り組みを 行動 提起 し

してお り、推 薦候補 の必勝 と野 党勢

超えて 、解雇問 題が身 近な 問題 とし

し合っ ています 。解雇 問題 の早 期解

て感じ られてい るので はな いか と話

か ら撤退さ せない ため現 在の 鉄道 事

決を図 ると共に 、不当 な解 雇を 許さ

た 事である 。安易 に地方 ロー カル 線

業 法を以前 の許可 制に戻 す事 と、 地

ない世論作りが必要です。

年後には容易に撤退できるようになっ
スト ライキ 戦術に ついて は、 組織

元 自治体の 同意条 項が必 要な 法改 正

きたい。
の力量 や全体 情勢を 見極め た中 で、

を 求める闘 いが重 要であ る。 私た ち

少ない ことも 含めて 、今の 職場 が問

は 普段から 地域住 民の足 を守 るた め

は内部 留保を吐 き出す べき であ り、

を削減 すること は許さ れな い。 会社

くとも 年間臨給 として 決定 した もの

減が実 施される ならば 、生 活が 成り

べきで はないと 思いま す。 大幅 な削

現場で 苦労して いる労 働者 に転 嫁す

地 域労連や 沿線自 治体と 連携 した 取

【高橋仁代議員：広島地本】

り組みを進めていく必要がある。

年間 臨給の見 直し問 題で す。 少な

慎重に 判断が なされ るよう 要請 をし

【細田浩代議員：米子地本】

ておきたい。

力の前 進に向 け、全 力で奮 闘し て行

と同 時に、原 点に立 ち返り 、「 限定

額 回答が 予想さ れますが 、是 非と も

春闘 は、新型 コロナ の影響 で低

ていくべきと考えます。
％程

ストライキ！

新型コ ロナウ イルス感 染が 広が る

【 藤江美男代議員 ：米子地本】
中 、一時 帰休も 実施され たが 、「 不
公 平感を 感じる 」との声 があ った 。
「駅の 販売体 制の見直 し」 など の

題だと いうこ とを考 えてい くこ とが

検証が必要ではないか。
遅延 を生じさ せても 賃金は 通常 通り

施 策が進 められ 、交通弱 者と 言わ れ

米子駅信号で働いているが要員が
支払 われるし 、超勤 手当て も支 払わ

保守エリアの変更と拠点見直し合

理化についてです。問題点を整理し、 立たないと職場では、不安に苛まれ

必要だ 。さら には信 号の技 術継 承自

チラシを作成し支社前での宣伝行動、 ています。

体が出 来ない という 大きな 課題 もあ
る。

る 方々か ら不安 の声が上 がり 、自 治

働く場所を奪う人減らし合理化です。 ついては賃金カット、懲戒処分の対

意 見が出 されて いる。誰 もが 利用 し

体 議会か らも利 用者離れ を懸 念す る

効率化と利潤追求の体質は変わらず、 象になっている。出区車両を間違え

や すい駅 作りに 向け、職 場・ 地域 と

団 体交渉を ２度取 り組ん で撤 回を 求
た事 により遅 延を発 生させ たヒ ュー

今年 のダイ ヤ改正 要求に つい て、

社会的責 任・公 共交通 のとし ての 使

め てきまし た。内 容は保 守エ リア 縮
一緒に闘っていきたい。

西労組 の人も 交えて 集まっ て話 をし
マン エラーに おいて も賃金 をカ ット

れる 。しかし 、時間 に関す るミ スに

ヒ ューマン エラー によっ て列 車に

【勝田哲 也代 議 員 ： 岡 山 地 本 】

り上げていくのか。

賃金 格差是正 の闘い をどの よう に創

せん 。正規・ 非正規 の問題 も含 めた

度の 賃金水準 に改善 された にす ぎま

シニア 社員の 賃金に ついて

化を求めます。

事由 の圧縮」 に向け た取り 組み の強

支社で は、駅 の販売体 制の 見直 し

会社がた め込ん できた 内部留 保を 吐
条の ２に関 する勤 務変更を

春闘は、雇用を守るとともに、 に大きな影を落としています。工務

き出させ 、会社 として の社会 的責 任
労基法

【長尾匡朗代議 員：近畿地本 】
西日本会社は、１兆円以上の内部
留保があ りなが ら労働 者の生 活実 態
を無視し た態度 です。 要求が 通ら な
ければ「 労働力 を売ら ない」 とい う
行動に出て も良いの ではな いか。
和歌山 車掌区 では、 大変な 要員 不
足で突発 の呼び 出しも 多く、 係長 も
乗務する 実態で した。 交渉で も実 態
を訴え、 実働を 確保出 来きる 状態 に
なって来 ました 。訴え 続ける こと は
大事だ。

21

命を果た せてい ない。 何とか 特急 停

「遠隔 ＭＶ」 の導入 は、駅 社員 の

60

た。

を果たさせる春闘を展開しよう。

の低 下、地域 振興と いう面 でも 非常

10

32

ら乖離し ており 、抗議 行動を 展開 し

【木村伸司代議員：米子地本】

の職場要 求を練 り上げ 、現場 長交 渉

【田中譲二代議 員：近畿地本 】

34

春闘に於いて再考して頂きたい。
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