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〔西日本会社〕 

車両部門における業務区分の見直しに関する解明交渉について 

 

標題について、９月２７日西日本会社と申３号で団体交渉を行った。 

主なやり取りは以下のとおりである。 

 

〈主なやり取り〉 

１．業務区分見直し完了時点の所要員数を明らかにすること。 

（回答）工場部門においては業務の委託化による要員減、区所部門においては業務の直営化

による要員増を想定しており、業務量に応じて必要な体制を構築していく。 

【組合】各車両所の数はどうか。 

【会社】年度ごとの数字は提案の時に示している。支社別・区所別は改めて地方において提 

示をする予定である。 

【組合】地方で提示出来て何故ここで提示できないのか。提案の時に示しているのは現在と 

比べてどれだけ増減があるかという事で、２３年度末でそれぞれ何人になるのかを聞 

いている。 

【会社】今全社で２，５００名規模、そこに対して今回申し上げた工場部門は３箇年で△約 

２４０、区所部門は＋約１００で合算すると車両の現場全体で２，５００名規模が２， 

４００名規模になる。区所別についてはその都度提示していく。 

本社・本部間でそこまで提示をさせて頂くとなると、支社での団体交渉は何なのか 

ということになる。 

【組合】支社ではもっと細かい議論をすればよい。先程の数字が積み上げた数であるなら区 

所別もわかるはずである。金沢では工事がないのに吹田や網干から異動させるのか。 

【会社】教育のための異動である。 

【組合】超勤が多く発生している区所もある。業務量と所要員を見ればわかるので出すよう 

に検討をお願いする。 

【会社】本社と支社の役割分担を考慮しながら判断したい。 

 

２．業務区分見直し完了時点の工場部門での直営業務内容を明らかにすること。 

（回答）工場部門の業務が全てグループ会社になるわけではなく、これまでどおり、ＪＲは

総合車両所全体の管理（例．生産管理、検査基準・品質管理、安全管理等）を行うとともに、

総合検査を担う。また、検査結果に基づき営業列車としての車両使用適否の判断は引き続き

ＪＲが行っていく。 

【組合】直営業務内容を明らかにすること。生産管理、検査基準・品質管理、安全管理とい 

うのは会社が言い続けていることだが、細部で生産管理では何が残るのか、検査基準 

は本体でどういった事をするのか、具体的に明らかにすること。 

【会社】車両課や総務課等で生産管理、検査基準・品質管理、安全管理を担っている部分も 
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ある。それぞれのセンターで担っている部分もある。グループ会社で全部やっている 

わけではない。センターの実務の仕事がグループ会社へ移管したとしても総合管理は 

ＪＲの方でやっていく必要がある。検査の規程を作っているのもＪＲであるし、それ 

に基づいて仕事を委託するのもＪＲである。生産管理、検査基準・品質管理、安全管 

理の全てを行なうのがＪＲである。その中でグループ会社に委託した業務、例えば装 

置の検査を委託した場合にその装置の検査基準の中で更に何か決めようという事があ 

るならグループ会社の中で設けることがあるかもしれないが基本的にはそういった事 

はない。例えば状態を見て判断をして取替をする場合、取替率が３０％なのか５０％ 

なのか７０％なのかという目安をグループ会社の中で持つという事はあるかも知れな 

いが、責任を含めて判断をするのはＪＲの方である。 

【組合】グループ会社では装置の修理であったりという事に限定されるのか。 

整備準則に基づいて修理や検査はやらなければならないが、例えばＡという仕事が

グループ会社に移管されたら移管先の責任ではないのか。 

【会社】業務を委託してその契約に基づいて委託をし、その検査がしっかりとできているのを

確認したうえで竣工という事で受け取るので、責任施工でグループ会社が契約に基づ

いて検査をするという責任は発生する。それも含めて総合車両所の中で車として営業

車で投入する場合にはその総合車両所の責任になるのでＪＲがグループ会社の仕事だ

から関係ないという事にはならない。 

【組合】ＪＲ本体に残された人は何をするのか。業務が移管されたら当然そこには人もついて

いくので、ついていく人たちは仕事の中身とかをそのまま持って行くから分かるが、

ついていかない人たちは何をするのか。 

【会社】技術基準の管理であったり、それを規程に落とし込んだり、何か不具合があった場合

特修工事を計画してメニューを組んだり等が発生するし、今のレベルの品質を維持し

ていく為の営みであったりは必ず発生する。 

【組合】維持や品質の向上等は移管先のグループ会社が責任をもってやることではないのか。 

【会社】もちろんそちらの方でもしっかり考えてもらわないといけないが、ＪＲの方から委託

をしているので、例えばメニューが１０個あってどの優先順位でやるのかということ

を考えるのはＪＲの方である。グループ会社から提案はされても、それをどうするの

かはＪＲの方である。 

【組合】М・Ｌ層に理解されていない。話がまだまだ煮詰まっていないのではないのか。 

【会社】どういった体制にしていくのかとか、何人くらいで携わっていくのか等はまだこれか

らの課題でありもう少し議論が必要である。 

【組合】本体に残った人は技術的に何もしなくていいと受け止められるが、会社が違うのでＪ

Ｒの方で指示はできない。 

【会社】業務指示はできない。直接の業務指示はできないが実態を確認する必要はあると考え

ている。しっかりと議論をしながら進めていく。指導する必要があればグループ会社

の方で指導して頂くという事をやっていかなればならない。現場の直接の仕事、車両

をバラしたり組んだりということは基本的にグループ会社の方に移管するが、そのや

り方をどうしていくのか、どう改善していくのかというのはＪＲの方でやっていかな

ければ安全は担保できないと考えている。 

【組合】現場や担当者に丸投げしているのではないのか。 
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【会社】管理者としての責務を果たしていないような実態があれば改善していかなければなら

ない。 

【組合】労働組合にも説明していないのにグループ会社の方から情報が流れて出回っている。

そんなことで安全が担保できるのか。 

【会社】それは今まさに議論しているところである。情報の管理などは以前から話があったこ

となので今年度の提案のタイミングなどは慎重に対応してきた。本社・本部で議論が

あって、支社・地本で話があってという前にグループ会社の方で情報が流れることが

ないようにしていく。 

【組合】グループ会社の方に要請しないと不安を煽るだけである。吹田でもグループ会社の方

がＪＲの社員に対して来年４月にウチに来るのか？と聞いてくるという事は何かしら

の情報を持っているのではないのか。 

【会社】これから先の計画を見越しての発言とも考えられる。 

【組合】営業列車としての車両使用適否の判断は引き続きＪＲが行っていく、の中の否という

言葉は会社として否定があると受け止められる。整備準則などがあって工場を出て初

交検等で線を間違えていたとかの事象があった時に会社は技術を教えていなかった、

認識がなかったと言うが曖昧な教え方をするからその流れでいってしまうのではない

のか。そういった事は直営も外注先も正していかなければならないのではないか。 

【会社】いかに管理できている仕組みや体制を整えるかが課題である。車両の適否に関して、

使える物か使えない物かという判断はチームとして出来ていかなければならないと考

える。最終判断はＪＲの方でしっかりと行なうようにしなければならないし、装置や

部品ごとの判断はグループ会社の方で力をつけてもらってしっかりとやって頂くとい

う考えである。 

【組合】例えば否が出た場合メーカーの物と付け方が違うとかが発生した場合は図面改修とか

部品の発注とかになって工程が狂い結果として突貫工事になりヒューマンエラーや労

災が起こるのではないか。 

【会社】そういった事象は発生するかもしれないが時間をかけてでも必要な図面改修や部品交

換は行わなければならないと安全な車両は出来ないと考えている。 

【組合】銀河のような事にはならないように。 

【会社】大型改造の在り方も議論の余地があると考えている。 

【組合】本来ならば会社側から提案で示さないといけない時期なのではないのか。 

【会社】きれいな形で示すことが出来ていないのは事実だが、走りながら考えているところも

あるので、どこかのタイミングでスパッと変えないといけない時期があると思う。 

【組合】網干は実験で使われている気がするが。 

【会社】他の区所にも展開していく予定である。それぞれの区所の特情があるので初めの区所

だからといってデメリットばかりではないと思う。 

【組合】デメリットばかりである。 

【会社】最初の苦労というのはあると思うが。 

【組合】今まで社員同士で頼んだりしていたものが品質管理センターを通してテクノスに伝え

てとか時間のロスではないか。 

【会社】指示をしたりする場合はそうなるかもしれないが、グループ会社と同じエリアの中で

仕事をしていきながらどうやってコミュニケーションを取っていくのか等は合わせて
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考えていく必要がある。車両所は同じ敷地の中で一緒に仕事をして一つの車を出して

いくという作業になるのでパートナーとしてやっていくという事が必要であると考え

る。 

【組合】担当者を増やせば繋ぎやすいのではないのか。現場の社員の意見をもっと聞くべきで

ある。 

【会社】現場の方々の意見を聞くというのは大事なことである。 

【組合】以前、安全ミーティングとかをやっていたのではないか。 

【会社】安全ミーティングライトは１０月から再開する予定である。 

 

３．区所(Ｍ・Ｌ・間接)の要員について、各年度の増減数を明らかにすること。 

（回答）委託業務の縮小および直営業務の拡大による管理業務の増減要素を踏まえて、各箇

所ごとに管理体制を構築していく。 

【組合】区所におけるＭ・Ｌ層の増減はどうか。 

【会社】現時点ではＭ・Ｌ層が増えるという事はない。直営化するということだが委託業務に

しても直営業務にしても、その増減に伴って管理サイドの仕事も増減がある。区所部

門でいうと直営業務が拡大するのでＭ・Ｌ層が担当するような管理業務が増えるとい

う要素はある。委託業務が減るという事で契約やしゅん工検査等に関連する業務量が

減るものがある。プラスとマイナスの要素があるのでＭ・Ｌ層については体制強化の

計画はない。その確認を今後施策実施の都度精査をする。 

 

４．車両系統における今後の教育・人材育成計画を明らかにすること。 

（回答）本施策に伴いキャリアステップの中でグループ会社へ出向し工場業務を経験させる

等、今後、必要な知識や技術を習得できる育成プランに見直す考えである。 

【組合】ＪＲの方で部品本体を触らなくなって、いざという時に対応ができないのではないか。

単体ではＯＫだが繋いで組み立てると不具合が出るかもしれない。 

【会社】ＪＲの社員をどう育成していくのかは今後の課題である。今のキャリアステップを比

較した時に、相対的にグループ会社の方に出向して仕事を経験するという事は増えて

くる。それをしなければＪＲの方の知識や技術も身につかないと考える。そういうキ

ャリアプランに変えていく必要がある。タイミング・期間・中身等を議論していると

ころである。 

 

５．品質の維持向上、高い生産性を両立させる体制の構築とされ、２０２０年４月から実施

されているが、これまでの振り返りでどのような成果や見直しなどがあるのか具体的に明ら

かにすること。 

（回答）区所においてグループ会社の手待ち時間が解消される等、特に大きな問題もなく順

調に推移していると認識しているものの、業務移管に向けた契約書類作成や検査成績表シス

テム登録等、準備に時間を要することが課題としてあげられた。 

全体計画を踏まえ前広に準備することにより、現場の負担を軽減させることが必要である

と考えている。 

【組合】区所においてグループ会社の手待ち時間が解消されているのか、問題が生じるまであ

り得ない話である。表現がおかしいのか。 
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【会社】グループ会社の社員がいなくなるので、そういった問題がなくなったという事である。 

【組合】手待ちはグループ会社の社員が見直しをされた個所ではみないが、直営がやるように

なっても特に大きな問題も起きていないという事か。 

【会社】２ヶ月に一度聞き取りなどしているが明石・福知山も今年度は問題もなく推移してい

る。 

【組合】作業に従事するお互いの社員がモーター替え等で有資格者が作業できているのか。 

【会社】一年目では森ノ宮などで有資格者の養成をもっと前広にしておくべきであったと思う。

クレーンの資格を持っていないとか特定化学物質取り扱い責任者の資格者がＪＲに少な

かったりだとか、そういった事を確認して福知山や明石であらかじめ計画できた。 

【組合】作業が特定の人に偏るので必要な資格は取得させるべきである。来年の４月までにそ

ういった事は整備しておくように。 

【会社】計画的に行っていく。 

【組合】契約書類作成や検査成績表システム登録は統一したものにすべきである。 

【会社】合わせるところや活用できるところはあると思うので準備の中でしっかりとやってい

きたい。 

【組合】Ｃ層に丸投げはやめるように、Ｍ層が責任をもってやるべきである。今までの外注の

時でもこの作業班が外注になりますよといった時にいざ始まってから契約書に記載され

ていないから出来ませんと。残った作業は何とかＪＲの方でやってくれとかいった事も

ある。それはおかしいのではないか。これから先の計画で部分的にＪＲがやらなければ

ならないということが起こらないようにすること。 

【会社】役割分担の見直しという事で準備の段階でしっかりとやっていきたい。 

 

６．業務区分の見直し後に起因する車両故障の件数を明らかにすること。 

（回答）２０２０年度に委託した吹田・網干・下関の台車・臨時業務の一部、２０２１年度

に委託した網干の空制業務において、検修が起因する車両故障は発生していない。 

【組合】発生はしていないのか。 

【会社】２０２０年度の輸送障害は６８件。そのうち作業に起因するものは検修関係で１１件、

これを減らしていくのが重要である。 

 

７．別紙１の役割で瑠々説明がされているが、ＪＲとグループ会社がそれぞれどのような業

務を行うのか具体的にすること。 

（回答）ＪＲでは車両システムの知識・技術、オンレール対応技術を活かした組成車両の安

全・品質管理を担い、グループ会社では装置・部品検修を一元的に担うことにより、車両系

グループ全体で技術力を維持・向上させることによって検修体制を構築する。 

【組合】直営業務内容を明らかにすること。生産管理、検査基準・品質管理、安全管理という

のは会社が言い続けていることだが、細部で生産管理では何が残るのか、検査基準は本

体でどういった事をするのか、具体的に明らかにすること。 

【会社】車両課や総務課等で生産管理、検査基準・品質管理、安全管理を担っている部分もあ

る。それぞれのセンターで担っている部分もある。グループ会社で全部やっているわけ

ではない。センターの実務の仕事がグループ会社へ移管したとしても総合管理はＪＲの

方でやっていく必要がある。検査の規程を作っているのもＪＲであるし、それに基づい



 
国鉄労働組合西日本本部 

 

電送№025-6 

て仕事を委託するのもＪＲの方であり、責任を含めて判断をするのもＪＲの方である。 

 

８．台車（台枠・組込）については各車両所の作業環境・体制を踏まえた課題整理により決

定としているが、どのような課題があるのか具体的に会社の考え方を再説明すること。また、

新幹線台車亀裂による重大インシデント事故を起こした当該企業としての責任を果たすべく、

特に台車検修のあり方について会社の考え方を示すこと。 

（回答）車両所によって作業方法や体制、環境等が異なることから、重要作業の標準化や、

一定の技術レベルのある社員が検査を行う体制の整備等を行う計画であるが、これらの検修

体制に関する課題を整理し、その進捗を確認したうえで決定することとしている。また、重

大インシデントを受けた対策については、同種構造を有する台車の当該溶接部に対して超音

波探傷を実施する等、在来線においても必要な対策を進めているところである。 

【組合】重大インシデントを起こした企業として台枠の組込みとかをどうするつもりなのか。 

【会社】２０１７年にインシデントがあってから国交省の台車枠の検査マニュアルが２０１９

年に改訂になったのを受けて当社の台車枠検査標準の規程も改訂している。それに基

づいて在来線の方でも対策をしっかりとやっている。当該の部位に関する探傷である

とかはしっかりとやっていく必要がある。 

【組合】足回りは少しの事でも大事故につながる。それを委託会社に任せるという事にはなら

ないのではないか。 

【会社】ないがしろにしているつもりはない。外注化になろうがＪＲとして責任をもって車を

出していく以上はしっかりとやる必要がある。 

【組合】将来的にグループ会社に移管するという事か。 

【会社】今はその方向で検討している。 

【組合】直営で責任をもってやることである。 

【会社】グループ会社だろうがＪＲだろうがヒューマンエラーをどうやって仕組みでカバーし

ていくのか大事なことで、その体制を強化したうえで任せるところは任せるというこ

とである。台車に関しては特に慎重に進めていく。 

【組合】時間をかけて検討をして台枠の組込みは判断が出来ていないのならこの先も判断でき

ない状態になるのではないか。外注でやるメリットがないのなら直営でやるべきであ

る。 

【会社】外注化する為に計画しているわけではない。工場によって探傷のやり方が違ったりす

るが、そういった事の標準化を進めているところである。 

【組合】国鉄時代の車両の動向はどうか。 

【会社】だいたい４０年を目安に取り替えていく。その中間あたりの時期に改造を加えていく。

全体の中で２割が国鉄世代の車両である。 

【組合】台車の枠は変わっていない。後２、３年で新しい車に置き換わるのなら、そのタイミ

ングを狙っているのか。 

【会社】メンテナンスのしにくさや部品の調達のしにくさなどがあるので置き換えの判断はし

ていかなければならない。 

【組合】古い車両では製造中止の部品がたくさんあり、不具合があれば非常に苦労する。 

【会社】段階的に置き換わることになる。 
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９．今回の施策により、車両所から区所部門への異動が実施されたが、所内移動という扱い

であっても転勤には変わりない。異動にあたっては本人同意のもと実施すること。 

（回答）社員運用については、業務上の必要性に基づき、社員の適性・能力等を総合的に勘

案して、公正に行うものである。 

【組合】内命が出る前の夜に現場長から電話があり「あなたは明日職場異動の紙が出ますよ」

とか、若い人だが２日ほど前に異動の話が出るとか、そうなれば転勤ではないのか。

社員の適性・能力等を総合的に勘案してコミュニケーションを取ってやるのなら分か

るが、突然前の日に電話がかかってきたりするのはおかしいのではないか。それが原

因とは言わないが若い子の退職が増えている。若い人の中には「自分はテクノスの服

を着て仕事をする為にこの会社に入社したのではない」と言っている人もいる。まだ

一年も経たないのに何故制服が変わるような所に行かなればいけないのか、それが現

場の声ではないか。 

【会社】個別の事情は把握できていないが確認して対応しないといけない。 

【組合】きちんとした説明がされていないのではないのか。業務移管の話があって、それなり

の議論があって、ある程度趣旨がわかっていれば納得するかもしれない。 

【会社】丁寧に説明してコミュニケーションを取って社員のモチベーションを下げないように

しなければいけない。 

 

１０．この施策に対して社員の中に様々な声と不安がある。施策実施にあたり会社として、

Ｍ・Ｌ層への周知をはじめ、社員に対して雇用不安を持たせないように、十分な説明をする

こと。 

（回答）近年、車両搭載装置の置き換わりや状態監視装置の導入等、検修設備の高機能化に

より、車両メンテナンスに求められる技術が変化してきていることに加え、将来の労働人口

減少を見据えて、グループ全体でより効率的に業務運営を行う必要がある。これらの環境変

化に対応するため、ＪＲ・グループ会社間の業務の見直し、車両系グループ全体で将来にわ

たって安全・品質の維持向上と高い生産性を両立させる体制を構築する考えである。 

なお、今年度は２０２２年度以降の全体像を整理し提示することによって将来像を示し、

引き続き丁寧に対応し進めていく考えである。 

【組合】十分な説明があったか。 

【会社】仕事や会社の将来像について前広に伝えていなかった反省もある。昨年度、一昨年度

の提案の時も翌年度の計画しか伝えていなかったが、今年度からはまだ未決定の部分

も一部あるが２４年度までの計画を示すようにした。車両部門としての将来のメンテ

ナンスの在り方を社員説明という形で行った。 

【組合】これからも教育や説明は行うのか。 

【会社】３月か４月の箇所方針の時に将来のメンテナンスの在り方は説明している。 

【組合】網干での前例を他区所に広げる際はスピードも早くなるだろうが、ついていける人ば

かりではないので丁寧に説明や教育を行なうべきである。 

【会社】引き続き丁寧に対応していく。 

 

 

以 上 
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 2 0 2 1 年 ９ 月 ６ 日 

 

 

 

車両部門における業務区分の見直しに関する解明要求 

 

 

申し入れ（上段） ／ 回答（下段） 

１．業務区分見直し完了時点の所要員数を明らかにすること。 

 工場部門においては業務の委託化による要員減、区所部門においては業務の直営化による要員増を想定してお

り、業務量に応じて必要な体制を構築していく。 

 

２．業務区分見直し完了時点の工場部門での直営業務内容を明らかにすること。 

工場部門の業務が全てグループ会社になるわけではなく、これまでどおり、JRは総合車両所全体の管理（例．

生産管理、検査基準・品質管理、安全管理等）を行うとともに、総合検査を担う。また、検査結果に基づき営業

列車としての車両使用適否の判断は引き続きJRが行っていく。 

 

３．区所(Ｍ・Ｌ・間接)の要員について、各年度の増減数を明らかにすること。 

委託業務の縮小および直営業務の拡大による管理業務の増減要素を踏まえて、各箇所ごとに管理体制を構築し

ていく。 

 

４．車両系統における今後の教育・人材育成計画を明らかにすること。 

本施策に伴いキャリアステップの中でグループ会社へ出向し工場業務を経験させる等、今後、必要な知識や技

術を習得できる育成プランに見直す考えである。 

 

５．品質の維持向上、高い生産性を両立させる体制の構築とされ、２０２０年４月から実施されているが、これ

までの振り返りでどのような成果や見直しなどがあるのか具体的に明らかにすること。 

区所においてグループ会社の手待ち時間が解消される等、特に大きな問題もなく順調に推移していると認識し

ているものの、業務移管に向けた契約書類作成や検査成績表システム登録等、準備に時間を要することが課題と

してあげられた。 

全体計画を踏まえ前広に準備することにより、現場の負担を軽減させることが必要であると考えている。 

 

６．業務区分の見直し後に起因する車両故障の件数を明らかにすること。 

2020年度に委託した吹田・網干・下関の台車・臨時区業務の一部、2021年度に委託した網干の空制業務におい

て、検修が起因する車両故障は発生していない。 

 

７．別紙１の役割で瑠々説明がされているが、JRとグループ会社がそれぞれどのような業務を行うのか具体的に

すること。 

JRでは車両システムの知識・技術、オンレール対応技術を活かした組成車両の安全・品質管理を担い、グルー

プ会社では装置・部品検修を一元的に担うことにより、車両系グループ全体で技術力を維持・向上させることに

よって検修体制を構築する。 
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８．台車（台枠・組込）については各車両所の作業環境・体制を踏まえた課題整理により決定としているが、ど

のような課題があるのか具体的に会社の考え方を再説明すること。また、新幹線台車亀裂による重大インシデン

ト事故を起こした当該企業としての責任を果たすべく、特に台車検修のあり方について会社の考え方を示すこと。 

車両所によって作業方法や体制、環境等が異なることから、重要作業の標準化や、一定の技術レベルのある社

員が検査を行う体制の整備等を行う計画であるが、これらの検修体制に関する課題を整理し、その進捗を確認し

たうえで決定することとしている。また、重大インシデントを受けた対策については、同種構造を有する台車の

当該溶接部に対して超音波探傷を実施する等、在来線においても必要な対策を進めているところである。 

 

９．今回の施策により、車両所から区所部門への異動が実施されたが、所内移動という扱いであっても転勤には

変わりない。異動にあたっては本人同意のもと実施すること。 

社員運用については、業務上の必要性に基づき、社員の適性・能力等を総合的に勘案して、公正に行うもので

ある。 

 

10．この施策に対して社員の中に様々な声と不安がある。施策実施にあたり会社として、Ｍ・Ｌ層への周知をは

じめ、社員に対して雇用不安を持たせないように、十分な説明をすること。 

 近年、車両搭載装置の置き換わりや状態監視装置の導入等、検修設備の高機能化により、車両メンテナンスに

求められる技術が変化してきていることに加え、将来の労働人口減少を見据えて、グループ全体でより効率的に

業務運営を行う必要がある。これらの環境変化に対応するため、JR・グループ会社間の業務の見直し、車両系グ

ループ全体で将来にわたって安全・品質の維持向上と高い生産性を両立させる体制を構築する考えである。 

なお、今年度は2022年度以降の全体像を整理し提示することによって将来像を示し、引き続き丁寧に対応し進

めていく考えである。 

 

以 上 

 


