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２０２１年度 西日本本部執行部 

 

役 職 名 氏 名 
年 

齢 
出身地方本部 所   属 

執行委員長 植田 重信 58 近畿地方本部 京都信号通信技術センター米原信号通信区

執行副委員長 藤野 能章 59 北陸地方本部 金沢保線区 

執行副委員長 中野 健二 58 広島地方本部 広島土木技術センター 

書 記 長 大北 真也 38 近畿地方本部 鶴橋駅 

執 行 委 員 倉下 文明 59 米子地方本部 米子駅 

執 行 委 員 片岡 有宏 61 岡山地方本部 備中高梁駅 

執 行 委 員 中本 博次 58 近畿地方本部 網干総合車両所 

執 行 委 員 大和 忠昭 48 近畿地方本部 貨物・吹田機関区 

執 行 委 員 先田  勉  58 近畿地方本部 新大阪駅 

執 行 委 員 伊野 活行 57 近畿地方本部 吹田総合車両所京都派出所 

特別執行委員 森田 文一 60 近畿地方本部 天王寺車掌区 

会計監査員 福井 和義 60 近畿地方本部 京橋電車区 

会計監査員 岡出 智浩 58 近畿地方本部 天王寺駅 

青 年 部 長 大北 真也 38 近畿地方本部 鶴橋駅 

女 性 部 長 谷澤 由紀恵 43 近畿地方本部 大阪鉄道病院 
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２０２１年度各種委員 

 

中央戦術委員  大北  全国組織検討委員  大北  財政専門委員  中野 

 

 [西日本会社関係] 

団体交渉委員（７名） （◎は幹事） 

◎先田、藤野、中野、大北、片岡、伊野、中本、 

  経営協議会委員（８名） （◎は幹事） 

   ◎大北、藤野、中野、先田、片岡、倉下、中本、伊野 

  中央苦情処理委員（４名） （◎は幹事） 

   「正」 ◎大北、藤野、先田、片岡  「補」中野、伊野、倉下、中本 

 

[新幹線鉄道事業本部関係] 

  団体交渉委員（７名） （◎は幹事） 

   ◎大北、先田、徳永、神田、山中、重本、加藤 

  経営協議会委員（７名） （◎は幹事） 

   ◎大北、先田、徳永、神田、山中、重本、、加藤 

  地方苦情処理委員（２名） （◎は幹事） 

   「正」 ◎大北、徳永  「補」  先田、山中 

  簡易苦情処理委員（２名） （◎は幹事） 

   「正」 ◎大北、徳永  「補」  先田、山中 

  

[貨物関西支社関係] 

  団体交渉委員（４名） 

   ◎大和、小橋口（近畿）、太田（北陸）、工藤（近畿） 

 経営協議会委員（４名） 

   ◎大和、大北、野々村（近畿）、長尾（広島） 

  地方苦情処理委員（２名） 

  「正」 ◎大和、野々村  「補」工藤、國松 

 簡易苦情処理委員（２名） 

「正」 ◎大和、野々村  「補」工藤、國松 

 

  [西日本協議会担当] 

貨物協議会  大和    自動車協議会  大北           

 

[職能別協議会担当] 

運輸協議会  片岡    運転協議会  先田    電気協議会  藤野 

工務協議会  藤野    工作協議会  中本・伊野 建設工事協議会  中野  

医療協議会  大北    新幹線協議会  大北 
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２０２１年度 西日本本部委員会 委員名簿 

<１５名> 

№ 氏 名 
年 

齢 
所 属 職 名 組 合 役 職 名 

 

北陸地方本部 ＜定数 １名＞ 

１ 山口 雅幸 61 金沢電気区 電気管理係 地方本部 執行副委員長 

近畿地方本部 ＜定数 ９名＞ 

２ 安東 陽一 58 京都信号通信区 電気管理係 京滋地区本部 執行副委員長 

３ 松尾  修 58 吹田総合車両所京都派出所 車両管理係 京滋地区本部 書記長 

４ 東  幹男 61 新三田駅 運輸管理係 地方本部 執行委員 

５ 西澤 宗司郎 43 吹田機関区 主任運転士 地方本部 執行委員 

６ 波見 健一 43 杉本町駅 運輸管理係 大阪地区本部 書記長 

７ 島田 茂久 63 京橋駅 運輸管理係 環状片町運輸分会 書記長 

８ 河野 宏幸 58 天王寺車掌区 車 掌 天王寺車掌区分会 書記長 

９ 若崎 幹仁 59 姫路信号通信区 電気管理係 兵庫地区本部 執行副委員長 

10 山脇 浩志 61 網干総合車両所 車両管理係 兵庫地区本部 書記長 

岡山地方本部 ＜定数 １名＞ 

11 藤江 一成 60 福山保線区尾道管理室 施設管理係 第三支部 書記長 

米子地方本部 <定数 ２名> 

12 藤江 美男 58 米子運輸指令輸送課 課 員 地方本部 執行副委員長 

13 漆迫 清 61 浜田鉄道部 管 理 係 浜田地区分会 執行委員長 

広島地方本部 ＜定数 ２名＞ 

14 沖川 稔 64 広島車掌区 車 掌 地方本部 執行副委員長 

15 田原 和宣 59 広島保線区広島管理室 施設管理係 広島工務分会 執行委員長 

博多地区本部 ＜１名＞ 

16 加藤 昌孝 59 博多新幹線電気区 電気管理係 博多新幹線分会 執行委員長 
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地方本部・地区本部代表 

№ 
地方本部 

地区本部 
氏 名 

年 

齢 
職 場 名 職 名 役 職 名 

17 北 陸 太田 茂雄 48 富山機関区 主任運転士 地方本部書記長 

18 近 畿 山本 泰光 61 京橋車掌区 車 掌 地方本部執行委員長 

19 岡 山 天野 伸行 63 福山保線区福山管理室 施設管理係 地方本部執行委員長 

20 米 子 吾郷 隆志 57 米子電気区 電気管理係 地方本部書記長 

21 広 島 佐々木 隆一 59 西条駅 運輸管理係 地方本部執行委員長 

22 京 滋 杉江 雅之 58 みやこ列車区 車 掌 地区本部執行委員長 

23 大 阪 羽生 隆盛 58 網干総合車両所京橋派出 車両管理係 地区本部執行副委員長 

24 兵 庫 本田 信幸 62 明石電車区 運 転 士 地区本部執行委員長 

西日本協議会代表 

№ 協議会名 氏 名 
年

齢
所 属・職 場 名 

25 貨   物 野々村 利英 60 近畿：貨物・吹田機関区 

26 自 動 車 岡本 英敏 64 近畿：西日本ＪＲバス京丹波営業所 

職能別協議会代表 

№ 協議会名 氏 名 
年

齢
所 属・職 場 名 

27  運   輸 小畑 義博 62 近畿：忍ケ丘駅 

28  運   転 豊留 利明 62 近畿：京都電車区 

29  工   作 松本 昌浩 61 近畿：吹田総合車両所 

30  電   気 厚田  茂 62 近畿：大阪信号通信技術センター奈良信号通信区 

31  工   務 長尾 和明 62 近畿：神戸土木技術センター 

32  医   療 谷澤 由紀恵 43 近畿：大阪鉄道病院 

33 新 幹 線 徳永  聖 62 広島：広島新幹線保線区 
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議題 ⑴ 

協約・協定の締結承認について 

Ⅰ．西日本会社関係 

１．労働協約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

２．労働協約付属覚書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１８ 

 

３．「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 

一部改訂に関する協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１９ 

 

４．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における「覚書」③ ・・・ １２０ 

 

５．「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 

  一部改訂に関する協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２１ 

 

６．「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 

  一部改訂に関する協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２２ 

 

７．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における「覚書」④ ・・・ １２３ 

 

８．「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 

  一部改訂に関する協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４ 

 

９．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における「覚書」⑤ ・・・ １２５ 

 

10. 「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 

  一部改訂に関する協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２６ 

 

11. 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における「覚書」⑥ ・・・ １２７ 

 

12．新型コロナウイルス感染症の影響による現下の経営環境を踏まえた雇用確保と人財育成を 

  目的に実施する出向の取扱いに関する協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２８ 

 

13．「２０２１年度の精励手当及び特別精励手当の支払い日に関する協定」の 

  一部改訂に関する協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３７ 

 

14．「２０２１年度の期末手当の基準額に関する協定」の一部改訂に関する協定  ・・・・・・ １３８ 

 

Ⅱ．貨物関西支社関係 

１．２０２１年度雪害対策に関する確認事項  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３９ 
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議題 ⑵ 

 

第４２回拡大西日本本部委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当面する闘争方針(案) 
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第４２回拡大西日本本部委員会スローガン（案） 

＜メイン・スローガン＞ 

 

つくろう職場に労働運動を！ 

ひろげよう闘いを 

職場に、地域に、全国に！ 

 

＜サブ･スローガン＞ 

１．「ＪＲ西日本グループ鉄道安全考動計画２０２２」を監視・検証し、安全で安心できる鉄道

輸送と労働条件を確立しよう！ 

２．ＪＲ会社の賃金格差是正、ＪＲ及び非正規労働者、関連労働者の組織化と希望者全員の正

社員化へ職場から闘いを構築しよう！ 

３．差別と「イジメ」「ハラスメント」「ただ働き」のない明るい民主的なＪＲ職場を確立しよ

う！ 

４．要求の多数派から組織の多数派へ、組織拡大・強化をめざし全力をあげよう！ 

５．全国の共闘運動を強化し、闘う労働戦線の統一をめざすとともに、２０２２年国民春闘の

再構築をはかろう！ 

６．社会保障制度の改悪反対、消費税増税反対、原発再稼働反対、労働法制の改悪反対など国

民的課題の闘いに全力をあげるとともに、震災・豪雨災害の被災者全面救済と住民本位の

復興をめざそう！ 

７．憲法改悪阻止、戦争する国づくり反対、米軍基地撤去、核兵器廃絶、世界と日本の平和と

民主主義を守ろう！ 

８．政治を転換させ、国民生活優先の政治の流れを作るため、野党共闘による政治革新の実現

をめざそう！ 
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はじめに 

 

国労西日本本部は、７月２４日に第３５回定期西日本本部大会を開催した。コロナ禍に

よりＷＥＢ併用での開催となったが、各級機関の協力のもと代議員の発言を集約し、この

困難な状況を乗り越え国労の更なる発展をめざし、①．職場闘争を強化し、全組合員で組

織拡大・強化に全力を挙げて拡大目標をやりきる。②．風通しのよい明るい職場作りと、

労働者の人権と職場の民主化をめざすと共に、労働条件改善と安全確保に向けた「職場総

点検」「安全総点検」の取り組みと契約社員の正社員化を求める闘い。③．２０２２年春闘

では、ＪＲ各社の「格差」是正を求めるとともに、職場要求の前進、働くルールの確立や

社会保障制度の充実、憲法改悪等に反対する闘いを広範な仲間と共に作り上げる。④．安

倍・菅政権の暴走政治を継承・推進する岸田自公政権に対し、市民と野党共闘での前進面

をさらに大きくし、平和と民主主義を守り、国民本位の政治を実現させるための運動と取

り組みの強化をはかる。等の闘う方針を確立し、職場・地域から全力で奮闘してきた。 

国労の 重要課題である組織拡大の取り組みは、本部闘争指示第７号（２０２１年９月

２８日）「組織強化・拡大に向けた具体的運動の展開について」に基づき、西日本本部は、

組織拡大・全国統一行動「西日本本部対策会議」を設置し、各地方全機関の取り組みの到

達点と克服すべき課題を確認し、 重要課題である組織拡大・強化に全力を挙げ到達目標

である各地方本部１名以上の組織拡大をやりきり、大きな流れを築きあげようと意志統一

を行なってきた。国労運動と組織を次世代へ継承する為にも全組合員が全力で取り組む事

が重要となっている。ＪＲ各社の関連会社では、雇用形態の違いから格差が生じており、

関連会社で働く労働者を組織し、要求獲得をめざした闘いを取り組み、組織拡大をやりき

ることが大きな課題となっている。今一度、全機関・全組合員参加の組織拡大行動を展開

しながら、運動と総括、学習の取り組みの強化が重要となっている。 

 

ＪＲ各社、コロナによる緊急事態宣言での赤字経営を理由に合理化が大きく進められて

きている。さらには利用客の減少による終電の繰り上げや減便が秋のダイヤ修正で行われ、

春のダイヤ改正でもさらなる減便が提案されている。また長谷川社長は路線見直しの目安

として、輸送密度２千人以下の区間では大量輸送機関である鉄道の特性を生かせず非効率

だ、非効率な仕組みを民間企業として続けていくことが現実的に難しくなっているとして

優先的にサービスを見直すと考えを具体的に明らかにした。コロナが本格化する前の２０

１９年度データでは２千人以下の区間がある路線は１７路線となっている。適切な輸送手

段は鉄道ではないと述べており今後ローカル線の廃止に向けて加速されることが予想され、

私たち国労は、利用者の生活の足として安全で安心な鉄道輸送を守る運動を強化するとと

もに、鉄道事業法を「届出制」から「許可制」に戻すよう地方ローカル線廃止反対の運動

を強化していくことが重要である。また、三島・貨物問題や並行在来線問題をはじめとし

て、地方交通線問題、利用者の権利や環境問題など、鉄道交通政策を柱とした内容につい

て学習を深め、問題点を改善させる取り組みを推進することが求められている。 

 

福知山線事故から４月２５日で１７年目を迎えるが、国労は安全・安心輸送の確保に向
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けて「要員増」「保安要員の確保」「展望ある技術継承」「外注化施策の見直し」等の要求を

柱にし、安全軽視の姿勢や企業責任の追及、規制緩和の矛盾と問題点を明確化すると共に、

誰もが安心して働き続けられる民主的な職場の確立をめざして奮闘してきた。 

２０１８年度に策定された「ＪＲ西日本グループ鉄道安全考動計画２０２２」が新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で見直しが行なわれ、更なるコスト削減、経費節減や設備投

資の抑制に注力するものとなっている。 終年度を迎える中で引き続き労働組合として、

調査・点検活動を強化し検証していくことが求められている。同時に、グループ会社・協

力会社の労働条件改善も含めたＪＲで働く全労働者の要求作りと運動が重要になっている。

また昨年に続き、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令に伴う移動の自粛、

利用者の減少に伴い列車の減便、業務量の減少などにより、職場では在宅勤務・テレワー

ク、一時帰休の実施が行われた。職場における感染防止の取り組みなど国労組合員のみな

らず多くの社員の意見を集約し要求化して交渉を行ない、組合員含め全労働者が不利益に

ならないよう継続して要求の前進に繋げていかなくてはならない。 

 

２０２２年春闘は、コロナ禍の状況の中での厳しい闘いが余儀なくされるが、賃上げや

誰もが希望と誇りをもてる職場づくり、生活改善に向けて、産別・地域の仲間と連帯し、

すべての労働者と団結して国民春闘の再生や国民的諸課題と結合させた取り組みが求めら

れている。大幅賃上げや労働条件の改善、職場の要求獲得をめざす闘いを全職場から全組

合員でつくりあげ、組織拡大行動を前進させていかなくてはならない。安倍・菅政権から

引き継いだ岸田首相の総選挙公約「医療の拡充」「 低賃金を１，５００円にする」を空

約束にさせない闘いを強めると共に、安心して生活できる社会をめざし、ＪＡＬの不当解

雇撤回など働く者の雇用と生活・権利を守る闘いと結合し、地域の労働者と連帯して闘い

を強めていく。また、１０月３１日に行なわれた衆議院選挙により、今後憲法改正の議論

が急速に発展する見通しであり「戦争できる国づくり」が推し進められようとしている。

改憲発議を阻止し、民主主義・立憲主義を取り戻すために野党共闘の強化が重要となって

いる。２０２２年行なわれる参議院選挙では自公政権の政府姿勢に国民の審判を下し退陣

に追い込む闘いが求められている。 

  

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から３月で１１年を迎えるが、今も尚帰還困

難区域があり原発事故が発生すれば甚大な被害と収束不可能という実態が明らかとなって

いる。自公政権は原発問題の実態を無視して原発の再稼働を推し進めており、「脱原発」を

訴えると共に、引き続き風化させない闘いの強化が求められている。 

 

ＪＲの安全・安心輸送確立、労働条件改善、要求前進の大きな力となる国労組織の拡大・

強化を追求し、ＪＲ及び関連労働者の組織化と非正規の正社員化、労働条件の改善・待遇

改善の取り組みをさらに強化しなければならない。 

私たち国労は、幾多の困難にも屈することなく立ち向かい、平和と人権・民主主義を守

るために厳しい攻撃の中闘い抜いてきた歴史を持つ労働組合である。諸要求の前進と国労

運動・組織を次世代に引き継いでいくため、総団結・総決起の委員会となるよう要請する

ものである。 
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Ⅰ．我々を取り巻く情勢の特徴 

 

ⅰ．国内外情勢の特徴 

１．  ２０１９年１２月から中国で発生したとされる新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に

全世界に拡大し猛威を巻き起こしており、今も尚世界各国の医療体制と経済に大きな打撃

を与えている。２０２２年１月２６日現在の感染状況は世界各国全体で３５２，７９６，

７０４人の感染、死者５，６００，４３４人となっている。日本国内でも1 月２６日現在

で感染者２，３５９，６００人、死者１８，６０４人となっている。また今後に備えて自

治体と連携して病床の確保など医療提供体制の整備を進めるとともに、新型コロナの飲み

薬を速やかに使用できるように全国の医療機関や薬局への配送を急いでいる。３回目のワ

クチン接種を２回目との接種間隔が７ヶ月あれば接種できるように前倒しも認めた。政府

は国民に対し、手洗いやマスク着用などの基本的な感染防止対策の徹底を呼びかけている

が、急激な感染拡大により「まん延防止等重点措置」がされたが、今後、緊急事態宣言等

の措置も想定される。 

 

２．  アメリカのバイデン大統領就任から1 月２０日で１年が経過した。大統領選の勝者を

終承認した際にバイデン大統領の勝利を認めないデモ隊が暴徒化し議事堂を占拠した。国

民の間でも、支持政党によって襲撃への受け止めが異なる実態が各種調査で明らかになっ

た。米国の民主主義を揺るがした事件は、今も尚分断の象徴となっている。また、中国や

ロシアとの対立が続き、国内外でも政権に対する逆風が強まっている。引き続き、米国の

政治がどのように変わっていくのか注視していかなければならない。 

 

３．  アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画をめぐり、２０２０年４月２１日に

防衛省が、埋め立て予定地にある軟弱地盤の改良に必要な設計変更を沖縄県に申請をした。

沖縄県の玉城知事は２０２１年１１月２４日軟弱な地盤の調査が不十分であることや、工

事によるジュゴンへの影響など環境保全に十分配慮した対策がとられていないなどとして、

翌２５日に不承認とし、防衛相が国土交通大臣に不服審査を請求するなど、国と県との対

立が続いている。玉城知事は、記者会見で「この設計変更申請の内容では普天間基地の危

険性の除去にはつながらない。政府が十分な説明を行なわないまま強権的に埋め立て工事

を強行する姿に憤りや悲しみを感じている県民や国民は多い」と述べたうえで、「県として

は今後も政府に対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く訴えるとと

もに日米両政府に普天間基地の１日も早い危険性の除去を求めて生きたい」と強調した。

一方、岸防衛大臣は２５日に記者団に対し「まずは沖縄防衛局が、沖縄県側から不承認と

された理由についてしっかり精査していくことになる」と述べ、「対抗処置について検討す

る考えはあるか」との記者団の質問に対し、「まずは精査したうえでわれわれの方針を決め

ていきたい」と述べた。県民の民意を無視したアメリカ言いなりでの工事の進展ありきの

姿勢が浮かんでいる。１月１６日に告示された名護市長選は、「オール沖縄」勢力が支援す

る「辺野古移設反対」を掲げる前市議の岸本洋平氏と、「国と県との係争の推移を見守る」
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と政権与党の推薦を受ける現職で再選をめざす渡具知武豊氏の２名の立候補で行なわれ、

２３日の投開票で５，０００票の差で現職の渡具知氏が当選した。これまでで も低い６

８．３２％の投票率だった。普天間基地の移設計画について「県と国が裁判を繰り返して

いる中で、市長としては推移を見守るしかないという姿勢は４年前と変わっていない。」と

述べた。夏に行なわれる参議院選挙や秋の沖縄知事選などがあり、今後、選挙結果や国と

県との対応に注目がされている。 

 

４．  ２０１１年３月に発生した東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から１１年を迎え

るが、今も尚帰還困難区域があり原発事故が発生すれば甚大な被害と収束不可能という実

態が明らかとなっているにも関わらず、自公政権は原発問題の実態を無視して原発の再稼

働を推し進めており、現在、関西電力や四国電力、九州電力で稼働中となっている。また、

今後中国電力の島根原発２号機の再稼働への判断も早ければ３月に判断される。原子力に

頼らない社会をめざすことが求められており、東京電力福島第一原発事故の教訓を風化さ

せず、原発再稼働阻止と再生可能エネルギーへ政策への転換、脱原発社会の実現に向けた

運動が重要である。 

 

５．  総務省が発表した労働力調査によると、２０２１年１１月の完全失業率は２．８％とな

り、完全失業者数は１８２万人で前年同月に比べ１３万人減少し５ヵ月連続の減少となっ

ており、就業者数は６，６５０万人であった。前年同月に比べ５７万人の減少に加えて３

ヵ月連続の減少により、雇用者数は５，９７０万人となっている。厚生労働省が発表した

雇用情勢調査では、２０２１年上半期の入職者数は４，４４４万９千人で、離職者数は４，

１６７万８千人となっており、入職者数が離職者数を２７７万１千人上回っている。 

 

６．  岸田首相は「新しい資本主義実現会議」のなかで、２０２２年春闘で「業績がコロナ前

の水準を回復した企業について、３％を超える賃上げを期待する」と述べ、実質９年連続

となる「官製春闘」を主導した。コロナ禍の中で傷んだ日本経済の再生についてスピード

感を持って経済対策を行ない、経済を成長軌道に乗せていくため、「成長と分配の好循環」

の実現に取り組んでいくとしているが、看護や介護、保育などの現場で働く人の収入の引

き上げ等についてアベノミクスと同様に分配よりも経済成長を優先する姿勢を明確にして

いる。１月１７日に召集された第２０８回通常国会で岸田首相は、施政方針演説で「新し

い資本主義」「新時代リアリズム外交」を訴えるとともに、敵基地攻撃能力の検討を改めて

表明し、改憲議論への期待を示した。 

コロナ禍でも労働者の生活賃金と雇用を守らせるとともに、大幅賃上げ獲得に向けて内

部留保を還元させる闘いが求められている。 
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ⅱ．ＪＲをめぐる情勢の特徴 

 

１．西日本会社を取り巻く情勢について 

 

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大や緊急事態宣言などの影響によって、鉄道の利用状況

が大幅に減少し、その状況を受けて列車本数の縮減等の対応と業務量減に合わせた会社発

足以来初となる「一時帰休」を昨年から継続して実施してきた。新型コロナウイルス感染

症の終息が見えないもとで、会社は「以前のようなコロナ前の水準まで戻ることはない」

として、安全の確保を前提としてコスト削減や設備投資の抑制に取り組むとし、「ＪＲ西日

本グループ中期経営計画２０２２」の見直しを行なった。また「年間臨給」としながらも

回答では夏季手当のみ回答をし、期末手当については「別途回答する」としてきた。期末

手当の回答は業績悪化を理由に夏季手当よりも低い回答となった。コロナ禍による影響で

これまでに経験したことがない状況ではあったが、今日まで蓄えてきた内部留保金を取り

崩し、すべての社員の頑張りに報いることは当然であり、企業としての責任を果たさせな

ければならない。 

 

（２）福知山線事故から４月２５日で１７年目を迎え、伯備線事故から１月２４日で１６年が

経過した。２０１７年１２月に引き起こした山陽新幹線の台車亀裂事故は、「重大インシデ

ント」として認定され、相次ぐ重大労災の発生などこれまで多くの課題を残している。２

０１８年度に策定された「ＪＲ西日本グループ鉄道安全考動計画２０２２」では、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で見直しが行なわれたが、スタート以降墜落労災死亡事故、

感電労災死亡事故、転倒労災など社員やグループ会社・協力会社を含む重大労災事故が発

生している。また今年度では協力会社社員２名が命を落とす交通事故が発生した。ＪＲ会

社が進めてきたコスト削減や外注化、過酷な勤務実態や技術継承の欠落など、鉄道の安全

と労働条件などを引き続き調査・点検活動を行ない、今日までの施策を検証していくこと

が問われている。 

 

（３）地方交通線では２０１８年３月に三江線の廃止があり、さらに多くのローカル線につい

ても輸送手段の見直しが検討されている。コロナが本格化する前のデータでは輸送密度２

千人以下の区間がある路線は１７路線となっている。また、新型コロナウイルスによる赤

字経営を理由に終電繰り上げや減便が行なわれた。利用者が利用しにくいダイヤ設定によ

り更なる利用者の減少が見込まれる。赤字路線と言われる地方ローカル線が果たしている

役割を踏まえ、地元自治体の意向が反映されるように、鉄道事業法を現行の「届出制」か

ら以前の「許可制」に戻すよう地方ローカル線廃止反対の運動を強化していくことが求め

られている。 

 

（４）学研都市線の鴫野駅では隙間転落事故が多く発生しているにも関わらず、ホーム要員の

廃止を強行した。廃止以降も隙間転落事故は発生しており、物理的に起こらない・隙間が

出来ないなどの対策が急務である。桜島駅で２月中旬まで車椅子ご利用者の列車乗降支援
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に向けた取り組みを試行している。また、ホーム柵が設置されていることを理由にホーム

要員の廃止などが提案されている。 

駅の機械化・効率化により要員の削減と駅の窓口閉鎖や営業時間の縮小、無人駅化、委

託化など安全を脅かす施策が毎年進められている。「駅における新しい販売体制」において

現場から多くの問題点が挙がっている。駅の実態や問題点を掴み取り、全体で共有し、施

策の見直しと本来の駅のあり方・姿・役割に向けて、すべての利用者の安全・安心の鉄道

輸送と社員が将来展望を持って働き続けられる職場環境を作り出していくためにも、各地

方と連携しながら統一した宣伝などの取り組みが求められている。 

 

（５）２０２３年春延伸開業予定で進めていた北陸新幹線・敦賀までの延伸は２０２４年春の

開業に向けて進められている。開業に伴い経営分離する並行在来線を維持する第三セクタ

ー会社は厳しい経営環境におかれ、経営を支える一つの大きな土台は貨物会社からの線路

使用料となっており、貨物調整金によりかろうじて支えられている面があるが、貨物調整

金も国鉄債務処理法による当面の財政措置であり、今後の財政確保が課題となっている。

列車の運行管理も会社ごとに分離され、貨物列車の安全・正確な運行にはハード面やソフ

ト面から更なる強化や支援策が求められている。 

 

（６）西日本会社の第２四半期連結累計において、営業収益は前年同期比８．６％増の４，３

６８億円、営業利益は△８６１億円、経常利益は△８７４億円、法人税等を控除した親会

社株主に帰属する四半期純利益は△６８６億円となったことを公表した。また、通期の業

績予想（連結）は、営業収益１兆５２０億円（前年度９，２００億円）、営業利益△１，２

９０億円（前年度：２，４５５億円の赤字）、経常利益△１，４１５億円（前年度：２，５

７３億円の赤字）、当期純利益△１，１６５億円（前年度：２，３３１億円の赤字）と見通

しを明らかにした。 

 

 

２．貨物会社を取り巻く情勢について 

 

（１）１１月１０日、貨物会社は２０２１年度中間決算を明らかにした。会社は「引き続き新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国内外の生産活動停滞により部品供給制約が生

じたことによる生産活動の低下や外出制限、企業に対する休業・時短要請に伴う個人消費

の低迷による景気停滞を余儀なくされた。こうした厳しい状況が続いたものの、当社グル

ープにおいては「ＪＲ貨物グループ中期経営計画２０２３」のもと、鉄道ロジスティクス

事業では貨物鉄道事業の役割発揮とさらなる収益性の向上、総合物流企業グループへの進

化、不動産事業のさらなる発展等の取り組みを進めました。」とし、「当中間連結会計期

間の営業収益は前年同期比１．７％増の９０５億円、営業損失は４億円（前年同期は営業

損失１３億円）、経常損失は８億円（前年同期は経常損失１８億円）、親会社株主に帰属

する中間純損失は２４億円（前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失１９億円）」と

説明し、前年比増収増益となったとした。 

 また、通期見通しとして、「連結営業収益は、前年からの新型コロナウイルス感染症に
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伴う景気低迷の影響や、世界的な半導体不足による自動車部品の減送などの影響があるも

のの、積合せ貨物・化学工業品や化学薬品などの品目で前年を上回ることを想定」とし、

連結経常利益３７億円、単体は２３億円との計画を明らかにした。 

 

（２）鉄道・運輸機構の利益剰余金を活用した総額８９０億円の無利子融資、補助の終了、有

利子責務の減少、老朽車両の更新、鉄道保管事業としての倉庫事業の拡大など、国と約束

した「経営自立計画」の数値目標も達成するなど、経営基盤の強化に向けて新たな段階に

入った。 

   貨物会社が持続可能な経営を行なうために、「鉄道政策提言」を明らかにし、自然災害の

拡大と鉄道輸送の役割、国鉄改革に基づくスキーム、整備新幹線建設に伴う貨物の全国ネ

ットの維持など、線路使用料やダイヤ調整問題、整備新幹線建設における第三セクターの

経営問題及び貨物列車との共用走行などについて、国による恒久的な支援策の確立などの

取り組みが求められている。 

 

 

３．バス会社を取り巻く情勢について 

 

（１）ジェイアールバス各社は、コロナ禍の影響もあり、貸切バスの運行、高速バスの運行減

となり、収入も大幅に減少している。運行便数の減少により、要員不足は一時的に解消さ

れたが、休日出勤による超勤減少で、賃金の大幅減により退職する社員もおり、超勤頼み

の賃金形態が顕著に現れている。また一時帰休や大阪シティバスへの出向などの経営のし

わ寄せを社員に強いてきている。コロナ禍から輸送量が回復状況にあり、出向や転勤の影

響で運転士不足が発生し、休日労働が発生している。休養も十分に摂れない状況での勤務

指定をすることが無いよう監視することが重要である。 

２０２０年度に大きな赤字を出したことで運転資金をＪＲ西日本から新たに３３億円の

借入を行ない、経営の強靭化を図るとしている。この借入金を物件費や人件費を削減しな

がら５年で返済するとの計画を２０２１年度の事業計画で明らかにした。物件費や人件費

の削減は、生活や安全をも脅かす事に直結する事であり引き続き注視していかなければな

らない。 

 

（２）ＪＲバス移行後、バス路線の廃止は加速しＪＲバス移行時１，３７４ｋｍあった営業キ

ロは１，１４９ｋｍ削減し２２５ｋｍにまで減らされている。営業所単位で廃止される箇

所もあり、通院や通学などに必要な 後の住民の足が奪われ、代替交通機関が確保できな

い地域では、住めない状況に追い込まれ過疎化に一層の拍車がかかる状況となっている。

春のダイヤ改正では一般線の減便が提案され、乗れないダイヤ設定で利用率が減る悪循環

を繰り返している。公共交通機関としての責任を果たさせる取り組みが求められている。 

 

（３）ＪＲ西日本からバス事業を分離後以降、労働時間の短縮は行なわれておらず、賃金も低

く抑えられており深刻なものとなっている。国民の休日は増えているが、休日数はＪＲ西

日本と１５日もの差がついている。また、バス会社への６０歳以降の再雇用制度はＪＲ西
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日本からの出向社員にシニア制度の適用は無く、職務乗車証や割引証などの付与もされな

い状況になっている。６０歳退職後はバス会社へ再就職となり、契約社員として雇用され、

賃金は月給制で６３歳に達する月まで１７３，５００円、翌月以降は１６７，０００円、

パートでは１，２１５円の時間給となり、同じ職務、職責であるが、賃金は現役時の半分

程度と大幅に減額され、退職金を取り崩さないと生活が出来ないなど過酷な実態となって

いる。同一労働同一賃金の闘いが求められている。 

 

（４）２０２１年度第２四半期決算は、自動車運送事業の営業収益は、２３億９，４００万円

となり、対前年４億４，７００万円の増、１２３．０％となっている。コロナ前の２０１

９年度の状況からは半分程度の収入となっている。全事業での税引前当期純損益は１２億

４，５００万円の赤字となっている。内部留保もすべて使い切り、ＪＲ西日本から、合計

３７億２，７００万円の長期借入金として借用を行なっている。今後も経営状況によって

は借入金が増加することも予想される。 
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Ⅱ．当面する闘いについて 

 

ⅰ．「合理化」に反対し、労働条件の改善、権利の確立、 

安全・安心の輸送と職場確立をめざす闘い 

 

１．労働条件改善等に関する闘いについて 

 

（１）西日本会社・労働協約改正の闘い 

 

２０２１年度労働協約改正交渉において、第３５回西日本本部定期大会（７月２４日開

催）の決定に基づき、８月５日に国労西日本申第１号（労使関係部分）３０項目、第２号

（労働条件部分）１１２項目を提出し、８月１９日、２５日、９月１日、９月９日（ 終

回答）に、新型コロナウイルスによる非常事態宣言の影響で感染防止対策を講じる中、交

渉時間や回数などの制約を伴う交渉とならざるを得なかったが、組合員の切実な要求を中

心に要求の前進に向けて全力をあげてきた。 

 冒頭の趣旨説明において、新型コロナウイルス感染症の影響で会社は資金調達の為一時

帰休の導入やグループ外出向、超勤の削減や様々なコスト削減などをおこなっているが、

職場ではそれを理由に悪戯に危機感を煽られ、働く社員はモチベーションの低下や雇用・

労働不安、将来展望も見えない中で業務を遂行している現状を訴えてきた。ＪＲグループ

会社で働くすべての労働者の雇用と労働条件を守ること、安全・安心な鉄道輸送を確保す

ることが 大の任務であり安心して働ける環境の確保が重要であること、職場における感

染防止の徹底と労働者の健康を守ること、クラスター職場のみならずすべての社員にＰＣ

Ｒ検査を受けさせること、業務に起因する場合においてコロナ濃厚接触者・要観察者の１

００％賃金補償となったが、エッセンシャルワーカーとして働く我々の感染リスクも鑑み

業務に関わらず新型コロナ感染・濃厚接触・要観察等には１００％の休業補償の実施、な

どを全社員の思いとして実施するように訴えてきた。 

労使関係部分に関する申第１号（電送№010参照）では、数項目において議論を行なった。 

 第１条では協約の目的が記載されており、労働協約の目的というよりも企業理念の趣旨

を述べているようなものであり、労働協約の性質というのは企業理念とも安全憲章とも違

う。第１章から第１６章まであるが中身を見ても大きく分けて労働組合と会社の労使関係

と労働条件に関わる部分といったことが協約の中で定められている。中身からも逸脱して

いる。第２条で会社と組合は協約を遵守し相互に権利を尊重し誠実に義務を履行するとい

う遵守義務が書かれている。労働協約とは何なのかという事が根本的に問われるような中

身になっており、労働協約の趣旨を尊重した中身に変えてほしいということを求めた。 

第９条では専従者の選任が書かれており、組合が届け出たら淡々と労使の立場を尊重し

た中で認めていく、手続きをしていくということをして頂きたい。シニア社員の専従休職

としての便宜供与を求めた。将来的に定年が延長になれば６０歳を過ぎても可能か求めて
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きた。 

 第１７条では掲示内容が記載されており、様々な箇所で疑義が生じておりやりとりをお

こなった。労働組合運動の一つとして政治活動や運動は社会の変革とか組合員の労働条件

や生活の向上に関わってくること、世の中で起こっている事とかに関して情報発信してい

くという事を認めればよいと求めてきた。また、国労は全国組織であり様々な会社組織で

構成された労働組合であり、情報に対して介入してくるという事が散見されることについ

て抗議をしてきた。 

第４８条と第４９条では、争議の予告や争議行為に伴う遵守事項が記載されており、１

０日前通告があり、７２時間前までに文書をもって会社に通知や４８時間前通知などがあ

り、争議にあたってはその都度打ち合わせを行なうという文言に変えておけばいい。争議

行為に会社として様々な制限をかけているのではないか、信頼関係が無いのかと思わざる

を得ない。その時のやりとりの中で解決できることであると求めてきた。 

会社は、第１条に関しては、主張は受け止める。労使双方が取り決めて固めて確認しあ

ってこれまで作り上げてきた物があるからこそ今の労使関係がある、向いている方向は間

違っていないと回答した。第９条では、専従休職はあくまでも便宜供与であって業務の支

障にならないというのが前提であり申請すれば全て認めるとはならない。シニア社員は１

年単位での雇用契約なので難しい。定年が６５歳に延びるとかになれば６０歳を過ぎても

専従休職はあるかもしれないと回答した。第１７条の掲示板については、政治活動につい

ては全ての物を一律に否定するものではない、組合員の生活とか労働条件とかに直結する

ものであれば否定しない、という今までにない新たな主張があった。しかしながら、労働

組合の運動と政治は切り離せないものであるというのは認識しているが、組合掲示板とい

うのは会社施設内にあり便宜供与範囲である。便宜供与である以上一定の制限はあってし

かるべきだという認識である。各支社とも意識はズレないようにすり合わせはしていく。

国労の活動や運動を否定するものではない。政治的要素が絡んだことを会社施設内の便宜

供与している掲示板に貼られると、いろいろな思想信条・主義主張を持っている人がいる

中でトラブルをおこしかねないと回答した。争議行為の関係では、会社は、複数の組合と

対峙しており、公共交通事業である中でご利用者の利便性などを捉えていかなければなら

ない事業だというところから法を上回る形での協約を結ばせてもらっている。貴側の思い

は理解している。他社が過大な損害を被ることは避けたいという趣旨であると、やりとり

があった。 

 労働条件部分に関する申第２号（電送№010参照）では、勤務改善等に関する要求では、

①特休・公休は２ヵ月前に発表し、前月の２５日午前中までに指定すること②勤務箇所を

離れて勤務する場合、往路及び復路は労働時間とすること③ＭＤ及びＳＤとなった場合、

本人の希望する職種への異動を行なうこと。また、本人希望により一定期間経過後、再受

験可能とすること。乗務員勤務制度に関する要求では、①訓練を時間外で行う場合は現地

までの往復時間を労働時間とすること。広域出向等に関する要求では、①出向の人選にあ

たっては、公募を原則とし本人の同意を得ること②事前通知は原則１ヵ月前までに本人に

文書をもって通知すること。転勤の基準に関する要求では、①転勤にあたっては、家庭環

境に充分配慮して行ない、転勤時期・場所等についても意向を配慮し、個人面談時の本人

の意向を尊重すること。また、事前通知については、２週間前とし、転居等が伴う場合は
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１ヵ月前に行なうこと。再雇用制度等の取扱いに関する要求では①年金支給開始年齢まで

安心して働き続けられる環境を整え、定年年齢を６５歳とすること。６５歳以上について

は、働き続けられる環境を早急に整備すること②勤務形態（ハーフ勤務等）、業務内容、勤

務箇所等については本人希望を尊重し、退職時の職場を基本とすること。また、工務関係

シニア社員の夜間作業については本人と夜間作業の回数について雇用契約等時に本人の意

思を尊重した内容を明示すること。異動は本人同意を得ること。契約社員制度についての

要求では①「契約社員から正社員」へは、希望する者を採用すること。職種については、

本人希望を尊重すること。また、不採用者に対して、その理由等を本人にフィードバック

すること。いわゆる。工務系統の事務職、客室乗務員についても、正社員化とすること②

５年の雇止めは廃止し、希望する者は継続雇用とすること。労働条件は別途協議すること。

新昇進・賃金制度に関する要求では、①（第２０７条）基準昇給額表については、「毎年決

定する」を「毎年実施する」に修正すること②（第２２２条）４「前項に定める、特急列

車による通勤対象区間は、当社の営業する区間及び九州地方で営業する各鉄道会社の区間

とする」を「各鉄道会社の区間とする」こととし全ての鉄道会社を適用すること。その他

の要求では、①会社側の口頭表明として「定年延長、昇進賃金制度等、検討を開始する」

としているが、現時点での検討状況を明らかにすること②特別警報や避難指示等、気象庁

が注意を呼びかける地域において、非常呼び出しは行わせないようにすること③車両の異

音確認は検査担当が行うこと④遺骸処理作業について、適正な措置方法をマニュアル化す

ること。等の要求に対して議論を行なった。 

 ９月９日に会社側から、①新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえた特例的な取扱いに

ついて②妊娠・出産申告者への個別制度周知・意向確認の実施について③契約社員の育児

休職等又は介護休職等の取扱いの改正について④医療職における二重就業の取扱いについ

て⑤扶養手当および契約社員家族手当の認定における新型コロナウイルスワクチン接種業

務従事者の収入の取扱いについて⑥各種申請通知におけるＷＥＢの活用について、回答（一

部事前回答）があった。また、口頭回答として、①育児・働き方等における全面的な制度

改正②間接部門における働き方の変化に伴い、フレックスが適用されている間接社員の団

体交渉等への参加手配の見直し③変化対応力の向上を目的に社会変容に伴い社外における

知識・経験の習得に関し柔軟な制度の改正を考えているとの表明があった。 

 これらの回答に対し、コロナ禍の中でも安全輸送確保に向けて必死で働く労働者の期待

に大きくかけ離れており、切実な願いに背くものであり、判断すら出来ない回答である事

を強く抗議し、持ち帰り検討とした。 

 労働協約改正交渉において、①労使関係部分に関わり、協約の目的にある「社員たる組

合員」の文言を拡大解釈し一部支社において対立している、西日本以外の社員（組合員）

における経営協議会委員や団体交渉委員の選任を拒否している問題に対して、会社は、「他

会社の組合員が選任される事に労組法及び協約上の問題がないこと。」を認める見解を示し

たこと。（実際の運用の詳細に当たっては、今後、会社と協議）。②特別警報中における社

員の呼び出しについては、社員の状況を把握したうえで判断することを表明する。などの

要求の前進が図られたことは貴重な成果とし、以上を現時点での到達点として、引き続き

要求の前進をはかるため職場における運動の強化を進め、労働条件の改善、職場の民主化、

要員確保等に向けて全組合員で全力をあげて取り組んでいく。 
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（２）２０２１年度期末手当等の闘いについて 

 

 ２０２１年度の期末手当等の回答状況について、西日本会社は夏期手当１．３０ヵ月＋

特別一時金（社員３０，０００円、シニア・契約社員１０，０００円）、年末手当１．２５

ヵ月＋特別一時金５０，０００円と回答をした。 

 西日本ＪＲバスは、夏期手当１．４１ヵ月、年末手当１．４５ヵ月、中国ＪＲバスは夏

期手当１．８ヵ月＋２万円、年末手当１．８ヵ月＋５万円という回答であった。 

 貨物会社は、夏期手当１．７５ヵ月、年末手当１．６７ヵ月の回答であった。 

 西日本会社は決算経協の場において、単体で６３８億円の赤字であり引き続き厳しい経

営状況であることを強調してきたが、運輸収入は対前年で１１５．２％と回復傾向にある

ことと純資産を７，５９４億円に増額している、利益剰余金は３，５３６億円確保してお

り、わずか６．７％を取り崩すだけで国労要求３．０ヵ月の支払いは可能であることを主

張してきた。昨年の回答時の赤字額と今年度の赤字額を見ても大幅に改善していることか

ら見ても、昨年以上の回答は出せるものであるとともに、この赤字幅の縮小というのは社

員の頑張りであり、会社として社員の労苦に応えるべきであることを主張してきた。 

 しかし会社は、新型コロナウイルス感染症への対応が長期間に及び、生活にも大きな影

響が生じている中で、社会インフラ企業グループの一員として、日々安全を守り、多くの

お客様の暮らしを支えていただいていることに心より感謝していることからはじまり、コ

スト削減や効率化を行なってきたが、コロナ禍の緊急事態宣言などの行動制限が長引き、

赤字への修正や「変革・復興」に必要な資金の確保として公募増資の実施などをしてきた

ことなどが記載されており、これらを踏まえ、これまでの取り組みに報いるとともに、今

後の業務への奮起を期待し、精一杯の回答として１．２５ヵ月、また、会社の業績向上に

不可欠である社員一人ひとりの成長や能力の伸長を期待しての一時金の支給としている。 

回答の場において、厳しい状況だからこそ組合員、労働者の意欲を引き出すことが重要

であり、大阪駅周辺の開発事業には１，０００億円もの資金を投入する一方で労働者に対

しては過去 低の年末手当を回答することは断じて許されず、再回答、再交渉の立場を表

明し、粘り強く求めてきた。「 終回答である」という会社の立場を変更させることが出

来ない状況の中、その他労働組合の判断状況から更なる要求の前進は困難であり不満では

あるが妥結の判断を行なった。 

 

（３）西日本会社 再雇用制度の課題について 

 

 西日本会社は、２０１９年８月１日から再雇用者の制度を変更したが、現職社員と同等

の労働に従事しているにも関わらず、賃金、手当に格差が生じている実態にあり、引き上

げられたとはいえ、定年時の６割程度の賃金水準に留まっている。再雇用者が年金受給ま

で安全で安心して働ける制度と労働条件の確立が重要である。長澤運輸事件の 高裁判決

は「定年後の再雇用に対する賃下げは、一般的に容認されたものでなく、賃金項目の性格、

主旨に基づいて個別企業ごとに不合理性が判断されることになる」としている。判例から

定年時の８割以上の賃金水準に是正させなければいけない。 

一方、少子化に伴う労働人口の減少と高年齢者の雇用維持による労働人口の確保、年金
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支給開始年齢の引き上げ・支給額減少に伴う高年齢者の生活維持、高年齢者の雇用促進を

背景に「高年齢者雇用安定法」の改正により、２０２５年４月から「定年年齢を６５歳ま

での引き上げ」「希望者全員を６５歳まで継続雇用する制度の導入」「定年制の廃止」いず

れかの実施措置が義務付けられることとなっている。昨年４月からは「７０歳までの就業

確保の努力義務」の措置を講じることになっている。労働協約交渉時には明らかにされて

いないが、引き続き同一労働・同一賃金をめざし、賃金格差を是正する取り組みを強化す

ることが求められている。 

 

（４）貨物会社に関連する課題について 

 

南福井駅が設備改良に伴い、先行して一部Ｅ＆Ｓ化され、北陸ロジスティクスとの委託

業務の変更及び作業変更となった為、「国労西日本申４号（南福井駅第２１回切換工事につ

いて）」により団体交渉を行なった。交渉では、委託作業の変更に伴い、無線機並びにブレ

ーキテストに関わる機器の管理方及び取り扱い方、またその教育について、新たな設備や

勤務体制について議論を行なった。 

 ブレーキテスト及び電磁ブレーキは定例作業ではなくなるが引き続き教育は行なうこと、

着発３番線（コンテナホーム）の載線確認を行なうための融雪設備は必要であるが開業時

には間に合わないこと、夜間は北陸ロジスティクスも含めて一斉休養となることを確認し

た。 

 着発３番線の融雪設備については、雪害交渉の際に再度確認すること、一斉休養の際の

列車遅延時の対応方並びに荷役作業時のパンタグラフ降下後のブレーキテストの取り扱い

については、ダイヤ改正時の交渉で整理することとした。 

 雪害交渉については「国労西日本申６号（２０２１年度雪害対策について）」にて１１月

３０日に団体交渉を行なった。 

 交渉では、現場長が適切な「除雪協力員の出動要請」が出来ていないこと、南福井駅で

は載線確認のための融雪設備の工事が間に合わないことが明らかになった。除雪協力員に

ついては適切に要請するように指導すること、南福井駅については現在員での除雪対応を

行うこと、その際の列車の遅れについての責任は問わないことを確認した。また、ＥＦ５

１０形式の前面ガラス飛散防止対策用フィルムの目途が立ったこと、富山貨物駅構内の排

水路の整備を行なうことなど、設備の改善などの前進面があったため、「確認事項」を結び

整理することとした。 

２０２１年度労働協約一部改正の闘いについて、国労本部並びに全国貨物協議会は、国

労闘申第２号を申し入れ、９月１６日、２２日、２７日、３０日と交渉を行なってきた。

４１項目の要求を基本としながら「労使間協議」「非組合員の範囲」及び「便宜供与」の

重点５項目と「争議条項」を中心に交渉をすすめてきた。これまで労働協約の改訂にあた

って「憲法・労組法・労基法」に基づく労使対等の原則にたった「労働協約」の締結に向

け団体交渉を強化してきた。一方、交渉の設置単位をめぐって、やむなく協約が締結され

ない時期が発生するなど、厳しく対立する時期も経てきたが、国労は『労働協約』をはじ

め、社員の生活と権利の維持・向上に向けた問題を要求として、その解決に向け人事に交

渉での解決を求めてきた。永く係争してきた労使紛争も、中央労働委員会を介した協議に
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おいて整理し、２００８年に至り「貨物紛争事件一括和解」が実現し、以後労使間に「信

義誠実の原則」に立脚した「健全かつ正常な労使関係」を模索する姿勢が図られ、２０１

４年度には和解以降の懸案であった労働協約第１条、協約の目的について、民主的な労使

関係を築くことを旨とした条文改正が図られるものとなった。 

２０２０年度までの交渉の到達点を踏まえ、真に「対等・平等」な労使関係の構築に向

け、憲法をはじめ法理判例を遵守した条文の改正に向けて闘ってきた。改めて憲法２５条

の生存権を基本に２８条の労働基本権に基づく労働組合法、そして２７条を具体化した労

働基準法の趣旨に沿った『労働協約』を構築していくのかが、大きく問われている。 

 

 

２．西日本会社における効率化施策・諸「合理化」等との闘いについて 

 

（１）ダイヤ改正について 

 

ＪＲ西日本は２０２２年３月１２日にダイヤ改正を行なうとしている。主な内容は、「の

ぞみ」の利便性の向上、「さくら」「みずほ」「かがやき」の一部を臨時列車とし、ご利用の

増減にあわせた運転、「こだま」「ひかり」の運転本数の一部見直し、在来線特急のご利用

にあわせて週末を中心に運転本数の増、通勤時間帯を中心に特急着席サービスの拡充、在

来線特急列車の指定席拡大（全車指定席化含む）、各エリアにおいてご利用にあわせたダイ

ヤの見直し、一部線区で運転間隔の変更などが提案されている。コロナを理由に駅の無人

化や機械化・効率化、窓口の閉鎖や営業時間の縮小や委託化、減便やワンマン運転の拡大

などが進められようとしている。自治体等からも不安の声があがっており、すべての利用

者が安心して利用できるように適切な要員配置や社員が働きやすい職場環境を作り出すよ

う問題意識をもって各地方とも連携しながら統一した取り組みを強化していく。 

 

（２）安全問題について 

 

 西日本会社は、昨今全国で車内等での凶悪事件が相次いでおり、国交省も防犯対策やセ

キュリティの強化を講じるように発せられているにもかかわらず、特急列車において基本

乗組数を見直すという提案をしてきた。提案時においても会社の資料には「安全」という

言葉も説明にもなく、会社の安全に対する考えや立場、思いが明らかとなり指摘をしてき

た。鉄道事業における中で安全は 優先であり、乗務員を減らす事により、車内秩序やサ

ービス、お客様の安全は守れるものではない。会社は、社会の環境も変わってきており、

非対面対応が望まれていることや、ご案内や放送、接客などの見直しが出来ないか検討し

た中での今回の提案である。優先順位を示しながらも車内での様々な事象においてはその

場で対処して頂くこと、一人で対応出来なかった事に関しては引き継ぎなどをして頂くこ

と、ＩＴの発展や機械化などで一律のサービスを求められていないお客様が多いのではな

いか、そちらに時間をかけるよりも個々で困っておられるお客様に対応する時間の比率を

高めた方が良いのではないのかとの考え方であり、乗務員の数が減る中で優先順位を決め

つつ選択して頂き、 終的に対応できなかったという事は起こりうる。それを覚悟の上で
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進めるものであり、安全を確保した上で進めていくとしている。 

完全に一致出来ない部分も多々あり、今後会社として必要な手立てを打って施策を実施

していく事になるかもしれないが、この施策の実施によって安全に関わる問題や様々な問

題が発生した場合には、再度協議あるいは施策の見直しも含め労働組合との協議の場を持

つように求めてきた。引き続き注視し、地方や現場と連携しながら取り組みを強化してい

く。 

 

（３）本社および地方機関の見直しについて 

 

１１月２４日に「本社および地方機関の見直し」について提案があった。西日本会社は

お客様の行動変容による市場構造の変化に対応するために、鉄道の高コストな事業構造を

改革すること、新たな価値を創造することならびにグループ全体で予測困難な未来への変

化対応力を向上させることが重要な経営課題であり、中長期戦略として再構築した「福知

山線列車事故を原点とした安全性向上」「地域共生の深耕と新たな価値創造への挑戦」「経

営の強靭化」「変化対応力を高める企業改革」を実現していく組織を構築すると示し、実施

時期については２０２２年１０月予定であることを明らかにした。 

主な見直し内容は、在来線地方機関組織（支社等）では、① 福知山・和歌山エリアを含

めた新たな「近畿統括本部」を設置 ② 岡山・米子・広島エリアを統合した「中国統括本

部」を設置 ③ 統括本部化に伴い、各指令所を束ねる総合指令所を設置 ④ 各統括本部内

に地域共生、系統間連携、異常時の即応などを担う支社を設置 ⑤ 福知山エリアに系統間

連携、異常時の即応などを担う管理部を設置、新幹線組織では、① 新幹線の中長期戦略策

定機能を専属的に担う新幹線本部を本社の組織として設置 ② 山陽新幹線の運行を担う山

陽新幹線統括本部を地方機関として設置 ③ 駅業務に関する間接機能（新幹線駅運転含む）

を駅業務部、近畿統括本部および中国統括本部に移管、間接部門の組織見直しに伴う現業

機関の所属組織の変更として、① 京阪神、和歌山、福知山エリアの現業機関は近畿統括本

部所属とする ② 岡山、米子、広島エリアの現業機関は中国統括本部所属とする ③ 博多

駅、小倉駅、博多機械区、博多建築区は中国統括本部所属とし、それ以外の新幹線の現業

機関は山陽新幹線統括本部所属とする、と説明があった。（統括本部の設置に伴う車両、施

設（保線））、電気各系統の現業機関組織見直しについては、別途整理） 

これに伴い約３５０名の要員の削減、シニア社員や契約社員の雇用契約、転勤などの諸

問題などを具体的に明らかにし、各地方本部と連携をとり意見交換をしながら団体交渉に

取り組み、様々な問題点について解決に向けて奮闘していく。 

  

（４）車両部門における業務区分の見直しについて（在来線） 

 

西日本会社から８月１６日に「車両部門における業務区分の見直し」について提案を受

けた。車両搭載装置の置き換わりや検修技術の変化、生産年齢人口の減少など社内外を取

り巻く環境が変化してきており、これらの環境変化に対応するため、ＪＲ・グループ会社

間の業務の見直しを２０２０年４月から実施しており、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の構築に向けて２０２２年度以
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降も引き続き業務の見直しを実施していくとしている。工場部門の業務の委託化や区所部

門の業務の直営化などの再整理である。９月２７日に解明交渉を行ない、所要員数や直営

業務内容、教育や人材育成計画、これまでの振り返りでどのような成果や見直しがあった

のか、異動問題など議論を行なってきた。組合は、２０１７年に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と共に、必要な対策や、い

きすぎた外注化の問題点、安心して働ける職場環境、社員に対して雇用不安を持たせない

よう求め奮闘してきた。今後も「安全な車両の提供」の為に検修体制のあり方、要員の確

保、技術継承・教育、外注の実態把握、車両故障の検証、健康・環境等について点検し、

安全・安心の職場つくりに向け取り組みを強化していく。 

 

（５）２０２１年度に実施する施策について（新幹線） 

 

新幹線鉄道事業本部より、「２０２１年度に実施する主な改善施策」として「博多総合車

両所岡山支所の業務執行体制の見直し」「乗務員区所の業務執行体制等について」「ダイヤ

改正経営協議会」について提案を受けた。安全性向上の取り組みを推進する中で、新型コ

ロナウイルスの感染拡大による社会変容や少子高齢化に伴う労働市場の縮小や労働力の減

少といった今後の社会構造変化など、より不透明となる経営環境を踏まえると将来にわた

り持続可能かつ効率的な業務執行体制を構築していく必要があるとし、ＪＲ西日本グルー

プ中期経営計画２０２２の見直しに掲げる「鉄道オペレーションの生産性向上・スリム化」

の実現に向けて業務改善に取り組むとしている。 

博多総合車両所岡山支所の業務執行体制の見直しについてでは、労働人口の減少やコロ

ナ禍に伴う事業構造の見直しなど社内外を取り巻く環境が大きく変化してきており、将来

に向けて永続的にグループ全体で成長していくため、より一層効率的に業務運営を行ない、

技術力を維持・向上させる体制を構築する必要があるとして、ＪＲ西日本新幹線テクノス

に委託している上回り検修業務の体制を直営化に戻す提案があった。これまで委託提案の

際に、上回りの外注に対して直営の技術の低下に繋がると指摘をしてきたが「信頼ある会

社に委託する」として外注を進めてきた。今回、より効率的な業務執行体制を検討する中

で車両ユニットとして効率的な業務運営を行なうことを目的として、直営化を行なうもの

である、課題があれば業務体の中でしっかりと議論していく、とした。職場における問題

点や必要な要員の確保、必要な教育をしっかりと行なうこと、転勤等が発生する場合は本

人同意を基本とすることなどを求めて奮闘してきた。 

２０２２年３月のダイヤ改正に伴う業務執行体制等について提案を受け、昨今の列車内

犯罪などが増えている中で乗務員をへらすのはどうなのか、客室乗務員の雇用をどうして

いくのかなど議論を行なった。これまでも執行体制での乗組数は検討してきており、新し

い車発機を導入してみて車掌の業務量はどうなのかなど検討をしてきた。事件以降も車内

の警戒警備等強化している。客室乗務員は今回の提案資料で廃止とうたっているものでは

ない、業務量としてカウントしないというものであり、廃止するかどうかについては今後

の検討事項であるとした。他にも車掌業務の一部業務委託や車椅子介助だとか検討してい

るとした。客室乗務員の雇用確保や外注化施策に今後も注視し運動を強化していく。 
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３．貨物会社における効率化施策・諸「合理化」との闘い等について 

 

１月２１日に関西支社より２０２２年３月１２日実施とする「２０２２年３月ダイヤ改

正等について」提案を受けた。 

 ２０２２年春ダイヤ改正は、「鉄道を基軸とした総合物流企業の一層の深化をめざし、鉄

道ロジスティクス事業における利益の向上並びに収益性の改善に向けて、更なる新規貨物

の誘致を図ると共に、需要に応じた輸送力の増強及び不採算列車の見直し、経営資源の有

効活用、安全・安定輸送の確保を主眼とした改正とする」として、列車の新設、列車の廃

止、列車種別の改正、発着区間の改正、けん引定数の改正、曜日運休の改正を実施すると

している。列車の新設は、高速貨物列車１本。列車の廃止は、高速貨物列車８本。列車種

別の改正は、高速貨物列車３本。発着区間の改正は、高速貨物列車１１本。けん引定数の

改正は、高速貨物列車２本。曜日運休の改正は高速貨物列車７９本となっている。これに

よる列車本数はコンテナ列車定期７６本、通年臨２本で合計７８本、車扱列車通年臨１本

で計１本の合計７９本（△３）、列車キロは５８．０千ｋｍ（＋０．２千ｋｍ）となってい

る。「主要実施事項」として（１）「運用改正等」では、機関車及び動力車乗務員の運用改

正等を幡生総合鉄道部、吹田、岡山、敦賀、富山及び広島の各機関区で実施する。（２）「業

務体制の見直し」では、岡山貨物ターミナル駅の信号業務と入換業務の融合化で機動担務

を新設する。吹田機関区、岡山機関区及び広島車両所については、検査指定箇所の変更や

配置両数の変更により要員を見直す。富山貨物及び広島貨物ターミナル駅については、委

託している入換業務を見直し、直営化により教育体制の充実を図ることとし、４月１日実

施とする。（３）「客貨受委託の解消」では、予讃線伊予西条～松山貨物間の運転士業務委

託を見直し、岡山機関区が新たに同線区を受け持つ。（４）「勤務体制の見直し」では、岡

山貨物ターミナル駅については、信号Ｄ担務を廃止し、新たに機動Ａ、機動Ｂ担務を新設

する。金沢貨物ターミナル駅については、機動 C 担務を廃止する。富山貨物駅、広島貨物

ターミナル駅、大竹駅及び富山機関区仕業検査については、列車体系に合わせ勤務種別や

出退勤時刻を見直す。(５)「業務運営の効率化」では、諸施策の実施に合わせ、作業体制

及び勤務体制を見直し、業務運営の効率化を岡山貨物ターミナル駅、吹田機関区、岡山機

関区、富山機関区及び広島車両所で実施する。富山貨物駅及び広島貨物ターミナル駅は４

月 1 日実施。としている。また「委託業務体制の見直し」として、岡山貨物ターミナル駅

で入換Ｃ、入換Ｄ担務を廃止、下関駅ではフォークリフト作業の終了時間を変更する。４

月１日実施として富山貨物駅及び広島貨物ターミナル駅では委託業務を直営化し、松山貨

物駅については委託先会社をＪＲ四国メンテナンスに変更する、とした。 

これによる現業機関別の基準人員増減は、富山貨物駅＋６名、岡山貨物ターミナル駅＋

３名、広島貨物ターミナル駅＋６名、富山機関区運転士＋１名、岡山機関区運転士＋５名、

吹田機関区検修△１名、岡山機関区検修＋１名、広島車両所△２名、となり、３月１２日

ダイヤ改正実施日（４月１日実施含む）の支社計は、輸送＋１５名、運転士＋６名、検修

△２名、支社計＋１９名となる。 

駅における日曜ダイヤの考え方や、人事制度における様々な諸問題、要員削減など、労

働者の安全を 優先に求め奮闘していく。 
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４．アスベスト（石綿）対策について 

 

アスベスト対策は、２００６年から「石綿健康被害救済制度」による「救済給付」と「特

別遺族給付金」が設けられ、２０１１年８月には石綿健康被害救済法が改正され、特別遺

族弔慰金などの請求期限を１０年間延長し、２０２２年３月２７日までとなっている。 

国労は、社会問題となった２００６年から国鉄退職者等の石綿疾病による被害補償や健

康対策等で、国鉄清算事業の業務を引き継ぐ鉄道・運輸機構との定期的な交渉及び窓口間

における折衝等を行なってきた。鉄道・運輸機構が２０２１年９月３０日時点で公表した

旧国鉄職員およびＪＲ退職者の業務災害認定状況は、認定者が５１８名であり、認定者は

前年同期比で１１名増加となった。  

健康管理手帳については、従事歴証明者数が１，４２８名となっており、同じく前年同

期比で８５名増加しており、健康管理手帳の取得に向けた事業主証明の取り組みが大きく

前進している。 

貨物会社の団体交渉において「『様式１号』に基づき本人から申請が提出された後、それ

に基づき従事歴の長短に関わらず貨物会社の期間について証明する」とＪＲ７社の中では

初めて回答が出されたが、ＪＲ６社については「アスベストは使っていない」「飛散防止は

完了」など責任を鉄道運輸機構に転嫁している。 

２０１６年１２月以降連続して「鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底につ

いて」厚労省通達が出され、アンダーシールにアスベストを含有した車両やコンテナが現

存している実態が報告されてきた。石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、

肺がん（原発性）で１５～４０年、中皮腫で２０～５０年との特徴を改めて心に留めつつ、

継続した調査が必要である。引き続き国や鉄道・運輸機構に対する取り組みとＪＲ各社に

対しても真摯な対応と、迅速・適切に救済・補償を求める取り組みも一層強化しなければ

ならない。地方で学習会の開催や健康相談会が実施されているが、旧国鉄及びＪＲ退職者

の石綿健康被害や補償に向けて、石綿対策連絡会や労災職業病センター等のＮＰＯ組織、

鉄道退職者の会とも連携を密にしていくことが求められており、引き続き、石綿健康被害

の掘り起こしと、健康管理手帳の取得推進に向けた学習会等について積極的に参加すると

共に、各地方及び機関、退職者組合と連携を密にして取り組んでいく。 

 

 

 

ⅱ．２０２２年国民春闘の勝利をめざす闘い 

 

日本経済は、新型コロナウイルス感染拡大により大きなダメージを受けたが、この間の

企業の利益剰余金（内部留保）は８年連続で過去 高を更新していた。菅前政権はアベノ

ミクスを継承し、その失敗を覆い隠すため８年連続となる官製春闘を目論んだが経済界は

官製春闘からの脱却姿勢を改めて鮮明にした。 

国労は２０２１年１月３０日に第１９１回拡大中央委員会を開催し、基本給（平均）の

１．８７％相当額５，０００円を基本とするベースアップを統一要求とし、その実現をめ
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ざして奮闘してきた。新型コロナウイルス感染拡大の影響により赤字決算となり、ＪＲ各

社ともにベースアップは無く、ＪＲ北海道においては２０年連続のゼロ回答となった。Ｊ

Ｒ東日本においては、ＪＲ発足後初めて定期昇給の標準係数を割り込む厳しい回答となっ

た。 

昨年に実施した「賃金・生活実態アンケート調査結果」では、西日本エリア集約は６３

５名集約した。毎月の赤字があるとする回答は６０．２％あり、その補填は預・貯金や期

末手当となっている。生活水準は劣悪なものとなっており、春闘生要求額の平均は３０，

０７６円（昨年３１，６２７円）となっており、国労全体の平均要求額は３４，４０９円

（昨年３５，７６５円）であった。主な意見・要望としては、「同一労働同一賃金にすべき」

「がまんも限界、ストライキで闘おう」「ＪＲ各社のコロナ理由による賃金抑制に腰を据え

て取り組もう」「年間臨給の減で余裕がない、戻す運動をしよう」などが出された。コロナ

禍による賃金抑制と不安の声や怒りの声が多くあり、国労の見える運動を強化していかな

くてはならない。 

連合は２０２１年１２月２日に開催した第８６回中央委員会で２０２２春季生活闘争の

方針を決定した。コロナ禍から経済が再生していく過程において「人材の確保・定着」「人

材育成」に向けた職場の基礎整備が重要となっている。「底上げ」「底支え」「格差是正」の

観点から、賃上げ分２％程度、定期昇給相当分を含め４％程度の賃上げを目安とすること

を決定した。 

全労連や純中立労組などでつくる国民春闘共闘委員会は、２０２１年１１月２２日、２

３日に「２０２２年国民春闘討論集会」を開催した。２２単産４７地方共闘が参加し、「大

幅賃上げ・底上げで誰もが希望もてる公正な社会を“労働組合でいっしょにつくろう”」を

スローガンに２２春闘方針第１次案を提起し、月額２５，０００円以上、時間額１５０円

以上などをめざすことを決定した。 

全労協などでつくる「２２けんり春闘全国実行委員会」は、２０２１年１２月１０日に

「２２けんり春闘発足・学習集会」を開催し、「８時間働けば生活できる賃金を！」「大幅

賃上げ獲得！すべての労働者に同一労働同一賃金を！差別を根絶へ！」「コロナを口実にし

た賃下げ、解雇、雇い止めを許すな！」などを基本スローガンにし、「時給１，５００円、

月額２５万円以上の賃金保証を！」とした、２０２２年春闘方針を決定した。 

国労は２０２２年１月２９日に第１９２回拡大中央委員会を開催し、統一重点要求とし

てＪＲ各社及びグループ会社の経営状況や賃金体系、「賃金生活実態アンケート」の調査結

果、産別の要求実態等を視野に置きながら、組合員の生活改善と労働条件改善のために、

定期昇給の完全実施を求め、生活を改善させ向上するために、基本給（平均）の２．２％

相当額、６，０００円を基本とするベースアップを統一要求とし、全社とも有額回答を求

め、その実現をめざすことを決定した。第２四半期では、運輸収入は対前年で１１５．２％

と回復傾向にあり純資産を７，５９４億円に増額している。利益剰余金については３，５

３６億円確保しており、大規模プロジェクトとして大阪駅周辺の開発事業には１，０００

億円、広島駅ビルに６００億円など、大規模開発や株主配当に投入する一方で、労働者に

対しては過去 低の回答をしてきた。大規模開発や株主配当に投入するだけでなく、労働

者の賃上げにも活用させるように奮闘しなくてはならない。 
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２０２２年春闘は、すべての労働者の賃上げ、平和と民主主義を守るために全組合員で

取り組むことが重要である。全組合員が参加する職場からの春闘構築をめざし、職場実態

点検から要求を確立し、職場闘争を強化する。また職場から分会活動を強化させ、日常的

な職場運動を展開し、他労組、関連労働者とともに取り組みを強化し、賃金引上げと組織

拡大を 大の要求闘争と位置づけ、闘いを強化していかなければならない。厳しい労働環

境下にありながらも地域で闘う仲間と連携し、岸田政権から転換をめざし地域春闘を構築

していく。ＪＲ北海道、四国並びに貨物会社の経営に関わる構造矛盾の解決、整備新幹線

開業による並行在来線の経営問題、「鉄道政策に関する提言」の実現と安全・安心輸送の確

立に向けた闘い、外注化に起因した相次ぐ重大事故、震災・災害からの早期復旧、地方ロ

ーカル線の維持・存続問題など、ＪＲ各社における安全問題と国民の足を守る闘いが一体

となった取り組みが重要である。 

 

【具体的な取り組み】 

（１）国労本部が取り組んでいる「賃金・生活実態アンケート調査」の集約結果をもとに、組

合員の切実な生活実態、統一要求額の意志統一のための職場討議を行い、中央委員会で決

定した統一要求を基に、２月１４日に会社に一斉に申し入れ、要求実現をめざし、大衆行

動や団体交渉を強化していく。回答指定日は３月１７日までとする。 

 

【国労の闘いの目標】  

① 生活改善のための賃金底上げを前提に非正規社員を含む、全ての労働者の賃金引上げ 

② ＪＲ各社と全グループ会社に於ける国労組織の拡大 

③ 企業内・産業別 賃、全国一律 低賃金制度の確立 

④ 退職まで安心して働き続けられる雇用制度の確立と労働条件改善 

⑤ 地方交通線･並行在来線の切り捨て反対、政府の抜本的な支援策とスキームの見直し 

⑥ ＪＲ北海道、四国及び貨物の「構造矛盾」を解消し、安全・安定輸送・経営基盤の確立 

⑦ 自然災害からの復興、被災地への支援策強化 

⑧ 原発再稼働反対、原発依存のエネルギー政策の転換 

⑨ 放射能汚染対策強化、被災地鉄道路線に従事する労働者の安全確保と健康不安解消 

⑩ 労働基準法改悪反対、働き方改革関連法の改訂、解雇の自由化反対、労働者保護法制定 

⑪ 憲法改悪阻止、消費税見直し、年金改悪反対、安心して暮らせる社会と保障制度の確立、

安保法制・「共謀罪」の廃止、「戦争する国」づくり反対 

 

【国労統一重点要求】 

① ＪＲ各社およびグループ会社における定期昇給の完全実施 

② ２０２２年４月１日時点における基本給（平均）の２．２％相当額、６，０００円を基

本とするベースアップを求める 

③ 再雇用者（６０歳以上）の賃金底上げをめざす制度改正を求める 

④ ５０歳以上の在職条件と再雇用者（６０歳以上）の労働条件の見直し。６５歳定年制の

実現 

⑤ ＪＲグループ各社における定期昇給制度の確立 
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⑥ グループ会社に対する要求は、ＪＲ本体の要求を基本とし、時給制度社員は１，５００

円を目標に、当面は１，０００円以上の実施を求める 

⑦ 初任給の改善。第２基本給廃止。成果主義賃金制度反対。公正な人事・賃金制度の確立 

⑧ 人減らし「合理化」反対。安全・安定輸送の確立。業務委託・外注化施策の見直し。出

向制度の改善。 

⑨ サービス残業根絶。年間総労働時間１，８００時間実現。時間外割増率５０％・休日割

増率１００％の実現 

⑩ 非正規社員の正社員化。グループ会社の労働条件改善 

 

【闘いの進め方】 

① ２０２２年度賃金引上げ要求は、２月１４日（月）に労働条件改善要求等と共に、ＪＲ

各社一斉に申し入れる。回答指定日は、３月１７日（木）を基本とし、第一次回答ゾー

ン（３月１４日～１８日）および第二次回答ゾーン（３月２２日～２５日）とする。さ

らにグループ会社においては３月月内決着をめざす。 

② 春闘の闘いから組織拡大を展望し、全組合員で組織強化・拡大運動を取り組む。 

③ 職場点検から「職場改善要求」を確立し、改善を求める取り組みを全組合員で展開する。

また、要求支持署名や学習会、宣伝行動など創意工夫した取り組みを実施する。 

④ ２月２５日（金）に中央総行動を設定し、客貨一体となった取り組みを追求する。 

⑤ 交運労協主催の総決起集会や地域春闘集会に積極的に参加し、中央・地方から春闘の構

築をめざす。 

⑥ 闘いの目標・統一重点要求実現に向けストライキ態勢を背景とした取り組みを展開する。

具体的な運動の指導調整と戦術判断は、中央戦術委員会に諮問し、中央執行委員会で決

定する。 

⑦ 安保法制・「共謀罪法」廃止、労働法制の改悪阻止など、国民的課題の闘いに全力をあ

げる。特に憲法改悪阻止の闘いに共闘の仲間と共に全力をあげる 

 

（２）全国統一闘争ゾーン及び西日本本部独自の春闘・組織拡大ゾーンに設定された諸行動を

取り組み、全職場でストライキ体制を確立する。 

■第１ゾーン     ～１月末  □ダイヤ改正に向けての職場要求及び総対話運動 

■第２ゾーン ２月１日～２月末  □春闘要求申入れ（２月１４日）及び交渉 

■第３ゾーン ３月１日～３月末   □西日本エリア春闘統一行動（３月１０日予定） 

■第４ゾーン ４月１日～５月末   □新入社員獲得に向けた取り組み 

※各職場から春闘を闘う体制確立をはかり、「一職場一要求」などの取り組みと「安全総点

検運動」とも結合した闘いを追求する。 

 

（３）非正規労働者が拡大している現状を踏まえ、非正規社員及び契約社員の正社員化を求め

ると共に、ＪＲ職場全体の労働条件改善に向けて取り組みを強化する。 

 

（４）並行在来線、地方ローカル線問題など、地方・地域の共闘を追求していく。 
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（５）新しい人事制度・昇進制度、成果主義賃金制度などに対し、業務の質的向上と人材育成、

技能の向上につながる「人事・賃金制度の向上」をめざして、働くものが信頼し、連携で

きる職場作りに向けて見直しを含めた取り組みを強化する。 

 

（６）貨物会社における「構造的矛盾」解消を求める政策要求などを掲げ、運動を前進させる。 

 

（７）要員問題を含め安全を確保する闘いに積極的に取り組む。また、「ＪＲ西日本グループ安

全考動計画２０２２」の検証を行なうと共に、職場要求実現の運動を強化する。 

 

（８）改憲阻止、増税反対、信頼ある年金・医療・介護制度の確立、労働時間の規制、解雇自

由法制反対、脱原発・原発ゼロ、反基地の取り組みなど政治課題とも結合して制度政策要

求実現に向けた取り組みを強化する。 

 

（９）（予定）「２０２２年春闘勝利、安全・安心の鉄道と社会をつくろう！３．１０西日本エ

リア総行動」を展開する。西日本本社・貨物関西支社前行動を実施する。 

 

（10）安保体制の廃止や労働法制の改悪阻止など、国民的課題の闘いに全力をあげる。特に憲

法改悪阻止の闘いに集中し、改憲発議をさせない取り組みに全力をあげる。 

 

〇 期末手当（夏季・年末）の取り組み（本部方針抜粋） 

 

（１）ＪＲとなって３５年目を迎え、各社ごとに経営体力や賃金・手当の考え方、交渉のあり

方も大きく変化をしてきた。東海・四国・九州では春闘時に新賃金と夏季手当の交渉を行

い、秋に年末手当の交渉となっており、西日本は春闘時に新賃金と期末手当（夏季・年末）

を年間臨給として同時に交渉するなど、取り扱いは各社によって大きく違うこととなって

いる。 

 

（２）国労は新賃金、夏季手当、年末手当を中央戦術委員会や全国代表者会議での議論を経て、

全国統一要求として闘ってきた。しかし、統一要求としながらも、エリアによっては「こ

の要求設定では厳しい」といった意見や、北海道・四国に至っては財政支援がなければ経

営が成り立たない現状も各種会議で報告されてきた。こうした状況から昨年の春闘では年

間要求月数５．０ヵ月を基本とし、各エリアでは上積みをめざすこととし、前年実績を上

回る目標月数としながら夏季・年末手当の要求配分は各エリア本部で調整するとした。 

 

（３）ＪＲ各社では新型コロナウイルス感染拡大により、収入が大幅に減り、過去 大の赤字

決算となっている。西日本会社では春闘時に夏季手当の回答はあったが期末手当について

は回答が示されず、各社ともに厳しい回答となった。賃金生活実態アンケートの調査結果

では、毎月の赤字が３９，２５５円という集計結果となっており、赤字分を手当で補填す

るという組合員が多い現状もある中で、新賃金と併せて提起することとする。 
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期末手当要求の考え方 

 

（１）年間要求月数５．０ヵ月を基本とし、各エリアではさらに上積みをめざす。 

（２）要求月数は各エリアで前年度実績を上回る目標月数とし、夏季手当・年末手当の要求配

分は各エリア本部で調整する。 

（３）夏季手当・年末手当とも可能な限り、各社の業績を踏まえた個々の交渉による要求の前

進をめざす。 

（４）グループ会社における要求については、年間要求月数５．０ヵ月を基本とし、夏季手当・

年末手当の要求配分については、各エリア本部で調整する 

（５）申入日・支払日については、各社によって交渉時期に違いがあることから、情勢を分析

しながら各エリア本部ならびに団体交渉の設置機関と調整をはかる。 

 

●中央本部委員会方針を受けて西日本エリア本部としての考え 

 西日本会社においては、賃金交渉の会社回答の中で、今日まで年間臨給での回答を行な

ってきている。「２０２１年度賃金・生活アンケート調査」から夏季手当・年末手当が社員

の生活設計において大変重要なものであることが顕著に表れている。 

西日本本部として要求月数の根拠を明らかにしながら、組合員・家族の生活・生活設計

を守るため、会社の責任を果たさせる回答を求めていくこととする。交渉と運動を強め要

求の前進をめざす。 

 

 

ⅲ．組織強化・拡大の闘い 

国労本部は闘争指令１号を総括し、新たに本部闘争指示第７号を発し組織拡大を必ず各

地方本部１名以上をやりきろうと全機関で取り組む事を確認した。西日本本部においても

組織拡大運動は 重要課題と位置づけ、全機関で取り組みを積み上げていく事が喫緊の課

題である。引き続き「組織対策会議」を設置し、各地方本部１名以上を必ずやりきろうと

意志統一を行なってきた。組合員数の減少により国労の運動を見せる一つとしての掲示板

が少なくなる中でも他労組に国労を知ってもらう為、ホームページを新たにリニューアル

してきた。各地方本部の機関紙ページも作成し情報共有や組織拡大運動に生かせるように

今後も引き続き全機関が力を入れて取り組んでいくことが重要である。 

新規採用者が加入するところまで至っていないが対話・日々の繋がりなどを通じて拡大

への芽は着実に広がっている。全分会組織が新しい仲間を迎えることができるよう奮闘す

ることが求められており、職場闘争を強化し全組合員で取り組むことが重要である。職場

からの運動が労働組合の原点であり、職場実態から要求を組織し、要求実現に向け意志統

一し、具体的行動を展開しその闘いの中で組織を拡大と組織の強化をしていくことが求め

られている。これまでの教訓からは、問題点・弱点・成果を出し合い共有すること、言っ

ても無理ではなく言葉にして相手に伝えること。悩みや不安をよく聞くことなど、一つひ

とつの取り組みが実を結ぶことに自信と確信を持ち、組織拡大・強化に取り組んでいく。

国労組織の良きところを伝え、加入してもらうように「国労に来ないか」「一緒に頑張ろう」
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などの声掛けが求められている。引き続き調査を取り組んだ教訓を生かして、全職場から

調査と運動を強化し、具体的な新規採用者の動向や現場への振り分けをはじめ、新規採用

者との接触や方法などについて機関で意志統一することが今こそ重要となっている。契約

社員・客室乗務員に対しては、駅や乗務員職場を中心とした粘り強い運動により、結びつ

きを強めているが、正社員採用においては困難な状況も報告されている。引き続き調査の

目を光らせる必要がある。引き続き、不当労働行為を許さない闘いを強化し、各地方本部

と連携しながら取り組みを強化していく。 

 

【具体的な取り組み】 

（１）オルグ活動を強化し、各地方本部１名以上の組織拡大を、職場を軸にした全組合員での

闘いの強化をはかることとする。 

 

（２）今日までの闘いの継続として、職場から「要求の多数派」を作り上げ、その要求実現に

向け職場活動の体制を強化していく。 

 

（３）契約社員など非正規社員の労働条件改善の取り組みを通して組織化をはかる。グループ

会社・関連会社の労働条件改善に向けて、出向社員、プロパー社員やアルバイトを含めた

組織化を進める。 

 

（４）組織拡大統一行動については、２０２２年春闘と呼応した以下のゾーン（第３５回定期

西日本本部大会決定）を設定して重点的に取り組むこととする。春闘の取り組みと合わせ、

全分会1名以上の拡大をはかる。 

 

① 第１闘争ゾーン 

■ 第４２回西日本本部委員会までとする 

② 第２闘争ゾーン 

■ ２０２２年４月末までとする 

③ 第３闘争ゾーン 

■ 第３６回定期西日本本部大会までとする 

※各級機関整備、春闘要求の組織化や宣伝行動、賃金面に関わる交渉の強化とあわせ取り組む 

 

（５）４月１日（予定）本社前若しくは研修センター前新規採用者宣伝行動への地方からの取

り組み及び各現場における新規採用者配属にあわせた宣伝行動、労働組合説明会の開催を

取り組む。現場配属の際に不当労働行為があれば、直ちに現場長に抗議申入れを行うなど

の取り組みの準備を行う。 

 

（６）引き続き「組織対策会議」を開催する。節目に書記長・組織部長会議等を開催し、職場

から要求を前面に掲げた運動の展開と、要求の前進、組織拡大に生かせる運動の強化を図

ることとする。 
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（７）教宣部とも連携をとり組織拡大の情報化を図りながら、機関全体で加入の激励行動を取

り組む。 

 

（８）国鉄闘争での経験を生かし、支援・共闘団体への争議支援行動を取り組む。特にＪＡＬ

不当解雇撤回原告団との連携・共闘を強化する。 

 

（９）国鉄労働組合本部主催の「第１５回組織強化・拡大経験交流集会」が、６月５日（日）

～６日（月）（別途指示）に開催される。集会成功にむけ教訓と成果を報告できるよう奮闘

する。 

 

 

ⅳ. 交運共済生協、アフラック（がん保険）事業活動の強化について 

 

この間、「交運共済生協」は事業の在り方を検討するにあたり、「こくみん共済ＣＯＯＰ」

との連携の強化とスケールアップメリットを追求していく事が組合員への利益を資すると

の決定に基づき、「交運共済生協」と「こくみん共済ＣＯＯＰ」との協議の結果、双方で

設置した「交運共済事業のあり方検討委員会」で 終確認が行なわれた。「交運共済生協

第７回理事会」「交運共済生協第１２２回通常総代会」及び「こくみん共済ＣＯＯＰ第１

３６回通常総会」で「交運共済生協」から「こくみん共済ＣＯＯＰ」への契約移転が決定

された。この決定に基づき、「交運共済生協事業の在り方改革推進プロジェクト」を設置(２

０２１年９月１４日)し、２０２３年７月１日の契約移転等に向けた準備会を含む諸課題に

対応することとした。これらの動向を踏まえつつ、事業活動として相互扶助の精神と組合

員・家族の世話役活動の観点から、以下の取り組みを重点的に推進する。例年と同様に未

加入者に対しては加入促進の案内を送りながら訴えを強化する。 

 

① 事業活動の具体化として、アフラック（アベニール（株）代理店）の「生きるためのがん

保険ＡＬＬ-ｉｎ（新規契約者用）」「生きるためのがん保険 Ｄａｙｓ１（新規契約者用）」

「生きるためのがん保険Ｄａｙｓ１プラス（既契約者用）」への組合員及び家族の加入拡大

をめざし、組合員・家族のニーズに合った「がん保険商品」の契約促進をはかるために学

習会等を計画する。 

 

② 近年、地震や風水害など大規模自然災害が数多く発生し、各地で甚大な被害が出ている。

そのためにも相互扶助の視点から、交運共済７月期任意契約の更新・増口活動を世話役活

動の一環ととらえ、各事業本部・支所と連携し、推進会議等を開催し、契約促進運動に取

り組む。 

 

③ 「交運共済生協」から「こくみん共済ＣＯＯＰ」への契約移転に伴い、組合員に不利益が

生じないよう対応をしていく。 
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ⅴ．憲法改悪反対をはじめとする国民的・政治的課題の闘い 

昨年１０月４日に岸田内閣が新たに発足し、その後１０月３１日開票で行なわれた衆議院

選挙では、安保法制の廃止と立憲民主主義の回復をめざして、憲法破壊を続ける安倍、菅

と続く自公政権と対抗して「市民と野党の共闘」をスローガンに、多くの労働組合、民主

勢力とともに組織の違いを乗り越え、一致団結して闘いを進めてきた。選挙結果は、自民

党は改選前よりも議席を落としたが、自民党単独で過半数を上回り自公連立政権で３分の

２以上の議席には届かないものの、改憲を訴える日本維新の会の議席増により、自民・公

明に維新を加えると憲法改正に必要な３分の２以上の議席になるという結果となった。ま

た、条件付きながら憲法改正に前向きな国民民主党が議席を増やしたことで今後の憲法改

正の議論が国会内で急速に発展する見通しとなっている。 

２０２２年度予算案で防衛費は前年度当初予算から５８３億円増の５兆４，００５億円

に上り、８年連続で過去 大を更新した。第２次安倍政権から続いてきた軍備増強路線が

岸田政権でもさらに加速している。 

昨年１月、「桜を見る会」前夜祭をめぐる安倍元首相の説明について、各種世論調査で

も「納得できない」が７５．０％で、「納得できる」の６．３％を大きく上回り、与党支

持層でも、「納得できない」自民党６５．５％、公明党７８．７％と大きな批判が渦巻い

た。検察審査会が「不起訴不当」と議決した安倍元首相について、東京地検特捜部は１２

月２８日、再び不起訴（時効成立と嫌疑不十分）としたが、再捜査で新たな証拠発見には

至らず、安倍氏の責任を問うのは困難と判断した。議決が「起訴相当」でなかったため、

不起訴に対し検審の２回目の審査は行なわれず、安倍氏の刑事責任が問われることなく捜

査は終結した。一方、森友学園問題に関する財務省の決裁文書改ざんを苦に２０１８年に

自殺した財務省近畿財務局の元職員、赤木俊夫さん（当時５４歳）の妻・雅子さんが、国

と財務省理財局長だった佐川元国税庁長官に損害賠償を求めた訴訟の進行協議が１２月１

５日、大阪地裁で開かれた。国側はその場で賠償責任を認め、約１億円の請求を受け入れ

る書面を提出し、国との訴訟はこの日に終結した。雅子さんや代理人弁護士によると、事

前の通告はなく請求棄却を求めて争ってきた国は、一転して賠償金を支払うことで幕引き

を図った形となった。岸田首相就任からの約２ヵ月間で、元首相である安倍氏に係る事案

が２件、不可解な幕引きとされた。 

国労はこの間、労働者や国民の生活と権利、平和と民主主義を守るために悪政と闘い続

けてきた。再び日本が戦争をする国にしないためにも憲法改正に対して多くの仲間ととも

に反対の声を挙げていくことが重要である。現在進められている野党共闘をさらに強固な

ものとして、平和で安心して暮らせる世の中にしていかなければならない。 

国労綱領には、人間としての真の自由を確立し、平和で民主的な生活を守るために闘う

ことや戦争に反対し、アジアと世界の完全な平和をめざしてたたかうことを掲げ、労働者

とすべての勤労国民に共通する政治的課題と闘うための統一戦線の有力な一翼であること

を自覚して、すべての民主勢力との共闘を明確にしている。 

今こそ、綱領に則り、戦争法を廃止に追い込み、民主主義・立憲主義を取り戻し、基本

的人権が保障される政治をめざした闘いを推し進めなければならない。 

２０２２年度は参議院選挙が開催されることが決定しており、平和と民主主義、平和憲
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法が重大な危機を本格的に迎えるだけに、国民の世論と運動、市民と野党の共闘の力で、

野党統一候補の擁立をはじめとして勝利に向けた選挙闘争を積極的に取り組み、改憲発議

を断固阻止、立憲主義を回復させ憲法理念の実現に向けた運動が極めて重要になっている。 
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 Ⅲ．闘いの展開 

 

1．各級機関は、第１９２回拡大中央委員会、第４２回拡大西日本本部委員会で決定した方針の

実現をはかるため集会やオルグ等を取り組み、全組合員に徹底をはかる。 

 

２．ＪＡＬの解雇撤回闘争は２０１０年の１２月３１日の整理解雇から、１１年が経過したが

未だ職場復帰は実現していない。引き続き勝利に向けた支援を各地方本部と連携し、積極

的に取り組むこととする。 

 

３．２月１４日にＪＲ各社に申し入れる賃上げ要求をはじめ、賃金に関する労働条件の改善に

向け、目的・意識的に要求での多数派をはかる取り組みを強化する。同時に、本部闘争指

示７号に基づく組織拡大を全組合員参加の運動として展開する。 

 

４．２０２２年国民春闘の勝利をめざし「一職場・一要求運動」を中心とした職場からの運動

と地域共闘の強化、「２０２２年春闘勝利、安全・安心の鉄道と社会をつくろう！３．１０

西日本エリア総行動」をＪＲ西日本本社・貨物関西支社前で行い、全組合員参加の全一日

行動等を各地で取り組み成功させる。 

 

５．福知山線脱線事故から４月２５日で１７年目を迎える。新幹線における重大インシデント、

労災事故が多発しているなか「ＪＲ西日本グループ鉄道安全考動計画２０２２」を検証し、

ＪＲで働く全労働者の実態や要求を明確にし、会社に対する申し入れや交渉の強化をはか

ることとする。 

 

６．各地方は支社との３月ダイヤ「改正」交渉及び系統別施策に対する交渉を強化し、要求の

前進をめざすとともに、職場において｢変わらないなら変えよう、国労の手で！」をスロー

ガンに、「安全総点検」「職場総点検」を取り組み、職場における安全問題の監視とあわせ、

支社等への申し入れを取り組むこととする。 

 

７．第９３回メーデーの成功のため全力で取り組む。 

 

８．第３６回定期西日本本部大会は、上部機関の動向もみながら、時期等について検討するこ

ととする。 

 


