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西日本会社  

 

本社および地方機関の見直しについての団体交渉を行なった。４４項目提出しており文書回答については

別紙を添付するので参照のこと。大きな項目６点として議論を行なった。 

 

［主なやりとり］ 

 

Ⅰ・基本項目について 

【会社】コロナ禍において、お客様が移動をしなくても様々な事ができると気づかれて行動変容が起き

ている。それに対応して行く為には、鉄道の高コストな事業構造を改革し、新たな価値を創造して

いかなければならない。ＪＲ西日本グループ全体で変化対応力を向上させる事が必要であり、それ

を実現する為に今回の組織見直しを考えている。今回の施策で統括本部は新しい概念で鉄道運行に

関わる間接機能は基本的に統括本部に集約し、一元化した対応でオペレーションになっていくと考

えている。支社については、鉄道のオペレーション（機械の操作や運転）機能を新たな価値で創造

するという観点で、地域行政の振興に重点を置いた取り組みを行う組織にしたいと考えている。 

７項目での現場との距離感では、鉄道運行に係る機能は統括本部に集約されて、事実上現場との

距離は近畿エリアでは新大阪、中国エリアでは広島に集める。それ以外のエリアからは遠くなるが、

現地・現物・現人という三現主義の確認が重要なのは引き続き変わらない。現地での直接のコミュ

ニケーションが必要な場合は従来同様に現場に出向くような事もやっていく。一方で、リモートで

できる事はリモートで行なう等メリハリをつけながら対応していきたい。 

４項目の系統間の連携がしっかりできるのかについて、系統間の連携は重要な視点であると認識

をしており、今回の組織見直しでも向上させていきたい。 

１２項目の総合指令所の体制として、総合指令所と指令所の違いでは、各エリアの指令を指令所

という扱いにして、それを束ねる総合指令所の体制を取りたいと考えている。これにより統括本部

エリア全体の指令に関しての指揮命令系統は一元化される。すでに今の総合指令所の中には各機能

が配置されているが、総合指令所になっていない箇所については運輸・施設・電気それぞれの系統

が同じ場所に集まっている状況であり、それらを一つの組織にする事で情報共有や運輸と工事関係

部門との連携に繋がると考えており、災害や異常時においては迅速に運行管理の方針決定もできる

と考えている。 

２、５項目の要員に関する申し入れでは、一定の効率化を計画しており、今後数年間は１，００

０人規模の退職者数を想定しており、効率化を踏まえながら採用計画や退職の計画で要員需給計画

を作っている。 

３項目で働き方とかモチベーションについて、今回の中期経営計画の見直しの中でも、人の可能

性を最大限に引き出して成長できる場づくりを重視して、組織と人材がともに変化に対応して成長

していくための基盤作りに取り組む事を会社の方針として掲げている。社員の働きがいやモチベー

ションは、今回の組織見直しの中で失われる事がないように取り組んでいきたい。 

１０項目のローカル線については、統括本部に間接機能を集約し、支社は地域とより関わりを深

く持つ位置づけにして行きたい。これまで以上に地域行政に取り組み、対話を充実させ、ローカル

エリアでの地域交通をどの様にしていくのか、地域の方々と会話する機会をより多く持っていきた
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いと考えている。 

１４項目の今後の教育のスケジュールについては、本社・本部での労使協定が整った後に今回の

組織見直しの提案での議論の結果、社員に説明を行なうことになると考えている。 

【組合】事業計画の方針が滲み出ている様な方針施策である。事業計画では中核都市を中心として鉄道

以外の人の流れの部分でも収益を上げていく計画だが、今回の施策でも中核都市を中心とした業務

も含めて一歩踏み出しているのではないか。地域の切り捨てや軽視等を感じてしまう。支社長等は

地域共生の窓口は残すと言うが間接機能を全て統括本部に吸い上げる事は、地域の方からすれば今

までの支社と比べると格下げの扱いと見られるのではないか。支社長の様々な権限の範囲を縮小す

るのは、地域との意見交換の場を持つだけで意思決定も無いのは地域切り捨てや中核都市を中心と

した計画に業務自身も軸足を移す施策ではないか。地域の方は不安を感じると思うし、ＪＲ西日本

は今後のローカル線の問題は体制も含めて本格的にそういう道へ動き出したと受け止める方もいる

のではないかと感じる。 

【会社】今回の組織の見直しは、間接機能を今の経営状況等も踏まえながらスリム化を図り、鉄道オペ

レーションの機能を新大阪や広島等に集約させると考えている。ただ、これまで地域の中で果たし

てきた支社長の位置付けは貴重な財産であり、自治体のトップの方々と会話ができる位置付けで支

社長が動けるという機能は維持していきたい。会社全体が地域と対話をする際に考える機能を集約

するという事だが、支社長には地域においてＪＲ西日本の代表者としてそれなりに発言力を持って

動いてもらうという事は継続していきたい。今回の見直しでは地域との対話をより重視したいと思

っており、新しく出来る支社には立ち回りや動きを求めていきたい。決してご指摘のような地域を

軽視するとかではなく、より地域との付き合いも深めていきたいという趣旨である。 

【組合】地域との対応を深めていくと言うが、現場との対話はどうなのか。現状の間接部門は集約され

米子や広島や岡山の間接部門がなくなると身近に現場の意見を言える部署がなくなる。 

【会社】現場と物理的な距離というのは、今まで近くにあった支社から離れる事にはなる。現地・現物・

現人が重要であり、課題が生じている事柄や相談がしたい時に、今の間接部門が近くにあっても、

第一報では電話でやり取りをするのではないかと思う。現地の雰囲気等を実際に見ないと分からな

いのであれば、現場に行って現場の方々と会話をしながら課題解決をしていく、というのはこれか

らもやっていきたい。今後「本社はすでにスリム化をしている、今度は地方機関のスリム化を考え

ている」という事になると、これまで本社が過剰に支社のオペレーションに手を伸ばしていたとこ

ろは、支社がやるべきことは支社がやり、更には支社が現場と課題解決に向けて動いていく中で、

支社がやるべき事と現場独自で解決できる事もしっかり見極めながら、現場で解決できるものは現

場で解決できるようにする等、役割分担の中で取り組んでいく事が必要ではないかと考えている。 

【組合】組織とすれば本社の基本方針を受けて支社や地方の特情も踏まえて事業計画や行動計画が組ま

れる。そういう事を考えると本社はあまり支社や地方に口出しはしないと言うが、統括本部が独自

色を出すような動きになってくるのではないか。 

【会社】会社としての方針があり、各エリア毎に、各支社毎に、各現場毎にやるべき事を定めていくと

いう循環図を作っているので、その位置で変わるものではない。本社として関わらなければならな

い部分は話をするが、一方でそれぞれの地方機関でやるべき事については長期間でやり切る事を求

めていかなくてはならないと考える。本社にお伺いを立てないと何もできないという会社の体制で

は良くないと思っている。 

【組合】やるにしてもお金がかかり、人が必要な場合もある。その時は統括本部の権限の範疇でできる

のか。 

【会社】それぞれの経営資源を配分する中で、いかに自分たちが任されている範囲をコントロールする

か、統括本部長や支社長や経営のトップの方々は、しっかり判断をして実行していく事になると思
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う。どうしてもやらなければいけない事があり、配分された経営資源の中では対応できない事由が

明らかであれば、地方機関と本社の間で交渉を行なって追加の経営資源を求めるとかができないか

と考えている。 

【組合】今までの会社の経緯なら、よほど緊急性を要するものでない限りそういう事はありえない。分

配された年度予算での実行になり、コロナ禍では追加のお金は出せないだろう。 

【会社】限られた経営資源の中でいかに事業を運営するのか、様々な知恵や工夫は、それぞれの責任者

がスタッフと一緒に考えながら議論していくと思う。 

【組合】統括本部に大部分の機能を集約した段階でも現時点では地方の声が届くかもしれないが数年後

には地方の意見や施策が届かないような気がする。 

【会社】それは大事だと思っている。例えば新しい近畿統括本部ができた時には今の和歌山支社や福知

山支社を知っている人と一緒に仕事をするので、目が行き届くと思う。それが異動、異動で人が変

わっていくにつれ、和歌山や福知山の事を知らない人達が間接業務を担うようになっても、仕組み

の中できちんと現場の事を把握できるような仕掛けが必要だと思っている。各エリアの中で現状を

知らないといけない間接の仕事がある場合には、きちんとあなたが和歌山の担当です、あなたは福

知山の担当です、と定めて、統括本部の中で和歌山の現場の事はこの人に聞けば分かる、というよ

うな感じで、業務の引き継ぎを行う仕掛も作りながら、人が入れ替わっても、それぞれの支社が持

っている事柄や現場の状況等を把握できる仕組みを作らなければならないと思っている。 

【組合】今までより手薄になるのではないか。支社全体で本社に対して、次年度の予算要求の器が少な

くなるわけで、何年か経てば様々な弊害が出てくると思う。今まで支社の各部署が現場を通じて予

算を作って本社に申請していた事が弱くなるような気がする。 

【会社】和歌山の地から和歌山地域の事を考えて本社に何らかの要求や意見を具申するという事はなく

なる。近畿統括本部において和歌山や福知山の事も考えて京阪神の状況と合わせたバランスの中で

本社に要求や意見具申する。ご指摘の通り近畿統括本部が大阪地区にあるから、そちらが重要視さ

れて和歌山や福知山の事が視野に入っていないとの状況にならないように意識し続けるという事は

必要だと思う。支社長については地域共生を主体にやってもらうが、そのエリアの中で求心力を持

ってもらいたいと思っており、日々の鉄道オペレーション自体が直接口出しする立場ではなく、そ

のエリアでの求心力を保つために系統間の連携の仕事や異常時の対応には支社長も積極的に関わる

という事にしている。支社長、福知山は管理部長になるが、統括本部の副本部長の立場にもなるの

で、統括本部の中で様々な物事を決めていく際に、それぞれのエリアの代表者として現状の予算配

分はこうすべきではないかという情報をきちんと言えるような仕掛けや仕組みを作って機能させる

ような組織の見直しが必要であると考える。 

【組合】今の支社は様々な担当部署の課長等が支社長と対話しながら補佐しているが今度は支社長一人

に負担がかかり重荷が集中する、身近に補佐する人がいない。本当に適切な正しい判断ができるの

か。 

【会社】そういう意味では、補佐するスタッフが自分のそばにいるメンバーにはならないと思うが、統

括本部の副本部長なので新大阪や広島にいるスタッフも統括本部の中では支社長のスタッフになる。

今それぞれの支社で地区連絡会や線区連絡会等、様々な現場の系統で跨った取り組みがあるが、そ

れぞれの現場長や助役クラスでの議論に支社長が参加して、現場で起きている情報を集めて、統括

本部のスタッフに「今このエリアではこんな事が起きているが、こうやって対処できないのか」と

いうやり取りができる仕掛けにしたい。現場長や現場の管理者が支社長のスタッフになるというよ

うな考え方もできると思う。 

【組合】今まで支社の担当課長がやっていた事が各現場の現場長が担う場面もあるという事か。 

【会社】現場で起きている事柄を支社長との会話により統括本部で解決していく事ができるのではない
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か。それが「現場で解決できる事は現場で解決」という事にも繋がると思う。 

【組合】実際の運用場面では負担はあると思う。例えば災害の対策本部や雪害対策本部とか緊急に対処

しなければならない方針を決めるという場合に、果たして今まで支社でやっていた事ができるのか

との危惧もある。主要な対策会議は現場長や課長を集めて様々な方針を決めてやっているが、今後

は統括本部の中に間接部門があり、支社で対策本部を作るのは難しいのではないか。 

【会社】近畿統括本部が既にこの１０年間ぐらい同じような形でやっていて、近畿統括本部における対

策本部は、あくまでも近畿統括本部で行っており、異常時には支社長のもとにスタッフも集まるが、

実際に列車の計画や運転再開や設備管理をどうするか、という意思決定は今でも近畿統括本部がや

っていて、各支社はそれに応じた形での指示で動いている状態である。異常時の対応というのは近

畿統括本部に一日の長があり、これまで経験してきたやり方で、今でも出来上がっているという事

である。 

【組合】神戸支社や大阪支社や京都支社は今でも間接部署があるが、今後は支社が対応できるのか。 

【会社】様々な運行管理や異常時でどう行なうのかは全て統括本部の方で決めており、対策本部が統括

本部になる。支社の方は支社対策本部になっているが、実際の対策本部の機能ではなく、統括本部

や現地で起きている情報を共有しながら、お客様救済に向けてスタッフを派遣する等のやり方をし

ている。 

【組合】支社のスタッフがいなくなる。派遣すると言うが実際に動くのは統括本部から応援を求めない

限り実働部隊がいないのではないか。 

【会社】そういった時もあると思う。主に運輸系統になるが一定程度の在勤者は配置しなければならな

いと考える。統括本部の仕事であっても、異常時以外は今の支社のエリアにいた方が効果的な業務

は、そのエリアに在勤して仕事を行なわせるということを考えており、異常時には現地に在勤して

いる社員がこれまでの社員と同じように現場への支援について行く事になると考えている。 

【組合】最低限の体制でスリムになるから今までと比べれば弱くなる。 

【会社】エリアにいる間接の社員は少なくなり、今と全く同じ事はできないとは思う。そこは様々な工

夫をしながら、例えば気象災害というのはあらかじめ予想できる時代になり、そのエリアに異常時

が起きた場合には、統括本部から事前に社員を送り込む計画を立てる等、できる限りの事はして行

くと考えている。突発的な異常時は今よりもマンパワーが少ないので対応できる範囲の事しかでき

ない場面は出てくると思う。 

 

Ⅱ.職制・指揮命令など、について 

【会社】１項目、在勤者として社員の業務区分や管理部というのはどういう組織なのか、について各エ

リアで統括本部の仕事をする在勤者を指定したいと考えており、統括本部で行なう業務であるが、

各エリアで行なう事が効率的な業務を担い、異常時の対応を行なうという観点で在勤者を配置した

いと思う。それ以外に地域との様々な対話を中心に行なうという観点で支社の社員として配置した

いと考えている。福知山管理部については、府県単位が行政の中では一番重要なポジションだと考

えており、支社を行政区分の単位で置きたいので、京都府エリアについては京都府を担当する今の

京都支社（京滋支社）が担当する。兵庫県エリアについては今の神戸支社（兵庫支社）が対応する

という事で、福知山エリアの地域とのお付き合いの部分の機能は他の地方機関に渡そうと思ってお

り、残りの系統間の連携と異常時の即応に絞った組織という事で管理部を作りたいと考えている。

３項目の１２月１日から配置している準備室の構成員について、近畿統括本部に組織変革準備室を

設置して、現在本務者８名、兼務者１２名で、準備室長は近畿統括本部の企画担当次長が務めると

いう体制で様々な準備を検討してもらっている。中国統括本部は、広島支社の中に組織変革準備室

を作り本務者１１名、兼務者２０名の体制で中国エリアの詳細な検討を行なっているという状況で
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ある。設置時期については、統括本部が発足する際に準備室の解消になるが、その時点で残務処理

等が残る可能性もあり、終了時については別途検討と考えている。 

７項目の福知山の府県と業務エリアの変化について、現場で鉄道を担う機能については、今の支

社の境界がなくなり統括本部の直轄組織として位置づけられ、今回の見直しの中では府県の境界の

影響は受けないと思っている。駅については支社長が府県単位で様々な地域とお話をさせて頂く事

になると思っており、駅長については支社の兼務を持たせて、それぞれの所属する駅がある府県を

所管する支社と一緒に地域とのお付き合いをして頂く事で考えている。 

９、１０項目で触防に関する事だと受け止めるが、工務系統の触車事故防止準則に支社長が定め

る項目があるが、触防の準則の改正と運用の開始まで、現行の運用を継続したいと考えている。し

たがって、組織の見直しの時期ではなく２０２３年４月頃を計画しており、支社長が定める項目と

いうのは基本的には統括本部長が定める項目という事にしていきたい。統括本部としての整合性も

取りながら、このルールはしっかり見て行きたいと考えている。 

【組合】各支社の人事課は残らないという事か。統括本部において間接機能はその業務を経営企画部に

集約するのか。 

【会社】経営企画部の中に人事系統のグループを作って引き続き事業を行なう事を考えている。 

【組合】各支社に対して人事に関わる問い合わせはできないのか。 

【会社】統括本部の人事担当になる。今でも近畿統括本部では、総務・人事・警備と駅・運輸の間接部

門もあり、現場から見ると同じような機能を果たす人事課・人事育成課で、どちらに問い合わせれ

ば良いのかという混乱も一部であると聞いており、今回シンプルな組織体制にする事で統括本部に

機能が集まって対応していく方がスムーズにやり取りができると考えている。 

【組合】今回、支社エリアを府県に分けるが、今現在で府県と支社が違う箇所はどれくらいあるのか。

福山なら岡山支社から広島支社かと思うが、近畿統括本部管内でも例えば大阪支社が見ている兵庫

県の駅もある。 

【会社】細かい所は多くあるが主な箇所では例えば今の京都支社が持っている高槻のエリアは大阪府に

なり、今後は阪奈支社が見ていくようになる。同じく大阪支社の中で日根野から南側の阪和線エリ

アは今和歌山支社が見ているが、ここも大阪府エリアなので阪奈支社が見る事になる。一方で今大

阪支社が見ている宝塚線は兵庫県のエリアなので、尼崎から新三田方面については新しい兵庫支社

が見ていく事になる。近畿統括本部の中で大きく食い違うのはその辺りだと思っている。中国エリ

アについては福山・尾道エリアが、今岡山支社が見ている範囲だが、広島県エリアなので今後広島

支社が地域のお付き合いについては代表して対応すると考えている。 

【組合】例えばエリアが変わる事で、今までそのエリアで働いていた労働者はどういう影響を受けるの

か。 

【会社】支社の境界がなくなって統括本部という、大きなエリアの地方機関になるので、支社の境界が

なくなるというだけで日々の仕事はその現地でそれぞれの仕事をして頂くので影響はないと考える。

宝塚線の各駅では、今でも兵庫県の宝塚市や伊丹市等の地域の方々とは駅の人達が会話をしながら

活動を行っており、これまでは大阪支社長がアシストをして来たのが、これからは兵庫支社長が兵

庫県を見ているメンバーとしてアシストするということになる。実際に現地で行っている事柄につ

いてはこれまで通りである。 

【組合】例えば福山は岡山支社の中だが名前の変更等はないか。 

【会社】福山駅・尾道駅というのは変わらないが所属がこれまでは岡山支社福山駅だが、今後は中国統

括本部福山駅となる。支社は関係ないという感じになる。一部残るのは運行管理のシステム自体は

変わらないので、岡山の指令所が福山エリアを見る事は変わらないと思っている。地域とのお付き

合いに関してのみ支社の単位の概念が出てきて、広島を見る支社長と一緒に駅長が動いていくとい
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うイメージである。実際にその地域の行政の事を考えると、兵庫県は兵庫県の事しか見ないという

感じになるので、豊岡エリアで米子が近いという事があっても、兵庫県は兵庫県知事や兵庫県庁が

考えるので、兵庫支社がしっかり見るという事になる。兵庫県から鳥取県の県境を跨ぐ事になると

今度は山陰の鳥取県エリアについては様々な地域の事は鳥取県が考えると思うので、そこは新しく

作る米子エリアにおける山陰支社が見る事になる。異常時については今の運行管理の範囲は変わら

ないので、今までと同じような形で対応していく。 

【組合】兼務者が各支社に在勤だが営業・工務・車両とかがあるがどうか。 

【会社】在勤指定は主に駅と運輸で考えている。駅については、これまでも各支社それぞれで取り組ん

で駅運転業務で何か起きた時にすぐ駆けつけるような事柄があり、統括本部に駅業務機能を集める

が駅業務統括チームは現地に近い所に配置しようと考えている。運輸の方についても乗務員のそれ

ぞれの指導業務や運転設備の関係等の事柄については現地に近い方が良い事もあり、運輸関係の社

員も在勤配置をしようと思っている。運輸関係の社員は、日々は運輸の仕事を行なってもらうが、

異常時には指令のバックアップ等も出来るので駅と運輸の関係の社員を在勤したいと考えている。

営業については、金沢支社以外は支社の機能から外れて営業本部の直轄組織として営業部で各エリ

アに配置されており、同じ体制をそのまま継続したいと考えている。 

【組合】触防の支社長の定める項目について、支社長は統括本部と読み換えると言うが、支社独自の様々

な条件があり、それを統括本部一括でまとめる事で、今まで支社で定められていた事が変わるので

はないか。そこは注意して配慮した方がいいと思うが。 

【会社】元々の線区のエリアにおける様々な条件、見通しや線路の曲線等があると思う。それに応じた

形で作られている支社長が定められている項目というのは継続させないといけない。もう一つは、

これまでの支社がそれぞれの支社で発生した事象を元に様々なルールを積み重ねてきている事柄は

準備室で検討しているが、複雑に積み上げてきた物を全部合わせると相当に複雑なルールになる恐

れがあるので、一旦良い所を取り入れながら見直して行く等の整合性を取りながらルール作りをし

ていく。残す残さないを洗い出す準備と検討をしている状況である。  

 

Ⅲ. 経理関係について 

【会社】現在の組織において支社が行なっている部分については統括本部に移管する事を考えている。

意思決定が鈍化する恐れは認識しているので注意して見ていく。必要な意思決定については集約さ

れた組織の中で速やかに対応していきたい。 

【組合】支社の権限が今より縮小されるのか。 

【会社】企画部門や経理部門は統括本部の中にあり支社に配置する計画は無いので現場から必要な予算

要求をする箇所は統括本部の方になると思う。 

 

Ⅳ. 系統関係について 

【会社】６項目の組織図について、今回は間接部門の組織の見直しという事で提案しているので提案資

料の別紙を参照して頂きたい。 

２、４、５項目について、車両・施設・電気の現業機関については、現在検討しているので別途

整理して議論させて頂く場が必要だと思っている。土木技術センターは、近畿や中国各エリアに関

しては間接が支社になっていて、支社の土木技術センターは統括本部の土木技術センターになり地

方機関の単位が変わるという変更はあると思う。それ以外の電気工事事務所、社員研修センター、

鉄道病院、健康増進センターの組織体制は現行通りで、電気工事事務所は地方機関で今回の見直し

の対象外。残りの機関も本社の付属機関であり影響はない。エリア営業部も今回の見直しの対象外

で現行通りである。 
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【組合】車両・施設・電気系統の現業機関の組織の見直しを検討しているということだが、統括本部発

足の１０月までに見直されるのか。明らかになる時期はいつ頃か。 

【会社】本社・本部間で扱うべき施策に関しては２０２２年度の施策メニューの提示で例年の５月とい

うイメージで、１０月実施になればスケジュールがタイトになるので意識しながら遅れずに提示し

たい。 

【組合】事業計画と別に独自の施策としてなるべく早く提示したいとの理解でいいのか。 

【会社】例年５月のメニューの提示を挟むという事は必要だと思う。５月にメニューを提示し、本社・

本部間で提案が必要な物については地方交渉も組まれると１０月に間に合わなくなるので、迅速に

していかないといけない。 

 

Ⅴ. 労使関係部分について 

【会社】１、２項目の基本的な考え方については、現状ではこれまで一定の労使関係を築いていると認

識している。早急に手を打たなければならない課題や労使慣行はないと思う。１０月以降の会社側

の労使関係については統括本部に集約されるという事から、窓口も近畿統括本部・中国統括本部に

集約するべきと考えている。施策実施後は近畿統括本部や中国統括本部と貴側の組織内の窓口対応

を担っている地本等の組織間で交渉単位を実施して行くと基本的に考えている。労使窓口の体制が

現行どおり、地本や地区本部であれば、その窓口に対して今後も引き続き真摯に対応していくとい

う事が基本的な会社のスタンスである。交渉単位的な話になると、支社・地本において例えば経営

協議会や団体交渉や苦情処理等の議論の場はあると思う。協約上は四半期毎に年間４回と書かれて

いるが、必ずしも４回ではないというアンバランスもあり、今後集約するにあたってどういう回数

や形にするのか、団交・経小の取り扱いに差があると思うので、今後取扱いをどうしていくのか。

苦情処理等の補欠委員の選任の仕方は今後統一しなければならないと思う。近畿統括本部・中国統

括本部で大きな差が出ない限り統括本部間で必ずしも合わせる必要はなく、地方の特情で決めて頂

ければいい。それは今後各地方での議論で整理していくべきだと考える。 

６項目の便宜供与の考え方については、回答としては協約に則るとあるが、基本的に現状では組

合事務所や掲示板について変更は特に生じない。使用状況や使用頻度や立地条件はしっかり確認し

て、必要であれば貴側との議論で決めていくべき事だと思っている。不利益に働く事はないと考え

る。 

【組合】支社の中に人事を置かないと窓口が無くなり事実上団体交渉はできない。今の近畿統括本部で

も大阪支社や神戸支社や京都支社で独自の課題については対応する。例えば京都支社と京滋地区本

部間で営みがあるが、１０月以降は統括本部に全て集約され京滋支社には対応する窓口がない。 

【会社】京滋地区本部や近畿地方本部等との関係をないがしろにしたり、これまでの営みを断ち切ると

いうスタンスではなく、一つの例として京滋担当、大阪担当、兵庫担当の様な担当を据えて窓口と

して向き合うスタンスを取るという事は今後検討して詰めて決めていきたい。統括本部化で窓口が

一本になり、今まで京阪神は３ヶ所で対応してたのが１ヶ所になるイメージではない。 

【組合】窓口であって意見を述べ合うだけで、団体交渉や経協等の労働協約に基づいたものがなくなっ

てしまう。そうなると現場に近い営みがなくなる。 

【会社】スタンスとして大切にしたいのは、窓口は統括本部に一元化されるが、貴側の対応する窓口と

の議論はきちんと向き合うという事が大事である。これまでも近畿統括本部で工務の車両・施設・

電気に関しては近畿統括本部に集約されていて、米原保線区の事や姫路エリアの事についても近畿

統括本部の施設や電気の担当と議論をさせて頂いた。駅・運輸に関しては支社があり、近畿統括本

部が設定する場に担当が出向いて議論させて頂いた。施策を考えると駅・運輸に関しても、今回は

統括本部に集約される事になり、これまでの車両・施設・電気の担当者と同じような形で駅・運輸
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の担当者も統括本部の立場で貴側と地方について議論をさせて頂く事になると考えている。 

【組合】近畿統括本部の中でも、統括本部の交渉担当者が統括本部エリア内の事を質問しても答えられ

ないという事象があり、今回中国統括本部で一地方の現場の話をしても答えがわからないという事

が出てくると考えられる。 

【会社】そういった事を発生させない。しっかりと大阪地区を責任もって見るとか、京滋地区を責任も

ってみるというイメージで担当を据えてそういった事がないように、現場の実態も把握しながらき

ちんと対応できるような仕組みを作っていきたいと考えている。 

【組合】中国統括本部ができて、岡山・広島・米子があるが、経営協議会として各地本と協議するのか。 

【会社】基本的にはそのイメージである。岡山・広島・米子の各地方に対して中国統括本部が対応させ

て頂く。交渉場所は必ずしも広島である必要はないと思う。広島に統括本部があるので、基本は広

島だが案件や出席されるメンバーや内容によっては各地方に出向く事が望ましいのであればそうな

る。そこは今後の労使間の窓口の整理であり、かたくなに広島でやるので米子から広島に来るよう

にというスタンスではない。柔軟に労使でしっかり話し合って決めていくべきもので、今後の地方

交渉で整理すべき事柄と考えている。 

 

VI. 雇用、労働条件などについて 

【組合】支社の境界線が無くなる関係でシニアの異動や手当や雇用契約関係を交えて説明して頂きたい。 

【会社】２０２２年１０月１日に新しい組織が発足した場合は、それぞれ勤務する組織が大きな変更を

伴うものであり、引き続き勤務を希望するシニア社員の方々との間で、どこに勤務するのか希望さ

れるのかも含めて相談をさせて頂き、改めて雇用契約を締結し直す事を考えている。 

２、３項目のシニア社員のところにも関わってくるが、現在各支社に配置している間接機能は新

たに設置する統括本部に集約する事で、機能自体を移管する事になるので、体制の構築に必要な異

動は当然発生する事になる。異動や出向は業務上の必要性や本人の能力等を総合的に勘案して行な

う考え方は変わらない。転居を伴う異動等の心配はあるかと思うが、社員の方の意向を確認しなが

ら現行通り取り扱う考えである。在宅勤務の関係については、組織構造改革後の働き方を見ていか

なければいけないが、基本は発令された箇所に出勤して働く事であり、業務内容等を勘案しテレワ

ークでも充分対応可能な業務なら、現場の管理職社員と相談してもらいながら柔軟な働き方も認め

ていきたい。 

５項目のエリア手当の関係については、率については制度としてこれまで様々な検討をして築き

上げており、今回の組織の見直しにおいても、一定の合理性を有していると考えている。各統括本

部または各エリア支社の勤務箇所として発令をしており、在勤地として指定された所でエリア手当

が支給される事については、これまでと変わるものではない。 

６項目の労基署の対応について、現行支社の間接機能が届出行為を行なっているが統括本部に機

能が移管されるので統括本部の方で担当する。 

シニアの異動や支社の境界がどうなるかという事であるが、業務エリアの支社の概念が地域行政

の概念という事に変わるので、地方機関は統括本部になると考えている。統括本部エリアというも

のを同一支社の範囲として取り扱うという考え方である。シニア制度を創設した時の趣旨が、現地

において様々な設備の事等を踏まえながら技術継承等という観点でシニア社員として活躍して頂き

たい。間接機能が統括本部に集約されるのに伴う必要な異動は、社員の方々と相談しなければいけ

ないが、現場機能は現地に引き続き残るので異動の対象とするものではないと考えている。 

【組合】エリア手当の範囲は支社単位であるが、支社の名前もエリアも変わる。一部は変わらないと修

正しなくてはいけない。 

【会社】そこはある。旧支社エリアになるが、福岡支社は従来の福岡支社の時の考え方をそのまま踏襲
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して、今の福岡エリアを作っているが、それと同じような読み替えが発生すると思う。例えば概念

が統括本部全体になるという事で、今後若い社員がどんどん増えてきて旧エリアを知らない社員が

増えた時に「旧神戸支社や旧大阪支社とは何か」という事にならないように、一つのやり方として

協定の書き替えが発生する時に書面での文章で、エリア支社の考え方や旧支社の地域等、後々誰が

見ても分かるようにして残すのもありかと思う。そこはっきりさせるのが大事だと考える。 

【組合】様々な単位を統括本部に集約すると言うのなら、エリア手当を高い方に集約したら良いのでは

ないか。 

【会社】都市手当の時代から見直すにあたっては議論を重ねながら出来上がっているので、考え方とし

ては在勤発令されて働いている場所で判断していく。 

【組合】府県単位で支社としての機能は残すがエリア手当は今の支社が府県ではないからイコールでな

い。 

【会社】今後の支社は新しい形として地域とのお付き合いを中心に行なっていく姿になるので、日々現

場で働いている方々については、統括本部という所属する組織が変わるが現地で関わる仕事という

のは、これまでと同じように引き続き対応して頂くので、今回の組織見直しの影響は少ないと思っ

ている。 

【組合】組合員さんが心配しているのは異動の関係である。昔から不当転勤だと言う形で受け止める方

もいる。シニア社員ができた趣旨の一つは技術継承であり、できる限り転勤がないようにして頂き

たい。他のＣ層の社員も同じで支社単位が統括本部だと捉えれば転勤範囲がものすごく広がり不安

を煽る物である。 

【会社】そこは本人とも会話をしながら、何の理由もなく異動するという事は基本的に無い。何らかの

理由があって異動して頂くので本人の意向とかを突き合わせ総合的に勘案しながら決めていくもの

である。 

【組合】施策の大前提として、安全やサービスを低下させないと言うが片方で効率化を進めるのだから

安全やサービスは大丈夫なのかと思う。働く人や地域の方々もそういう気持ちになる。会社として、

施策を実施しても安全・サービスは低下させませんとアピールしながら実際に業務を運営して実証

する事が重要である。間接機能が集約されるという効率化は現場の労働者も感じていて、働く職場

が縮小していく不安もある。今は動きが速すぎて現場の労働者は非常に不安を感じているが、その

不安に応えるようなメッセージを積極的に発信して欲しい。 

【会社】赤字が続いていると、会社として立ち行かなくなるという事が全員に対しての雇用不安になる。

そこは非常に我々も重視して、なんとか今の経営状況を立て直さなければならない。業務をいかに

スリム化して、収益が減っても利益を上げるようにするのがまず前提になる。その中で働く職場が

縮小していくかもしれないが、少数の中でお客様に提供する安全を確保しながら鉄道輸送を営んで

いく。決して雇用不安を起こそうとは思っていない。定年やシニアの満了で退職される方は、一定

の規模がいる中で採用数を抑えたりしながら、極力少ない体制で雇用を維持して経営を回していく

事を考えて今回の施策も検討しているので、ぜひご協力頂きたい。 

【組合】会社を立て直して一刻も早く社員を安心させたいという思いは分かるが現場の労働者の気持ち

も理解して欲しい。不安を煽ると離職者も増えていく。 

【会社】離職者が出ないようにしたいのは我々も同じ思いであり、この会社に入って一緒に働いて成長

していくという雰囲気を作りたい。会社にとって様々な事をやっていかなければいけないと思って

おり、例えばテクシアが持っている技術という他の鉄道事業者でも使えるようなものがあるので、

別の収益が得られるような新しい価値を作って成長していくようにしたい。将来に夢を描けないと

いけないと思う。 

【組合】成長するには労働者も必要である。そこはきちんと考えてもらいたい。労働者が賛同してつい
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ていかなければ、いくら立派な施策を立ててもだめである。そうならないように切に願い、配慮す

る事を合わせて申し入れておく。 

【会社】詳細については各地方で提案させて頂いて貴側とも議論を深めていければと思います。本社・

本部間でもう一度確認する事があれば窓口と整理をさせて頂きたい。 

 

以上 

 



電送№078-11



電送№078-12



電送№078-13



電送№078-14



電送№078-15




