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左から宗定選手（総務系統分会）、水野選手（大工所分会）、
梅村選手（大阪鉄道病院分会）、浦選手（JR不動産開発分会）

図：ベアは生涯賃金を底上げする

総支部 浩志くん
そうしべ  ひろし

　大手企業の賃上げ回答が軒
並み昨年を下回る見通しの中、
会社は終始昨年比で減収減益
であることや、今後人口減少に伴
い市場全体の縮小が見込まれる
など、経営見通しは楽観できない
と主張し続けた。このような状況
を鑑みても、今回勝ち取った純ベ
ア７５０円、４年連続のベア獲得
は非常に大きな成果だと言える。
　一部組合員からは「なぜＪＲ西
労組はベアに拘るのか？」「ベー
スアップよりボーナスが多い方が
いい！」と言う声を聞くが、その年
の経営状況により乱高下する年
間臨給（ある時点での成果）より
も、賃下げが行われない限り働
き続けるまで貰えるベースアップ
（将来まで続く成果）の成果は非
常に大きい。またベースアップは
基本給以外である、エリア手当、
年間臨給基礎額、割増賃金単

価、退職金算定基礎額が増額す
るなどにも波及効果を生み出す。
４年連続で積み上げた3,250円
（2014年：500円、2015年：1,0
00円、2016年：1,000円、2017
年：750円）を生涯賃金に換算す
ると約220万円程度となり、この
1年間で新車を貰ったようなもの
だ。今一度、ベースアップの重要
性、重みを再認識したい。
　一方、４年連続で勝ち取った
ベースアップについては、手放し
では喜べない。私たちは会社が
存続するからこそ雇用が守られ、
不自由なく生活可能な給料を貰
えている。ベースアップは、会社経
営において固定費が増えること
になる。会社が言うように、今後、
人口減少、輸送人員の減少など
将来の会社事業運営にとって大
きな壁が待ち構えている。勝ち
取った成果に喜ぶのではなく、将

来を見据えて働き方改革を今ま
で以上に推進し、生産性を高め
ていくために企画・提案を行って
いくのが責任組合としての責務
である。組合員の皆さんも引き続
き「働き方改革」を「自分ゴト」とし
て捉え、働き方改革を推進してい
こうではないか。

　２月１１日（土）、絶好の青空
の下、京都の冬の風物詩、第２０
回JR京都駅ビル大階段駈け上
がり大会が開催された。記念す
べき節目の本大会には、１００

チーム４００名が参加し、本社総
支部（ホップ・ステップ・ジャン
パーズ）はチーム成績３６位と
大健闘し、２０１７春闘に弾み
を付けた！

　中央闘争委員会は、組合員の負託を胸に、最後の最後までベアに
こだわり粘り強く交渉を続け、若手からベテラン層まで幅広く、賃金
改善となる成果を引き出し、席上妥結した。改めて中央闘争委員会
へのご支援、また本社総支部における春闘への取り組みに感謝申し
上げたい。

●労働協約に定める基準昇給の完全実施（定期昇給分の確保）
●純ベア７５０円（全社員の職務遂行給に750円を加算）
　※750円にエリア手当の反映分を含むと797円
●年間臨時給与５.４４ヶ月（夏季6/30年末12/8に2.72ヶ月ずつ支払い）
●プロ採（大卒）・総合職（高専卒）初任給の引き上げ措置
●北陸３セク会社への出向手当（広域、エリア内）に3,000円加算
●契約社員、シニア・シニアリーダー社員の時間給５円引き上げ
　（京阪神地区で２年目以上の契約社員（駅、客乗）は、10円引上げ）
●シニア・シニアリーダー社員の出向者の労働時間補填措置等の導入
●総合生活改善等
　・特定診断利用支援金の改善
　・項目の拡大（肝臓がん、胆のうがん、すい臓がん、前立腺がん、動脈硬化、心疾患）
  　　項目数制限なし,項目あたり上限額廃止（男性２万円、女性３万円）

    ・保育所等利用支援金の新設（共済会負担から会社負担へ）
　・団体定期保険のシニア・シニアリーダー社員への拡充

●扶養手当の見直しについて早期に提案を実施【口頭表明】
●企業型確定拠出年金の導入（2018年度中の導入を目指す）【口頭表明】

春闘勝利に向けて
ホップ・ステップ・ジャンプ！

第２０回JR京都駅ビル
大階段駈け上がり大会開催

2017春闘で勝ち取ったその他成果

～純ベア７５０円（４年連続）、年間臨給５．４４ヶ月～
ベースアップ４年連続の重みと意義を十分認識しよう！

2017春闘妥結
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１．労働時間管理の
　更なる徹底
　平成15年に本社で、平成24
年に大阪電気工事事務所で、異
常なまでの長時間労働を一つの
原因として社員を突然失った事
実は忘れてはならないし、今後
絶対にこのような不幸な社員、家
族を出してはいけない。会社、管
理者だけでなく社員についても、
労働時間管理の状況が重大な
コンプライアンス違反を招くこと
を理解・浸透させる取り組みを実
施し、労働時間管理については
今まで以上に徹底を図ること。ま
た、大阪鉄道病院においては、労
組が実施した賃金実態調査アン
ケート結果から労働時間管理に
ついて疑義が生じているので、実
態調査と併せて改善に向けて労
使で早急に議論の場を持ち、必
要に応じて具体的な対策を来年
度中に実施すること。
　その他に36協定で締結した時
間外労働の見込み報告で、見込
み報告を挙げていないにも関わら
ず、月45時間を大幅に超えて実
績が報告されることがある。会社
は、管理者及び社員に対して36
協定を理解させ、仮に見込み報
告後に45時間を大幅に超過する
状況となった場合は、その都度
労組に報告すること。上記のよう
なルール違反は、今後認めない。

２．働き方改革（業務変革）の
　具体的取り組みの深度化
（１）平成29年度の働き方改革
　　で特に強化する取り組み

■業務を進めるにあたっての
　資料の精度、量の見直し

　依然、各種会議や業務を進め
るにあたっての資料作成に、業
務の大半を費やしている傾向が
窺える。業務内容を選別した上
で、「100点」またはそれ以上を目
指す業務の進め方から、「優」を

目指し、また求める業務変革を進
めること。
■明確な業務指示と
　確認会話による業務遂行

　曖昧な指示（所謂、鶴の一声）
が大きな負担になることを役員、
部門長、管理者は重々認識するこ
と。また、業務を進めるにあたって
は、双方の確認会話等によって業
務の優先度やレベル感の共有を
図った上で、業務を進めること。
（２）働き方改革を振り返り、
　　継続的に実施する項目

　取り組みの濃淡はあるものの、
働き方改革による業務見直しを
実施してきた事実は確認できた
が、昨年度に引き続き、一部課・
グループ、個人の長時間労働が
依然として変わっていない。業務
分析を行い、業務スキーム・体制
の変更や構築、業務量の削減、
必要な人員配置、働きやすい環
境整備等、具体的な対策を早期
に講じること。また、働き方改革
については、管理者や社員に任
せるだけでなく、積極的に役員、
部門長が関わること。
　以下の項目については、引き
続き考慮すること。
●工事事務所の工事量を意識
し、より一層の工事量・業務量削
減に努めること。
●車両計画、車両設計のプロ

ジェクト件名の重要性を関係主
管箇所は認識し、一層の業務平
準化を図ること。
●間接部門における技術継承の
重要性を認識し、上司・部下・同僚
のコミュニケーション改善をより一
層図り、教育やスキル向上に必要
な業務指示を柔軟に行うこと。
●社員一人ひとりが働きがいを
高め、あわせて企業価値を高めて
いけるように年休取得率向上に
向けて取り組むこと。

３．休日労働の
　実態把握と是正
　一部課・グループで休日労働
を前提とした業務実態がある。突
発事象や業務性質上、休日労働
をせざるを得ない場合もあるが、
健康上の観点やワーク・ライフ・
バランス、翌日等の勤務・生産性
向上を考慮し、休日労働を抑制
する取り組みをすること。また、引
き続き本社においては、休日労
働の際の業務指示書の徹底を
図ること。
　その他に会社は、休日労働（公
休日労働）実績を、毎月の時間外
労働実績報告と併せて数値化・
見える化して報告すること。

　働き方改革は、今年度全社展
開され本社については、取り組

み3年目に入ります。働き方改革
は、残業を減らすことが目的では
ありません。当社や社会全体がお
かれる環境を見据えた上で、社
員が心身ともに健康で働きがい
を持って業務に励み、結果として
生産性が向上し長時間労働が
抑制され、生み出された時間を
有効活用することで、会社と共に
成長、好循環を生み出すことが
大きな考え方です。この考え方を
社員一人ひとりが現在おかれた
状況や環境を鑑み、自分ゴトとし
て捉え目標を設定し、どう実行し
ていくかが重要であり、働き方改
革の大きな考え方はあるものの目
的、目標は千差万別でその時々
によって変わっていくもので、会
社や労働組合から与えられるも
のではありません。簡単に考える
と生き生きと少しでも楽しく、やり
がいを持って働くことができる、つ
まり魅力ある間接部門や職場を
構築していくことと考えてみては
どうでしょうか。
　働き方改革は、一朝一夕に進
むものではなく、絶えず取り組み
を継続していくことで、1歩ずつ
着実に変革していくものです。　
　来年度は中期経営計画201
7、安全考動計画2017の最終年
度であり、且つ次期中期経営計
画等を策定していく重要な年度
となることから、安易に時間数だ
けを減らしてくのではなく、前段
で述べたように、気持ちよく業務
に励み、併せて働き方改革を着
実に進めていくためにも、来年度
設定する年間の特別延長時間
は、今年度と同様480時間（大阪
鉄道病院の医師は、530時間）と
します。しかしながら、480時間ま
で働いて良いとの考えではありま

せん。原則、年間の限度時間は
360時間です。将来的には法定
限度内である360時間を目指し
て取り組んでいかなければなり
ません。
　また、前段で述べた働き方改
革の大きな考え方及び長時間労
働を防止する観点から、来年度
からは間接部門において休日労
働（公休日労働）についても1箇
月16時間まで、年間12日（1箇月
2日）までとします。
　休日労働を前提とした働き方
が一部課・グループにあり、且つ
長時間労働の温床になっている
（公休日労働時間が36協定上
の労働時間にカウントされない、
36協定で定められた限度時間
を超過しないために、公休日労働
に逃げている）ことを重く捉え、組
合が会社に課題を提起し、協議
を重ね協定項目に新たに追加し
た経緯があります。休日労働が
前提となっているような一部課・
グループにおいては、より一層の
働き方改革を推し進める必要が
あります。
　これも、締結した時間数や日数
まで働けると勘違いしてはならず、
あくまでも法律上決められた休日
であると労使ともに認識しなけれ
ばなりません。
　働き方改革は道半ばでありま
すが、上司・部下・同僚が一体と
なり着実に前進していく必要が
あります。今一度、何か課題で何
をしなければならないのかという
視点を持って頂き、今までの業
務を振り返るとともに職場で議
論し、精神論の働き方改革で収
まるだけでなく、具体的な変革に
向けて実行に移して頂くことを要
請します。
　

　本社総支部は会社（本社・本社付属機関、大阪鉄道病院は3月28日締結、大工所、大電所は3月29日
締結）と、平成29年度（H29.4.1～H29.3.31）の３６協定を締結した。３６協定締結に際し、本社総支部
では全分会の分会執行委員会に参加し生の声を聞く取り組みを行うとともに、分会代表者会議（H
29.3.17）において意見集約を行った上で、労働時間管理の更なる徹底、働き方改革の深度化、休日労
働の是正等にこだわり会社との協議を進めてきた。以下に本社・本社付属機関、大阪鉄道病院の確認項
目を示す。（大工所・大電所は業務速報No.3、4を参照）

　２月２８日（火）に大阪鉄道病
院内において、勤務終了後の組
合員総勢６０名が参加し、２０
１７春闘勝利に向けた緊急ア
ピール行動を行いました。
　大阪鉄道病院は、本年秋以

降に緩和ケア病棟が新設さ
れ、勤務体系が大きく変わりま
す。全体で緊急アピール文を確
認し、藤井分会長による団結ガ
ンバローで行動を締めくくりま
した。8時間

45時間
360時間

1日
1箇月
年間

60時間（年6回）
うち80時間（年3回）1箇月

1箇月に2日まで上記以外

1箇月2日まで
年間12日まで

 1箇月16時間まで

間接部門
★指令所・指令業務に
　従事 する者を除く

本社（※2） 480時間
支社（工事事務所除く） 480時間

工事事務所 530時間
年間

限度時間

特別
延長時間※1

休日労働
 (公休日労働)

時間外労働について

※1「特別延長時間」とは、労使が協議して定めた事由により、臨時的に限度時間を超えて時間外労働
　  を行う特別の事情がある場合の延長時間をさす。
※2 大阪鉄道病院の医師を除く。

平成29年度 36協定の締結内容について

休日労働について

～働き方改革３年目～
平成２９年度３６協定締結
働き方改革の深度化に向けて、
こだわりの３点（本社・本社付属機関、大阪鉄道病院）
について具体的に取り組んでいく旨の見解を確認！

本社・本社付属機関、大阪鉄道病院

大阪鉄道病院分会
2017春闘勝利に向けた
緊急アピール行動を開催！
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　ろうきん梅田支店、新担当の宮
島です！これからよろしくお願いし
ます。
　日頃よりろうきんをご利用頂き、
誠にありがとうございます。3月より
本社総支部を担当することになりま
したろうきんの宮島章護と申しま
す。私は“誠心誠意”をモットーにし
ております。組合員の皆さまのご相
談に全力でお答えできるよう取り組
んでいきます。営業担当として、より
良い商品やサービスを提案、また
は、ご紹介していきますので、今後
もろうきんをよろしくお願いします。
　組合員の皆さまから様々なご相
談をして頂いておりますが、中でも
ご相談が多いのが住宅ローンに関
するご相談です。
　マイホームの購入はライフプラン
の中でももっとも大きなお買いもの
の一つです。「どのような資金計画を
立てればよいの？」「どのような費用
がかかるの？」「いくらぐらいの住宅
を買うべきなの？」このような様々な
疑問や不安があると思います。そこ
で、そうしたお声にお役立ちいただ
けるよう、ユニオンプロモーションの
紙面をお借りして、数回に亘ってガ
イドコラムを掲載させて頂きます。
　皆様のライフプランニングのお力
添えになれば幸いです。ぜひご期
待ください。

住宅購入の第一歩は、
無理のない返済計算を立てることから。
家計のバランスの考えて、
予算を立てましょう！

住宅ローンガイド
ご購入からお借換えまで
住宅ローンにまつわる
情報を紹介

資
金
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
①

新しく
ご購入される
場合の手順

新しく
ご購入される
場合の手順

平成３年６月２８日生まれ　
２６歳　Ｂ型
趣味　サイクリング
彼女募集中！

近畿ろうきん
梅田支店　
担当：宮島章護

ろうきんガイドコラム
（第１回）

マイホーム購入にあたっての
ライフプランニング
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資
金
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
②

新しく
ご購入される
場合の手順

新しく
ご購入される
場合の手順

検索近畿ろうきん

窓口で、
ていねいに、
まごころ相談

スマートフォン

ケータイ

お近くの店舗を検索
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　２月２３日（木）、北梅田研修セ
ンターにおいて、ＪＲ西労組本社
総支部第１回分会代表者会議
（春闘地方委員会）を約５０名参
加のもと開催した。
　冒頭、本社総支部早稲田委員
長から安全確立、春闘勝利、働
き方改革について挨拶があり、分

会活動の更なる充実と積極的な
考動を要請した。また、中央本部
本田書記長は、安全、組織課題、
春闘、政治活動について触れ、特
に、春闘に関する想いや諸課題
を中央闘争委員会に生の声とし
て届けて欲しいと分会代表者に
訴えかけた。

　本会議では、蒲書記長から２
０１７春闘方針と現在の取り組
み状況の説明があり、また本社
総支部が抱える課題に関して共
有化を図った。
　全体質疑では、８名の代表者
が春闘勝利に向けた想いを中央
本部に届けた他、働き方改革の
現状、在宅勤務（テレワーク）の
試行状況、東京地区で働く組合
員が抱える課題、次年度３６協定
締結に向けての課題など、多くの
発言があり、本社総支部執行部
から答弁と中央本部白壁企画部
長から補足答弁があった。
　最後に早稲田委員長から春闘
勝利、働き方改革などあらゆる課
題に対して、着実に前進すること
をお誓いし、力強い団結ガンバ
ローで閉会した。

　３月５日（日）、東京（アジュール
竹芝）において、「東京地区春闘
集会兼激励会」を開催した。本集
会は、東京地区の組合員（東京地
区出向者含む）を対象に開催して
いるもので、約６０名の組合員が
参加した。
　第１部の春闘集会では、中央
本部の本田書記長から春闘の現
状、ＪＲ連合の上村総合組織・政
策局長から情勢報告があった。春
闘集会全体で８名が質疑を行
い、春闘満額回答に対する熱い
想いのほか、東京地区が抱える問
題に対して議論が行われた。
　会の最後は、春闘満額回答と
東京地区ならではの課題に対し
て前進することを願い、早稲田執
行委員長の力強い団結ガンバ
ローで締めくくった。
　また第２部の激励会では、ＪＲ
連合の松岡会長が駆け付け、普
段顔を合わすことのない組合員同
士が大いに語り合った。

　３月３日（金）、大阪鉄道病院
の組合員によって、中央闘争委員
会に本社総支部各分会で想い
を寄せた、檄布を届ける行動を実
施した。中央本部の石松賃金対
策部長から、現在の交渉状況に
ついて、非常に厳しい状況である
が、諦めず闘う決意表明があっ

た。大阪鉄道病院では、
約370名の仲間が、本

春闘への想いを寄せる署名、全
組合員参加による檄布行動を展
開した。ヤマ場までまだ時間はあ
る。最後の最後まで諦めずに闘
い、労使一体となって地域に根
ざした中核医療病院となるため
にも、勝ち取らなければならない
闘いがここにある！

　３月１７日（金）、北梅田研修セ
ンターにおいて、第２回分会代表
者会議を開催した。中央本部から
羽野業務部長が駆け付け、非常
に厳しい闘いであった１７’春闘の
成果報告があった。また、次年度

３６協定締結に向けて、各分会代
表者から意見集約を行い、１１名
から働き方改革の現状と締結に
関する要望等について発言が
あった。

2017春闘勝利！
第１回分会代表者会議
（春闘地方委員会）を開催

東京地区において
２０１７春闘集会 兼 
東京地区組合員激励会を開催 

大阪鉄道病院分会
2017春闘檄布行動！
春闘満額回答の
熱い想い届け！

第２回
分会代表者会議を開催
（春闘成果報告、次年度３６協定）

●イキイキと働ける環境（魅力ある間接部門）を
　自分ゴト化と創意工夫で作り上げよう！
●心身ともに健康で働きがいを持って業務に励み、
　会社とともに成長する風土を作ろう！

●より少ない労力・時間で成果をあげ、
　自分への投資や家族の幸せの為に時間を作ろう！

働き方改革は、道半ば！

諸課題と2017春闘方針の共有化を図り、
本社総支部から春闘を盛り上げる！

春闘満額回答の熱い想い届け！
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５連覇を達成した東京指令所分会

1日目：荻山中央執行委員長の特別講義

2日目：人生羅針盤研修

子供たちも参加

　３月１０日（金）～１１日（土）に
分会の核となり、組合活動をけ
ん引する本社総支部分会役員を
対象としたユニオンスクールを
開催した。
　初日は、中央本部間接部門部
会と合流し、蒲書記長から労働
運動の歴史と、組合活動の原点
である世話役活動の重要性に
ついて講義があり、次いで中央
本部荻山委員長から、ＪＲ発足
直後の労働環境や離合集散を
経て、現在のＪＲ西労組が形成
された転換期の経験を中心に特
別講話を受講した。
　２日目は、制度改正が行われ
る家族支援共済の移行手続き
や、働き方改革についてグルー
プディスカッションを行い、（株）
J-UNIONの萩原氏から「人生
羅針盤」と題して、ゲーム方式を
用いながら、組合活動や人生設
計における必要な考え方やスキ
ルを学んだ。また、我々働く者の
立場に立って、生活設計や共済
でお世話になっている、近畿ろう
きんと交運共済から、各種商品
のポイントやメリットについて特
別講義を頂いた。
　２０１７春闘も佳境に入る中、
分会役員同士が理解を深め、ま
た仲間意識を醸成する、大変有
意義な場となった。

　連合は現在、「クラシノソコアゲ応援団！
RENGOキャンペーン」の取り組みの中で
「長時間労働の是正、集めよう、届けよう、働
く私たちの声」と題し、各労組からフォトメッ
セージを募る活動を展開しており、本社総
支部も積極的に参加している。長時間労働

や過重労働を無くしていくためには、労使一
体となった取り組みが最も重要だ。私たち自
身が、労働環境や自らの働き方を見直し、労
使で知恵を出し合い、働きがいのある人間
らしい仕事・労働（ディーセント・ワーク）を
実現していこう。

　４月４日（火）、ホテルグランヴィア大阪に
おいて、ＪＲ西労組地本・総支部の基本組
織で活躍する女性役員を対象とした「第２
回女性ネットワーク委員会」が総勢約１８０
名参加のもと盛大に開催され、本社総支部
からも分会で活躍する女性組合役員８名が
参加した。
　本委員会の一部では、「男女平等参画社

会実現にむけた労働組合の取り組みにつ
いて」と題して、連合総合男女平等参画局
の冨高局長から特別講演があった。その
後、グループに分かれて日頃の活動につい
て意見交換・発表を行い、女性が活躍でき
るＪＲ西労組運動について、現状と課題の
共有化を図った。

　３月１８日（土）、ノア・フット
サルステージ久宝寺におい
て、過去最多の１１チーム・１
２０人の参加のもと「２０１７
本社総支部フットサル大会」
を開催した。
　今大会では、２面のコート
のうちの１面を１.５時間、子ど
も達専用のコートでオープン
にし、親子でボールに親しみ
賑やかな大会となった。
　決勝は「東京指令所分会
（フォーティー）」
と「技術開発分
会（ＦＣ板 挟
み）」の対決とな
り、地力に勝る
東京指令所分
会が５対０で技
術開発分会を
下し、大会５連
覇を達成した。
　東京指令所は、本社総支部を代表して、５月に開催される
本部大会に出場する。また、大会終了後の懇親会では、日々
の課題や春闘成果などについて意見交換を行い大いに盛り
上がった。

これまでの本社総支部の主な活動

世話役活動、共済等について学ぶ！

長時間労働を是正しよう！

東京指令所分会（フォーティー）が、大会五連覇！
2017フットサル大会本社総支部ユニオンスクール　

分会役員コース～を開催！

クラシノソコアゲ応援団！
ＲＥＮＧＯキャンペーンフォトメッセージ

第２回女性ネットワーク委員会を開催！


