２

２０１１春季生活闘争に勝利し、雇用
確保・賃上げ・生活改善を実現しよう！
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総合労働協約改訂 の
取り組みについて
総合労 働協約改訂の 取
り組みに ついては︑ 項
目の要求 を提出し交渉 を
強化した 結果︑９月 日
の団体交 渉において﹁
歳以上の 在職条件の見 直
し﹂﹁別居手当の見直し﹂
﹁デスク 手当の見直し ﹂
﹁契約社 員の労働条件 に
関する協 約締結﹂等に つ
いて組合 要求に沿った 回
答を引き 出し︑妥結し ま
した︒
平 成 年度年末賞 与
及び年末 一時金の取り 組
みについて
平成 年度年末賞与 の
要求は︑ 業務委員会に お
いて会社 の経営状況等 を
分析︑議 論し︑昨年と 同
月数の２ ．７ヵ月︑契 約
社員の一 時金について も
組合員基 準に沿って要 求
するとと もに︑加算額 に
ついても 要求しました ︒
月 日の団体交渉に お
いて︑基 本給額の２． ４
５ヵ月︑ 支払日は 月 ９
日以降と の回答があり ま
した︒会 社の回答は﹁ 平
成 年 度の中間決算に お

27

55

17

12

﹁契約社員の 平成 年度
年末一時金 の要求﹂につ
いて申し入れ ︑ 月２日
より団体交 渉に入りまし
た︒今回は 期末手当交渉
にあたり︑ その要求の主
旨について﹁申第３号﹂︑
﹁申第４号 ﹂及び﹁申第
５号﹂を説 明するととも
に︑﹁組合 の基本スタン
ス﹂を示し ︑﹁従来の形
にこだわら ない交渉とし
て対応して いく﹂と強い
決意を述べ 交渉を開始し
ました︒その内容は︑

安全・安心輸送に 向
けた取り 組みについて
﹁安全 ・安心輸送の 確
保は輸送 業務の最重要 課
題﹂と の認識に立ち ︑
﹁安全最 優先﹂の企業 風
土づくり と︑お客さま の
命を預か る者としての 職
責を再認 識し︑事故を 引
き起こさ せない体制づ く
りに向け て取り組んで き
ました︒ その上で﹁安 全
輸送の確 保は労使共通 の
最重要課 題﹂との認識 に
立ち︑我々自らもアルコー
ル測定時 の対応方及び 禁
止事項の 改善により意 識
改革の徹 底を図るなど ︑
飲酒運転事故撲滅に努め︑
安全 安
･ 心 運転 の確 立 に
向け取り組んできました︒

５ ジェ イアール四国 バ
３ 職場環境改善 につい スの労働 条件改善等の 取
り組みについて
て
職場環境改善に 向けた
取 り組みは極めて 重要で
あ ると認識してお り︑現
行 の労使間ルール を踏ま
え ながら︑﹁明る く働き
が いのある職場づ くり﹂
に 向け改善の取り 組みを
行 ってきました︒ 具体的
に は︑定期大会以 降の支
部 ・分会大会及び 各種集
会 等で議論された 職場諸
問 題及び福利厚生 に関し
て 項目に精査し ︑解決
に 向けた取り組み を行っ
てきました︒

13

③ 保存休暇 の使用範
囲の拡大について
④ Ｂ単価︑ Ｃ単価︑
Ｆ 単価等の改正 について
⑤ ＳＡＳの 検査・診
察 ・治療等の対 応につい
て
⑥ 半休制度 の新設び
配 偶者出産休暇 制度等の
多様な休暇制度の新設
⑦ 契約社員 の社員登
用制度の新設
⑧ 契約社員 の生理・
結 婚の有給休暇 の新設
⑨ 駅業務の 効率化に
伴 う一時金の支 給につい
て
⑩ エキスパ ート社員
の 多様な勤務及 び特殊勤
務手当について

平成 年 度契約社員
の賃金引き上げについて
平成 年度契 約社員の
賃金引き上げについては︑
﹁ ２月８日付け の﹁平成
年度契約社員 の賃金引
き 上げについて ︵ＪＲ四
国 労組申第９号 ︶﹂再度
回 答されたい︒ ﹂と申し
入 れ︑契約社員 が﹁働き
が い﹂を実感で きる労働
条 件の充実・前 進を目指
し︑取り組みました︒

４ 効率化施策等 会社施
策への対応について
月 日︑経 営協議会
に おいて︑会社よ り﹁運
転 士と運転士によ るツー
マン列車の運転について﹂
説明がありました︒
その考え方は︑ ﹁当社
を 取り巻く経営環 境は︑
益 々厳しくなるこ とが想
定 されるが︑その ような
中 ︑今後も安全で 安定的
な 列車の運行維持 及び乗
務 員勤務の労働効 率向上
を 図るため︑業務 分担の
見 直しにより︑車 掌が乗
務 していた列車を 運転士
に よる車掌業務を 行うこ
と で運転する方式 を実施
し たい︒﹂との内 容でし
た︒
これに対し組 合は︑
﹁ 将来に向け︑効 率化は
必 要なことと認識 するも
の の︑今回の説明 は︑そ
の 方向性︵ワンマ ン運転
へ の変更︶︑施策 の実施
内 容︵職名・職責 ・業務
内容等︶がわかりづらい︒
組合員の意見集約も行い︑
具 体的な労働条件 等につ
い ては団体交渉で 解決を
図 っていきたい︒ ﹂との
考え方を示しました︒
具体的には︑当 該職場
に おいて職場集会 を開催
し ︑意見集約を行 いまし
た︒
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﹁特 例業務勘定の利
益剰余金﹂ 等をはじめと
する支援策 について︑労
使一体とな り要請行動を
展開してい るが︑会社は
どのように 評価している
のか︒﹁評 価する﹂との
見解であれ ば︑その評価
を年末手当 に反映すべき
である︒
組合 は︑今回の中間
決算の内容 ︵赤字決算︶
をベースに した議論は行
わない︒
人事 院勧告は指標の
一つである ことは認めて
も︑その前 提は﹁支給月
数﹂ではな く︑﹁支給額
ベース﹂で 考えるべきで
ある︒
以上︑今 回の交渉に挑
む組合の強 い意志︑想い
を主張し︑ 組合員の期待
感と努力に 報いるための
誠意ある回 答を求めまし
た︒
今期は４ 回にわたり︑
粘り強く交 渉を継続しま
したが︑ 月 日の交渉
において︑ 支給月数は︑
基準内賃金 の２．１ヵ月
分︑エキス パート社員︑
契約社員の 一時金につい
ても回答がありました︒
本部は︑ 現在の厳しい
状況の中︑ 安全・安定輸
送︑増収︑ さらには特例
業務勘定の 利益剰余金等
の政策課題 解決に向けた
取り組み等 を最大限考慮
した回答で あると判断し
妥結しました︒

22
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か︒﹂ と︑考え方を 聞く
ととも に︑契約社員 の職
場での 任務や役割等 は大
きく︑ 賃金改善・処 遇制
度の確 立は重要であ ると
認識していることを訴え︑
持ち帰 り業務対策委 員会
を開催 ︑次年度に向 けて
前向き な検討を要請 し︑
了承しました︒
９月 日︑２回目 の交
渉にお いて︑申第１ 号の
労使間 の取り扱いに 関す
る協約 については﹁ 現行
条文を 改訂する考え はな
い︒﹂ また︑労働条 件に
関する 協約について は現
段階で の考え方が示 され
ました ︒これに対し 組合
は︑今 回の交渉は︑ 要求
内容に ついて個別的 に︑
かつ具 体的に議論を した
が︑こ れらを踏まえ て改
善をす るよう主張し ︑次
回交渉 に向け最大限 の検
討を要請しました︒
９月 日の最終交 渉に
おいて ︑﹁保存休暇 の使
用範囲 を３歳未満の 子を
養育す る場合﹂に拡 大す
るとと もに︑﹁検察 審査
会に審 査員として出 席す
る場合 ﹂の有給休暇 の新
設を引 き出しました ︒併
せて︑ 旅行業業務の 効率
化によ り︑パートナ ー社
員から サポーター社 員に
変更と なる契約社員 に移
行措置 として移行調 整一
時金を 支給するとし た組
合要求 が反映された 回答
も示さ れましたが︑ その
他の要求項目については︑
前進を 図ることはで きま
せんで した︒本部は 持ち
帰り業 務対策委員会 を開
催し︑ 検討した結果 ︑こ
れ以上 の前進は困難 と判
断し妥結しました︒
２ 平 成 年度年末 手当
及び年末一時金について
本部 は︑ 月 日 に申
第３号 ﹁平成 年度 年末
手当の 要求﹂及び申 第４
号﹁エ キスパート社 員の
平成 年度年末一時 金の
要求﹂ 並びに申第 ５号
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交渉経過
８月 日の第 １回交渉
に おいて︑組合 より要求
項 目の主旨説明 を行いま
し た︒これに対 し会社側
よ り︑申第１号 について
は ︑﹁会社の体 力︑貴側
の 要求主旨を踏 まえ鋭意
検 討していくこ ととした
い ︒﹂契約社員 の賃金引
き上げについては︑﹁パー
トナー社員及びサポーター
社 員の契約基本 賃金につ
い ては︑世間相 場の動向
等 を総合的に勘 案した結
果 ︑今年度の改 定は行わ
な いこととする ︒﹂との
回 答がありまし た︒組合
は ︑﹁﹃世間相 場の動向
等を総合的に﹄とあるが︑
どのように比較したのか︒
ま た︑組合が申 し入れて
い た業務量に応 じたラン
ク の見直しは検 討したの

22

22

22

31

第

安全・安定・安心輸送の確立に向け、
最大限取り組もう！

(3)

回定期本部委員会
職 場 討議 資料

４

12

１

32

ＪＲ連合との連携を強化し、政策課題の
実現を図ろう！
３

10

来るべき統一地方選挙勝利に向け、
組織の総力を結集しよう！

事故 が発生しました ︒ま おいて︑基 本的な考え方
た︑ 大過には至らな かっ の確認と昨 年までの未解
定期 大会 以降
たも のの︑予讃線浅 海〜 決事項を中 心に︑各支部
の 経過 につい て
大浦 間での運転支障 や︑ より提出さ れた要求事項
安全・安定輸送に向け 送風機テンションプーリー を精査し︑ ８月 日︑申
折損 等︑一歩間違え ば大 第１号﹁総 合労働協約改
た取り組みについて
きな 事故に繋がる事 柄も 訂について ﹂申し入れる
発生 したことから︑ その とともに︑ 併せて︑春闘
原因 と再発防止につ いて 時に申し入 れた﹁平成
経営 協議会において 議論 年度契約社 員の賃金引き
を行いました︒
上げ﹂につ いて︑再度︑
さら に︑ 月には ダイ 回答を求めました︒
ヤ改 正経営協議会を 開催
労 使間ルールについ
し︑ 次期ダイヤ改正 に反 ては︑労使 対等の立場で
映す べく実施後の問 題点
要
求
しました︒
につ いて議論し︑説 明を
労 働条件に関する要
求め るとともに︑改 善を 求について は︑労働時間
促しました︒
短縮︑割増 賃金の増額を
中心に 項目要求しまし
労働条件の 維持・
た︒なお︑ 主な要求は以
改善について
下
のとおりです︒
① 労 働時 間 短縮 の実
１ 総合労働協約の 改訂
施計画について
等について
② 年 間１ １ ９日 への
本 部は昨年８月７ 日︑ 休日増
第１ 回業務対策委員 会に

【サブスローガン】（案）
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(4)

24
ＪＲ四国労組運動の
充実・強化・継承を図り、
ＪＲ四国の未来を切り拓こう！！

ＪＲ四国労 組は︑﹁安
全・安定輸送 の確立﹂が
全てに優先す ること︑尊
い命を預かる 私たちの重
大な使命であ ることを認
識し︑働く者 として自ら
が安全確立に 参画すると
ともに︑会社 の安全への
取り組みが現 場実態を踏
まえたものに なっている
か︑チェック ・提言機能
を発しながら その重要な
役割である﹁安全の確立﹂
に向け取り組 みを強化し
てきました︒
しかしながら ︑ 月に
伊予小松駅に おいて︑ワ
ンマン列車が お客様をド
アで挟んだま ま走行し︑
怪我をさせる という重大

【メインスローガン】

１ ﹁一企業一 組合﹂組
織 の充実・強化 の取り組
みについて
私たちＪＲ四国労組は︑
結 成以来︑今日 まで﹁一
企 業一組合﹂に 向けた組
織 の充実強化に 取り組ん
できました︒
組織の基本方 針は︑Ｊ
Ｒ 四国に働く全 ての仲間
を 総結集し﹁組 合員の雇
用 と労働条件を 守る﹂体
制 の早期確立を 図ること
で す︒そのため に︑当面
の 組織目標であ る﹁組織
体 制の一元化を 実現し︑
魅 力と活力ある 組織を構
築 する︒﹂こと を念頭に
お き︑本部組織 対策委員
会 を中心に各級 機関の組
織 対策委員会と の連携を
図 りながら情報 分析と情
勢判断を行ってきました︒
そして︑国労 四国に対
し ては︑執行部 と意見交
換 を行い︑この 間積み上
げ てきたベクト ル合わせ
に 対する考えに 変更がな
い ことを確認し ︑企業内
労 働組合のスタ ンスに立
ち ︑自らの手で 組合員の
雇 用と労働条件 を守る運
動 を第一義とす る取り組
み を行うよう呼 びかけ︑
会 社の諸施策等 の諸課題
を 共有化し︑﹁ 四国はひ
と つ﹂を基本に 共同歩調
の 積みあげを行 ってきま
した︒
さらに︑ベク トル合わ
せを分会段階にまで理解・
浸 透させる重要 性や組織
的 に議論する必 要性を訴
え てきましたが ︑一元化
に 向けた具体的 な意思統
一 までには至っ ていませ
ん︒
また︑組織の 充実強化
を 図るために︑ 各級機関
18

ボ＆温泉ツアー ﹂を 名 部執 行委員会にお いて︑
の参加の下開催しました︒ 女性 特別執行委員 が承認
ＪＲ連 合青年・女性 され ︑組合活動へ の女性
委員会に青年 女性会議議 組合 員の参画意識 向上に
長が幹事とし て参画する 努め るとともに︑平成
とともに︑Ｊ Ｒ連合が主 年１ 月 日に﹁第 １回男
催する女性代 表者会議や 女平 等参画推進委 員会﹂
研修会等に積 極的に参加 を開 催し︑男女平 等参画
を推 進する上での 問題点
しました︒
また︑全国のＪＲグルー の抽 出︑及びＪＲ 四国労
プで働く仲間 との交流等 組と しての﹁男女 平等参
を目的とした ﹁ＪＲ連合 画行 動計画﹂に掲 げる課
青年・女性委 員会ユース 題等 の解決に向け て議論
ラリー﹂は︑ 本年５月に を行いました︒
四国で開催を 予定してい
ます︒準備単 組となる本 部会活動 の取り組みに
部青年女性会議としても︑ ついて
昨 年８月 日に ﹁部会
昨年の８月以 降これまで
４回の﹁ユー スラリー実 三役 会議﹂を開催 し︑一
行委員会﹂を開催し︑ユー 年間 の取り組みの 総括及
スラリー開催 の成功に向 び部 会活動の充実 を目指
けて企画︑準備中です︒ して 部会任務の明 確化に
向け た意思統一を 行いま
男女平等参画推進の取 した︒
ま た︑業職種別 専門部
り組みについて
ＪＲ四国労 組は︑ＪＲ 会の ﹁答申﹂作業 や検証
連合﹁男女平 等参画推進 作業 は︑年間を通 しての
計画﹂及び﹁ 男女平等参 活動 と位置づけ︑ 本部執
画行動計画﹂ に基づき︑ 行委 員会と各部会 がより
第 回定期大 会において 連携 した取り組み を行う
﹁男女平等参 画推進委員 こと を確認し︑経 営協議
会﹂の設置を 決定し︑Ｊ 会で の議論を視野 に入れ
Ｒ四国労組と しての目標 た取 り組みを進め てきま
を設定するな ど︑男女平 した︒
な お︑各部会の 定期委
等参画推進に 向けて取り
員会 ・常任委員会 を︑次
組んできました︒
具体的な取 り組みとし のとおり開催しました︒
て︑これまで に実施した ・工 務部会第 回 定期委
女性組合員に 対する労働 員会 平成 年 月６日
組合活動への 参画意識調 ︵土︶本部１階会議室
査アンケート の結果内容 ・営 業部会第 回 定期委
を踏まえ︑総 合労働協約 員会 平成 年 月 日
改訂等の申し 入れに反映 ︵木︶本部１階会議室
するとともに ︑ユニオン ・運 転部会第 回 定期委
スクール﹁レディースコー 員会 平成 年 月 日
ス﹂を開催し ︑男女平等 ︵火︶本部１階会議室
参画推進の取 り組みや職 ・関 連部会常任委 員会
場環境改善等 について女 平成 年 月 日 ︵火︶
性組合員との 意見交換を 本部２階会議室
行いました︒
また︑男女 平等参画を 政策・調 査活動の取り
推進していく ために掲げ 組みについて
た数値目標に 基づき︑定
期大会及び本 部委員会の １ 政策課題の解 決に向
特別代議員・ 特別本部委 けて
員の女性枠の新設に続き︑
高速道路料金 施策へ
昨年 月開催 の第４回本 の取り組み

一昨年 ３月からの高速
道路大幅 割引に続き︑昨
年６月か らは高速道路無
料化施策 に伴う無料化社
会実験区 間が四国でも２
路線指定 され︑今後︑Ｊ
Ｒ四国︑ ジェイアール四
国バスへ の影響がさらに
大きくな るものと想定し
ています︒
ＪＲ連 合では︑これら
の高速道路問題について︑
﹁総合交 通体系の視点か
ら鉄道を はじめとする公
共輸送機 関への影響を十
分考慮し ︑自動車利用の
負担軽減 策同様︑ないし
それ以上 の支援が必要﹂
と考え︑ すでにこうした
内容を昨 年来︑国土交通
大臣︑内 閣官房副長官︑
民主党幹 事長室に対し繰
り返し要請してきました︒
ＪＲ四国労組も︑政府・
与党の検 討状況や国会で
の審議状況などを踏まえ︑
公共交通 の維持︑発展を
通じた持 続可能な交通体
系の形成 のために︑ＪＲ
連合国会 議員懇談会︑
﹁ 世紀 の鉄道を考える
議員フォ ーラム﹂︑及び
四国の鉄 道を考える国会
議員連絡 会との連携を強
化し︑政 府︑民主党︑自
治体︑地 方議会等への要
請︑働き 掛けを精力的に
展開してきました︒
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Ｊ Ｒ三島・貨物の経
営支援策 に関する緊急課
題の取り組み
ＪＲ連 合は︑ＪＲ発足
から 年 目の今日も︑未
だに自立 経営確保の展望
がみえな いＪＲ三島・貨
物の経営 支援のために︑
鉄道・運 輸機構の特例業
務勘定の 利益剰余金を有
効活用す べきとの要望を
﹁国鉄改 革の完遂にむけ
た最重点 の緊急要望﹂と
題し︑政 府︵国土交通大
臣︑財務 大臣︑各政務三
役︶や民 主党︵企業団体
対策委員 長︶に対して緊
急要請を行ってきました︒
また︑当 該課題に関係の
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90

98

90
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(5)

27

10

スクール の開催及び組 織
力の向上 を図るための レ
クレーシ ョンを開催す る
など︑青 年女性会議の 育
成・強化 に積極的に取 り
組んできました︒
具体的 には次のとお り
です︒

23

24

20

30

各支部青年女性会 議
との意志 疎通︑連携強 化
を図るこ とを目的に︑ 本
部青年女 性会議第 回 定
期委員会 開催以降︑３ 回
の本部青 年女性会議常 任
委員会を開催しました︒

26

12

29

11

(2)

(3)

(4)

10

10

18

の執行 委員会等を最 大限
に活用 して職場で直 面す
る多く の問題点の集 約・
整理に 努め︑機関の 充実
を目指 しました︒さ らに
職場オ ルグ及び各種 集会
におい ては︑より多 くの
組合員 と現状認識及 び問
題点の 共有化を図り 組合
員に対 する情報発信 と意
思統一に努めてきました︒

11

15

(1)

青年女性組合員を 対
象とした ユニオンスク ー
ル﹁フレ ッシュマンコ ー
ス﹂及び レ｢ディースコー
ス に
｣ 参 加 し︑ ＪＲ 四 国
労組の次 代を担う役員 の
育成等に 取り組むとと も
に支部青 年女性会議主 催
の学習会 にも積極的に 参
加しました︒
青年女性会議情報 誌
﹃＋ ﹄
α︵プラスアルファ︶
のさらな る充実を図る と
ともに︑ＪＲ四国労組ホー
ムページ にも掲載し︑ 青
年女性会 議のタイムリ ー
な情報を掲載しています︒
レクレーション活 動
において は︑これまで の
開催内容 等を精査し︑ 組
織力の向 上と交流拡大 を
図ること を目的に︑青 年
女性会議 自らが企画・ 実
施しまし た︒昨年７月
日には︑ 四国各地より 参
加した 名をグループ 毎
に分け︑ 各ポイントを 巡
りながら 得点を競い合 う
﹁サイク ルラリー﹂を 高
松市で開催するとともに︑
昨年９月 日には初の 試
みとして ︑女性常任委 員
の企画により女性組合員︑
準組合員 を対象に男女 平
等参画等 についての学 習
会も兼ね ︑香川県直島 に
おいて秋 季レクレーシ ョ
ンを開催しました︒また︑
１月 日〜 日︑兵庫 県
ハチ高原 ︑城崎温泉に お
いて︑毎 年恒例となっ た
冬季レク ﹁スキー・ス ノ
49
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組織の現状
ＪＲ 四国労組の組 織率
は︑ＪＲ 四国では ．２
％︑ジ ェイアール四 国バ
スでは ．５％︑全 体で
．８ ％であり︑昨 年の
定期大 会より０．２ ％の
アップ となり︑責任 組合
として 当面の目標で あっ
た組織率 ％を維持 して
います︒
組織拡大について
昨年 の定期大会以 降で
は他組 合よりの加入 はあ
りませ んでしたが︑ ジェ
イアー ル四国バスに おい
ては︑昨 年に引き続き
月に契 約社員から社 員へ
の登用 があり︑９名 全員
の組織 拡大が図られ まし
た︒
契約 社員の組織拡 大に
ついて は︑ＪＲ四国 の本
社︑駅 ︑ワープ︑ジ ェイ
アール 四国バスの新 規採
用者を 中心に組織拡 大を
図って います︒また ︑定
年退職 再雇用者︵エ キス
パート ︶の組織拡大 にも
取り組んできました︒

化闘争は︑国鉄改革以降︑ ル ﹂とＤＶＤ﹁Ｊ Ｒ三鷹
私たちに託 された最重要 電 車区事件の真実 ﹂を配
課題のひと つであり︑や 布 するなど積極的 に支援
り遂げなけ ればならない 行動を展開してきました︒
正義の闘い です︒労働界
などの情勢 をみても︑私 ３ ＪＲ四国労組 退職者
たちＪＲ連 合へのＪＲ労 連絡会について
働者の総結 集こそが︑わ
ＪＲ四国労組退 職者連
が国の基幹 産業であるＪ 絡 会は︑退職者の 生活保
Ｒの健全な 発展のための 障 設計の充実と福 祉事業
社会的要請 であることは 活 動推進を目的に 結成さ
明らかです︒
れま した︒昨年 月 日
ＪＲ総連 の生命線であ に︑第９回総会を開催し︑
る﹁反断圧 の闘い﹂は︑ 一 年間の活動方針 と組織
昨年６月の 東京高裁にお 運 営について意思 統一を
ける浦和電 車区事件控訴 図 るとともに新役 員体制
棄却判決に よって︑確実 を決定しました︒
に終焉を迎 えようとして
ま た︑ 月 日 ・ 日
います︒年 度内には︑上 に 岐阜県で開催さ れた︑
告が棄却さ れることは必 Ｊ Ｒ 連 合 退 職 者 連 絡 会
至の情勢の なか︑ＪＲ総 ﹁ 全国会長会議﹂ に参加
連・東労組 は最高裁に口 し ︑親睦を深める ととも
頭弁論を開 かせる取り組 に ︑交運共済加入 促進の
みとして︑ 要請行動やハ 取 り組みについて 意思統
ガキ行動を 展開していま 一を図りました︒
す︒ 月１ 日には︑﹁弾
圧から８年 ︑最高裁に口 青年女 性会議の育成・
頭弁論を開 かせ︑逆転無 強化の 取り組みについ
罪を勝ち取る ．１大集 て
会﹂を開催 しましたが︑
昨 年 月９日に 宇多津
各方面に集会へのメッセー 町 ﹁ホテルサンル ート瀬
ジ要請を行 うとともに︑ 戸 大橋﹂において ︑﹁安
﹃労組攻撃 を意図した平 全 絆 創造﹂を メイン
沢自民党議員の国会論議・ ス ローガンに掲げ ︑本部
万民の法に 背く公安警察 青年 女性会議第 回定期
の謀略情報 ﹄なるパンフ 委員会を開催しました︒
レットを配 布し︑国会に
委員会では︑安全確立︑
おける動向 に危機感を募 労 働環境改善︑技 術継承
らせています︒
問 題︑男女平等 参画︑
一方︑Ｊ Ｒ東日本・北 ﹁ 鉄道建設・運輸 施設整
海道・貨物 各社は︑ＪＲ 備 支援機構﹂特例 業務勘
連合の取り 組んできた被 定 などについて質 疑を受
害者救済運 動の前進によ け執行部答弁を行った後︑
り︑ＪＲ総 連系第一組合 活 動方針が採択さ れると
との癒着関 係を清算すべ と もに︑新たな執 行部体
く︑一定の 距離を置き始 制を確立しました︒
めています︒
そ の後︑ 月６ 日の香
このよう な中︑ＪＲ四 川 支部青年女性会 議定期
国労組もＪ Ｒ労働界の三 委 員会を皮切りに ︑６支
極構造の打 破︑ＪＲ労働 部 全てにおいて支 部青年
者の社会的 地位の向上に 女 性会議定期委員 会が開
向 け ︑ 月 日 に 都 内 催 され︑機関運営 の充実
﹁憲政記念 館﹂において に取り組んできました︒
開催された ﹁民主化闘争
また︑ＪＲ四国 労組の
勝利 ． 総決起集会﹂ 次 代を担う青年女 性組合
への参加や ︑国会議員地 員 の育成が急がれ ている
元事務所や友誼団体等に︑ 中 ︑リーダーの発 掘と育
マンガ﹁奪 われたハンド 成 を図るためのユ ニオン
11

12

(1)

90

(2)

２ 民 主化闘争への 取り
組みについて
ＪＲ 連合は︑本年 を民
主化闘 争﹁決戦の年 ﹂と
位置づ け︑国鉄改革 の残
滓であ る﹁ＪＲ総連 への
革マル 派浸透問題﹂ の解
決に総 力をあげて闘 って
きまし た︒同問題は ＪＲ
総連出 身の参議院議 員の
誕生という事態を受けて︑
結果的 に︑国会でも 大々
的に取 り上げられる など
政治問題化しています︒
私た ちが取り組む 民主

12

15

いては︑一 部高速道路の 代 表者が出席す る業務委
無料化施策 ︑高速道路利 員 会で議論し︑ 経営協議
用料上限﹁１︐０００円﹂ 会 に付議するな ど︑あら
施策の継続 実施等︑当社 ゆる場を通じて解決を図っ
を取り巻く 経営環境は厳 てきました︒
しい状況が 続いています
が︑収入面 では昨年の新 ﹁ 一企業一組合﹂に向
型インフル エンザによる けた取り組みについて
減収の反動 及び高知・松
山地区から 京阪神方面へ
の高速バス 輸送が好調に
推移したこ と︑経費面で
は高速道路 利用料割引及
び設備投資 の抑制による
減価償却費 の減少︑事故
防止施策の 推進による事
故件数の半 減︑各種の経
費節減施策 等により︑経
常収益は約 １億円を確保
することが できました︒
今後︑円高 の影響等先の
見えない景 気減速傾向の
継続に加え ︑高速道路施
策の変更が予測される等︑
バス会社に とっての経営
環境は益々 厳しいものが
見込まれま すが︑労使が
一体となり 収入の拡大と
経費の節減 に取り組み︑
安定経営に 向けた基盤整
備に邁進す ることを期待
します﹂との内容でした︒
本部は︑ 持ち帰り検討
した結果︑ ジェイアール
四国バスを 取り巻く経営
環境は︑景 気の低迷や高
速道路料金の大幅値下げ︑
さらには無 料化に向けた
社会実験な どにより極め
て厳しくな っているが︑
今回の回答 は︑各種経費
節減及び業 務の効率化等
に理解を示 し協力すると
ともに︑﹁ 安全・安心輸
送﹂を第一 義に︑日夜取
り組んでき た組合員への
最大限の評 価であると判
断し妥結しました︒
職 場環境改善の取り
組みについて
本部は﹁ 明るく︑働き
がいのある 職場づくり﹂
の観点から ︑安全・事故
防止︑ダイ ヤ改正等の職
場諸問題解 決に向け︑大
会・集会等 で出された問
題点につい て︑各分会の
(4)
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深い政策調 査会︑国土交
通部門会議 ︑財務金融部
門会議に関 係する民主党
国会議員に 対しても︑そ
の要望を説 明し︑部門会
議︑委員会 などの機会を
通じ︑ＪＲ 三島・貨物支
援の立場か ら議論いただ
くよう働き 掛けを進めて
きました︒ 併せて︑全与
党議員に対 する議員会館
での要請行動 や︑﹁ 世
紀の鉄道を考える議員フォー
ラム﹂の政 策勉強会︑さ
らには︑四 国の鉄道を考
える国会議 員連絡会にお
いて︑昨年 の８月４日︑
月 日の両日︑東京都
内において 利益剰余金等
の政策課題 実現に向けた
要請︑意見 交換を行いま
した︒
一方ＪＲ 連合は︑これ
らのＪＲ三 島・貨物の経
営支援策に 関する緊急課
題の取り組 みや︑２０１
２年４月にＪ Ｒ 年の節
目を迎える ことから︑昨
年８月︑Ｊ Ｒ連合﹁ＪＲ
年政策プ ロジェクト会
議﹂を設置 しました︒そ
の取り組みの一環として︑
鉄道・運輸 機構の特例業
務勘定の利 益剰余金を活
用した﹁Ｊ Ｒ三島・貨物
への経営支 援策の拡充や
恒久化﹂﹁ 高速道路料金
政策による ＪＲ各社の減
収への助成 ﹂などの要求
を提言する とともに︑実
現し︑公共 交通の維持・
発展︑持続 可能な交通の
構築を求め た地方議会に
おける意見 書採択行動も
展開し︑ 月議会までに
ヵ所の地 方議会にて採
決され︑四 国においても
ヵ所の議 会において採
択されました︒
この間︑ ＪＲ連合は︑
鉄道・運輸 機構の特例業
務勘定の利 益剰余金のＪ
Ｒ三島・貨 物会社の経営
自立への有 効活用につい
て︑総力を あげて政策実
現に取り組 んできました
が︑昨年 月 日︑ＪＲ
三島・貨物 支援策の取り
12

12

扱 いについて︑ 政府内で 連絡会 は︑同日︑自 動車
関 係大臣が合意 され︑具 交通局 長︑日本バス 協会
体 的な取り扱い が決定さ 理事長 に対しても同 趣旨
れました︒その内容は︑ の要請書を提出しました︒
① ＪＲ 三 島・ 貨物 会
社 の経営自立の ための支 ２ 調 査活動の充実 強化
援措置
に向けて
・ ２０１１年度 にＪＲ北
ＪＲ連合は︑昨年９月︑
海道︵２︐２００億円︶︑ 賃金政 策に反映すべ く全
Ｊ Ｒ四国︵１︐ ４００億 組 合 員 を 対 象 と し た ︑
円 ︶に無利子貸付 ︵ 年 ﹁第 回賃金実態調 査﹂
据 置後一括償還︑ 年物 を実施 しました︒Ｊ Ｒ四
の特別債を発行︶
国労組 としては︑各 級機
② ＪＲ三島 ・貨物会 関の協 力のもと︑回 収者
社の設備投資支援
１︐９８２名︑回収率 ．
◇ＪＲ北海道︑ 年間 ７％となりました︒
で ６００億円︵ １／２助
また ︑連合が実施 した
成︑１／２無利子貸付︶ ﹁２０ １０年度労働 条件
◇ＪＲ四国︑ 年間で 等の点検に関する調査﹂︑
４００億円︵１／２助成︑ ﹁労働 条件関係等調 査﹂
１／２無利子貸付︶
等︑各 種調査にも協 力し
◇ＪＲ九州︑ ５年間で ました︒
５００億円︵無利子貸付︶
◇ＪＲ貨物︑ ７年間で 教育・広報活動 の取り
７００億円︵無利子貸付︶ 組みについて
というもので した︒今
後 は︑関連法案 改正等が １ 教育活動について
着 実に行われる か動向を
教育担当者会議 につ
注目していきます︒
いて
昨年 ８月４日に教 育担
当者会 議を開催し︑ 平成
年度 の大会方針に 基づ
いた具 体的な教育活 動実
施計画等を決定しました︒
ユニ オン スクー ル
﹁フレッシュマンコース﹂
昨年 月 日から 日
にかけ て︑香川県三 豊市
詫間町 の﹁ル・ポー ル粟
島﹂に おいて︑入社 ５年
目まで の組合員を対 象と
し︑ 名の参加のも と開
催しました︒
今回 もグループ労 組と
一体と なった教育活 動の
充実を 図るため︑Ｊ Ｒ四
国ホテ ル労組から女 性組
合員２ 名の参加者が あり
ました︒
スク ールは︑本部 役員
等が講 師となり︑﹁ 労働
組合っ て何だろう﹂ ﹁組
合と共 済活動の関わ り﹂
﹁ＪＲ 四国労組の歴 史﹂
及び﹁民主化運動の動向﹂
等をテ ーマに︑労働 組合
のある べき姿を理解 させ
(3)
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25
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78
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るとともに ︑組合との関 場 環境改善を目的 とした
わり方や仲 間意識を深め Ｄ ＶＤを活用し︑ セクハ
るための課 外活動を行う ラ の無い︑男女と もに働
など︑組織 への連帯を高 き やすい職場環境 作りの
める教育を実施しました︒ 必 要性を改めて認 識しま
ユ ニオ ン ス ク ー ル した︒
﹁中級リーダーコース﹂
ＪＲ採用の 歳以上の ２ 広報活動について
支部及び分 会役員を対象
昨年８月４ 日に広報
とした﹁中級リーダーコー 担 当者会議を開催 し︑新
ス﹂は昨年 月４日︑本 聞 ︑ニュースの正 確な情
部１階会議 室において︑ 報 伝達について確 認しま
名の参加 のもと開催し した︒
ました︒
﹁
Ｊ
Ｒ四国労組新聞﹂
講義では ︑リーダーと
を
７
回
発行し︑情 報の共
して欠かせ ない﹁世話役
有
化
に
努めました︒
活動﹂の重 要性や﹁ＪＲ
団体交渉等 速報性が
四国労組の 歴史﹂につい 求 められる情報に ついて
て理解させ るとともに︑
﹁ＪＲ四国労組ニュース﹂
最重要課題 である安全確
を 回発行しました︒
立や特例業 務勘定の利益
ジェイアー ル四国バ
剰余金等の 政策課題解決
に向けた﹁ ＪＲ四国労組 ス との団体交渉等 の情報
の取り組み ﹂︑さらには について﹁自動車支部ニュー
ス﹂を６回発行しました︒
﹁労働協約 ﹂の詳細等に
ＪＲ四国労 組ホーム
ついて学び ︑組合が行う
活動や運動 の現状︑リー ペ ージに︑﹁ＪＲ 四国労
ダーとして の役割や心構 組 ニュース﹂︑﹁ 自動車
えなどにつ いて習得し︑ 支 部ニュース﹂及 び﹁Ｊ
ＪＲ四国労 組の次代を担 Ｒ 四国労組新聞﹂ 等の情
う組合員の レベルアップ 報 を公開するなど ︑迅速
な更新に努めました︒
を図りました︒
ＪＲ連合機 関誌︵第
ユ ニオ ン ス ク ー ル
３ ８３号︶のグル ープ労
﹁レディー スコース﹂
﹁レディ ースコース﹂ 組 紹介の欄に︑四 国ＫＩ
は︑昨年 月 日に本部 ＯＳＫ労働組合を紹介し︑
１階会議室 において︑女 紙面作りに協力しました︒
性組合員７ 名の参加のも
ボラン ティア活動の取
と開催しました︒
女性組合 員を対象とし り組みについて
ＪＲ連合は︑労 働組合
たこのスク ールは︑﹁労
働組合の意 義﹂等の基本 の 社会的な役割に 鑑み︑
的な学習を はじめ︑ＪＲ ボ ランティア活動 を重要
連合及びＪ Ｒ四国労組が な 活動のひとつに 位置付
取り組んで いる﹁男女平 け て取り組んでい ます︒
等参画推進 ﹂について学 昨年 ９月 日から 日か
ぶとともに ︑﹁女性組合 け て︑山梨県早川 町にお
員が抱える 問題点と共有 い てＪＲ連合第１ 回ボラ
化﹂と題したテーマでは︑ ン ティア担当者会 議が開
職場諸問題 等について意 催 され︑各単組で のボラ
見交換を行 い︑問題点の ン ティア活動の取 り組み
共有化を図 り改善につな 状 況や課題につい ての意
げる教育を実施しました︒ 見 交換を行い︑そ れぞれ
また︑セク ハラ問題に対 の 地域で主体的な ボラン
する会社の 取り組みの現 テ ィア活動を積極 的に展
状や︑男女 平等を推進し 開 することを確認 しまし
ていく上で 重要となる職 た︒

ＪＲ四 国労組におけ る
ＪＲ連合国 会議員懇談
現 在︑ＪＲ四国 労組議
ボランテ ィア活動は︑ 青 会は︑第 回 参議院議員 員団 会議に加盟す る会員
年女性会 議を中心とし た 選挙の結果と ９月に発足 は３ 名です︒本年 度は︑
﹁鉄道版 交通安全教室 ﹂ した第２次管 内閣の体制 特に ﹁特例業務勘 定﹂に
の他に︑ 全組合員が参 加 を踏まえ︑９月 日に第 関わ る地方議会で の意見
できるボ ランティア活 動
回懇談会を 開催し︑松 書採 択や﹁２０１ ０年交
として︑ 空き缶のプル タ 野頼久会長︑ 榛葉賀津也 通重 点政策﹂の課 題実現
ブ回収を実施しています︒ 副会長︑三日 月大造事務 のた めには︑その 地域と
局長︑小川淳 也事務局次 密接 に関わる議員 団会員
政治・共闘の取り組 み 長︵香川選出 ︶を三役と との 連携・協力は 重要で
について
する新役員体制を決定し︑ あり︑連絡体制を密にし︑
政策課題や組 織課題につ 政策 課題の実現に 向けて
１ 政治関係について
いての当面の 取り組み方 取り 組みを強化し てきま
第 回参議院選挙 の 針を決定しました︒また︑ した︒
月 日には ﹁ 世紀の
取り組み結果について
ＪＲ四 国労組は政権 交 鉄道を考える 議員フォー ２ 共闘関係について
代を確実 なものとする た ラム﹂の第６ 回総会を開
連合・交運労 協につ
め︑第 回参議院選挙 候 催し︑新規加盟 議員︵
いて
補者５名 をＪＲ四国労 組 名︶を承認し ︑総勢で衆
今 年度も﹁連合 ２０１
推薦候補 者として決定 し 参１２６名と なる新体制 ０年 長崎平和集会 ﹂への
各県協を 中心に全員当 選 を確立しました︒その他︑ 参加 や︑﹁連合愛 のカン
に向けて 総力を挙げ取 り ２０１１年度 予算編成に パ﹂ など︑多くの 連合運
組みを展開してきました︒ 向けた緊急政 策課題など 動に 参画し︑運動 を展開
しかし︑ 小沢元代表の 政 に関する新年 度の方針を してきました︒とりわけ︑
治と金の 問題や普天間 基 確認するとと もに︑﹁２ ﹁宮 崎県口蹄疫被 害に関
地の移設 問題等により 民 ０１０年交通 重点政策﹂ する 支援カンパ﹂ に積極
主党は改 選数︵ 議席 ︶ の実現に向け た取り組み 的に 取り組み︑Ｊ Ｒ四国
を大きく 下回る 議席 の に積極的な行 動を展開し 連合 として２７１ ︐８２
獲得に止 まるなど非常 に てきました︒
５円 を集約するこ とがで
厳しい結果となりました︒
ＪＲ四 国労組﹁四国 きました︒
ＪＲ四 国労組の推薦 候 の鉄道を考え る国会議員
ま た︑四国交運 労協へ
補は︑５ 名中２名が当 選 連絡会﹂の活動について の取 り組みは︑昨年 月
しました︒
ＪＲ四国労 組﹁四国の 高知 市で開催され た﹁第
︻高知県協推薦候補者︼ 鉄道を考える 国会議員連
回定期総会﹂に参加し︑
・広田 一︵民主党・ 高 絡会﹂は︑四 国における 交運労協運動の中心となっ
知県︶ ︻当選︼ＪＲ 四 総合交通体系 の確立や︑ て支 えながら︑私 たちの
国労組 国会議員連絡 会 高速道路料金 問題をはじ 抱え る総合交通政 策の課
所属
めとする様々 な政策課題 題解 決に向け様々 な要請
ＪＲ連 合議員フォー ラ 実現を目的に 設立し︑四 行動等を展開しました︒
ム所属
国各県を選挙 区とする民
ＪＲ連合四国 地協に
︻比例区推薦候補者︼
主党国会議員 名全員が
つ
いて
・柳沢 光美︵民主党 ・ 趣旨に賛同し ︑活動を展
Ｊ Ｒ連合四国地 協は︑
比例区 ︶︻当選︼Ｊ Ｒ 開してきまし た︒８月４ ＪＲ 連合の地方機 関とし
連合議 員フォーラム 所 日には﹁特例 業務勘定﹂ て地 方での産別及 び単組
属
の経緯と課題 について意 との 交流と連帯を 深め信
︻香川県協推薦候補者︼ 思統一を図り︑ 月 日 頼を 高めるととも に︑組
・岡内須 美子︵民主党 ・ には大詰めを 迎えている 織の 強化に取り組 みまし
香川県︶︻落選︼
﹁特例業務勘 定﹂への署 た︒
︻愛媛県協推薦候補者︼ 名活動と新役 員体制の強
ＪＲ四国グル ープ労
・岡平 知子︵民主党 ・ 化︵新規加入 １名含む︶
働組合連合会について
愛媛県︶︻落選︼
について意思 統一するた
昨 年 月９日︑ 高松市
︻徳島県協推薦候補者︼ めに参議院議 員会館にお にお いて﹁第 回 定期大
・吉田 益子︵民主党 ・ いて開催し活 発な意見交 会﹂ を開催し︑執 行体制
徳島県︶︻落選︼
換を行いました︒
の確 立と一年間の 活動方
ＪＲ連合国会議員 懇
ＪＲ四 国労組議員団
針
を
決
定しました︒
談会・議 員フォーラム の 会議との連携 強化につい
四国再発見の 取り組
活動について
て
みについて
(1)

(2)

14

24

鉄道運 輸収入は︑高速
道路料金 の大幅な割引に
加え無料 化社会実験の実
施や︑不 透明な経済環境
等により ︑厳しい状況が
続いています︒
ＪＲ四 国労組は︑執行
委員会見 解を発し︑組織
を挙げた 増収活動への取
り組みを 要請してきまし
た︒

22
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21

23

組合員 とその家族の暮
らしを守 る福祉事業活動
の推進に は︑組合員の理
解と参画 意識の高揚が必

福祉・共済事業活動の
取り組みについて

22

30

21

11

レクレーション・サー
クル活動について

昨年８ 月４日に﹁サー
クル協議 会運営委員会﹂
を開催し︑ 平成 年度の
取り組み経 過と平成 年
度行事予 定について︑確
認・検証を行うとともに︑
本部主催 行事における運
営方法等 についても検討
を重ね︑ より充実した活
動と各級 機関においてそ
れぞれの 行事開催を行う
ことを確認しました︒
今年度 の本部主催行事
は︑第 回ソフトボール
大会を昨年 月 日に多
度津町に おいて各支部及
び本部チームの合計 チー
ムで開催 するとともに︑
第 回ゴ ルフ大会を昨年
月５日 に香川県まんの
う町﹁サ ンライズヒルズ
カントリ ークラブ﹂にお
いて組合員 名参加のも
と開催し ︑連帯と親睦を
深めました︒
また︑ 各県協・支部・
分会においても独自のサー
クル活動や﹁四国再発見﹂
を中心としたレクレーショ
ン活動が 活発に開催され
ました︒
なお︑ ﹁サークルだよ
り﹂を適 宜発行するとと
もに︑多 くの組合員に参
加頂くよ う︑各種行事の
周知はＪ Ｒ四国労組新聞
にも掲載しています︒
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ジェィア ール四国バ
ス における課題 解決につ
いて
ＪＲ連合自動 車連絡会
は ︑昨年 月 日︑津川
国 土交通大臣政 務官に対
し︑﹁総務省﹃行政評価・
監 視結果に基づ く勧告﹄
の 履行等に関す る要請﹂
を行いました︒
バス事業にお いては︑
２ ０００年及び ２００２
年 ２月の道路運 送法一部
改 正による行き 過ぎた規
制 緩和によって 秩序の無
い 競争を招き︑ とくに地
方 市町村ではバ スの撤退
が 加速し︑公共 交通のバ
ス 運行空白地区 が増加す
る などの深刻な 問題が生
じ ています︒こ うした問
題 を踏まえ︑Ｊ Ｒ連合は
国 土交通省が勧 告を着実
に 履行し︑早期 に秩序あ
る バス輸送を確 立して︑
バ ス事業の発展 を築くよ
う求めています︒
なお︑ＪＲ連 合自動車
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要です︒そ のため︑ＪＲ さ らに強化する 運動を展
四国労組の 取り組む各種 開します︒
共済につい て継続的に周
知活動を行ってきました︒ ２ ０１１春季生活闘争
交運共済 活動は︑共済 と 労働条件改善の取り
担当者会議 ︑分会長会議 組みについて
等への出席 や交運共済感
謝の集い︵ フェスティバ
ル︶への参 加など積極的
な活動を推進しました︒
アメリカ ンファミリー
﹁がん保険 ﹂及びＪＲ連
合﹁長期家 族サポート共
済﹂﹁ＪＲ 私傷病共済﹂
等は︑適宜 ︑資料送付を
行い情報提 供に努めまし
た︒

ア 賃金 の 維持 復
･
元の取り組み
賃金制度が未整 備な組
合 は︑連合が示す １歳・
１ 年間差の社会的 水準で
あ る５︐０００円 を目安
に賃金水準の維持を図る︒
全 産業・規模計︵ 組合員
の 基本賃金ベース ︶の１
歳 ・１年間差は︑ ５︐０
００円︵時間給では 円︑
所 定労働１６５時 間で計
算︶程度とする︒
イ 企業内最 低賃金
の取り組みの一層の強化
企業内最低賃金 協定の
締 結拡大と協定化 を図る
取り組みを展開する︒
ウ 特定︵産 業別︶
最低賃金の水準引き上げ
・ 歳高卒初任給 の参考
目標値１６３︐０００円
エ 生活防衛 の観点
からの一時金水準の確保・
向上
オ 一時金を 含めた
年間収入の確保・向上
② 非正規労働 者の労
働条件改善の取り組み
ア 非正規労 働者に
関 するコンプライ アンス
の徹底に取り組む︒
イ 非正規労 働者の
正規化の促進を図るため︑
正 社員登用制度の 創設を
図 るとともに︑パ ートタ
イ ム労働者だけで なく︑
派 遣労働者等間接 労働者
を 含む非正規労働 者の労
働 条件改善の取り 組みを
展開する︒
ウ 非正規労 働者の
労 働条件を正規労 働者に
近 づけるために︑ 均等・
均衡を踏まえて時間給ベー
ス で正規労働者を 上回る
賃 金の引き上げ︑ 福利厚
生 の適用・充実を 追求し
ていく︒
③ 時間給引き 上げの
取り組み
ア 絶対額１ ︐００
０円程度
イ
単組 が 取り 組
む 地域毎の水準に ついて
は ︑産別は現状を 踏まえ
中 期的に﹁県別リ ビング
ウ ェイジ﹂を上回 る水準

となるよう指導する︒
④ 中 小・地場の取 り
組み︵中小共闘方針抜粋︶
ア 賃金水準改善 の
ための水準値
賃金水 準の低下を防 ぎ
改善を目 指すには︑引 き
上げ幅だ けの取り組み で
は不充分 であり︑到達 す
べき目標 値を︵地方連 合
会︶が設定する︒
イ 賃金引上げ要 求
目安
・賃金 カーブ維持分 を
算定可能 な組合は︑そ の
維持原資 を労使で確認 す
る︒
・賃金 カーブ維持分 が
算定困難 な組合は︑賃 金
カーブの 維持相当分と し
て４︐５ ００円を要求 す
る︒
ウ 賃金改善分と し
て１％を 目安に要求︑ 交
渉を展開する︒
⑤ 男 女間の賃金格 差
是正と均 等法の定着・ 点
検の取り組み
ア 男女間の賃金 格
差の是正
イ 改正男女雇用 機
会均等法 の実効性の確 保
など︑改 正法の定着・ 点
検
⑥ ワ ーク ラ･ イフ バ
･
ランス実 現のための取 り
組み
ア 総実労働時間 短
縮の取り組み
イ 連合中期時短 方
針を踏ま えた展開を継 続
して行う
ウ 労働時間規制 の
取り組み ︵ 協定﹁特 別
条項付き 協定﹂の点検 ︑
適正化等 の取り組み︑ イ
ンターバル規制等︶
エ 時間外割増率 の
引き上げ
オ 両立支援の促 進
︵改正育児・介護休業法︑
改正次世 代育成支援対 策
法︶
⑦ ワ ークルールの 取
り組み
ア 労働関係法令 の
遵守の徹底
イ 快適な職場づ く

り
ウ
歳 までの雇用
確保
エ 障が い者雇用の
促進
﹁運動 の両輪﹂とし
ての﹁政策・ 制度実現の
取り組み﹂
﹁２０１１ 年度政策・
制度実現の取 り組み﹂と
﹁２０１１春 季生活闘争
における賃金 ・労働条件
改善の取り組 み﹂を﹁運
動の両輪﹂と して︑すべ
ての労働者を 対象にした
生活改善・格 差是正の運
動を強力に進めます︒
闘いの進め方
２０１１春 闘は︑社会
的な賃金水準 の形成をは
かり︑賃金の 社会的横断
化を追求する 闘いを展開
していく︒加 えて︑非正
規労働者を対 象にした社
会的キャンペ ーンの取り
組みや︑最低 賃金等の引
き上げによっ て全労働者
の底上げに向 けた取り組
みを強化します︒
① 共闘連 絡会議の機
能強化と有志共闘の役割
ア ５つ の各共闘連
絡会議を中心 に︑総がか
り態勢で労働 条件の復元
をめざし︑回 答引き出し
組合の集中度 を一段と高
めつつ︑相場 形成にその
役割を積極的 に果たして
いく︒
イ 新た に設置する
﹁非正規共闘﹂は︑均等・
均衡処遇の実 現に向けた
取り組みや︑ 派遣労働者
のための労使 協議などを
行っていく︒
ウ ２０ １０春季生
活闘争におい て設定した
代表銘柄を整 備するとと
もに︑新たに ﹁中堅代表
銘柄﹂を設定 する︒さら
に︑非正規労 働者の時給
と正規労働者 の月給をつ
なぐための指 標としての
時間当たり賃金を示す︒
エ 共闘 連絡会議代
表者会議︑書 記長・事務
局長会議を適 宜開催し︑
(3)

(4)

中小 ・地場組合に 対して ことが求められています︒
効果 的に相場を波 及させ
右記の 認識に基づき︑
るための協議を行う︒
すでに策 定した﹁中期労
② 要求提出
働政策ビ ジョン︵２００
原 則として２月 末まで ９〜２０ １３︶﹂に掲げ
に要求を行なう︒
る賃金水 準への到達︑そ
③ ヤマ場への対応
して総合 生活改善の実現
３ 月の最大のヤ マ場に に向け︑ ＪＲ７単組及び
回答 を引き出す﹁ 第１先 グループ 単組が一丸と
行組 合﹂と︑その 翌週の なって２ ０１１春季生活
決着 をめざす﹁第 ２先行 闘争に臨むこととします︒
組合 ﹂を新たに設 定し︑
ＪＲ各社の経営動向
相場形成と波及を図る︒
ＪＲ７ 社の中間決算の
状況は︑ 景気低迷︑高速
道路料金 ︑新型インフル
エンザの 影響で過去最悪
だった昨 年の状況からみ
ると回復 基調にあり︑Ｊ
Ｒ東日本 ︑ＪＲ東海︑Ｊ
Ｒ西日本 ︑ＪＲ九州︑貨
物会社は 単体・連結とも
対前年を 上回りました︒
しかし︑ ＪＲ北海道・Ｊ
Ｒ四国は ︑高速道路社会
実験と料 金の引き下げ︑
景気の低 迷などの影響を
受けて対 前年減収減益と
いう厳し い内容となって
います︒
また︑ ＪＲ旅客６社の
年末年始 輸送概況は︑主
要 区間の新幹線︑特急︑
急行利用 客数が前年同日
比１０６ ％となり︑３年
ぶりに前 年同期を上回り
ました︒
今後の 見通しは︑景気
の先行き 不透明感が拭え
ず︑高速 道路料金問題な
どの不安 定要素はありま
すが︑昨 年末の東北新幹
線新青森 開業︑そして３
月には九 州新幹線鹿児島
ルートの全線開業を控え︑
鉄道ネッ トワークの充実
に伴う各 社収益の好転も
期待されます︒
Ｊ Ｒ７単組・グルー
プ労組の賃金水準
ＪＲ７ 単組の賃金実態
︵２０１ １年度調査︶に
よると︑ ＪＲ連合が定め
る﹁上位 目標賃金﹂︵全
産業１千 名以上︑男子高
卒︑第３ 四分位︶につい
ては︑Ｊ Ｒ東海ユニオン
が全ての 年齢層で到達し

３ ＪＲ連合の２ ０１１
春季 生活闘争方針 につい
て
２ ０１１春季生 活闘争
を取 り巻く環境は ︑引き
続き 厳しい状況が 続くと
みる 必要がありま すが︑
ＪＲ 各社の中間決 算︵単
体・ 連結︶や年末 年始の
輸送 概況からは︑ 過去最
悪だ った昨年の状 況を脱
し︑ 回復基調に転 じつつ
あると言えます︒
こ うした中で迎 える２
０１１春季生活闘争には︑
連合 が主張する﹁ マクロ
での配分構造の転換﹂を︑
個別 労使における ﹁ミク
ロで の配分獲得﹂ につな
げる ために︑交渉 全般に
わた る精力的な取 り組み
が求 められます︒ さらに
﹁格 差是正﹂の取 り組み
は︑ 非正規労働者 に代表
され る﹁賃金の低 い労働
者﹂ が﹁賃金の高 い労働
者﹂ より積極的な 要求を
行う ことであり︑ これは
ＪＲ 産業において は︑Ｊ
Ｒ単 組に比べて比 較低位
にあ るグループ労 組が︑
より 積極的な賃金 要求を
行うことに他なりません︒
こ の間︑ＪＲ連 合加盟
各単 組が積み上げ てきた
﹁健全で良好な労使関係﹂
に立 脚した労使交 渉を︑
２０ １１春季生活 闘争に
おい て徹底的に行 い︑
﹁配 分﹂を獲得し ︑これ
によ りＪＲ産業で 働くす
べて の労働者の労 働条件
の底 上げを実現し て︑働
く仲 間の生活安定 を図る
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打破す るとともに︑ 日本
経済を デフレ循環か ら脱
却させ ︑活力ある社 会へ
の転換 ︑﹁希望と安 心の
社会づ くり﹂を目指 し取
り組んでいきます︒

を新たに設 置し︑非正規
労働者の正 規化︑処遇改
善に向け︑ 取り組みを推
進する︒
③ 政策 制度を﹁運動
の両輪﹂と して取り組み
を強化
労働条件 闘争と共に︑
﹁運動の両 輪﹂として︑
勤労者全体 の雇用・生活
条件の課題 解決にむけ︑
政策制度の 取り組みを推
進する︒
④ ワー ク・ライフ・
バランスの実現
﹁ワーク ・ライフ・バ
ランスの具 体的取り組み
方針﹂に基 づき︑雇用の
維持・創出 の観点も含め
た総実労働 時間の短縮と
割増率の引き上げ︑安全・
衛生対策︑ 子育て支援策
などについ て職場におけ
る取り組み を強化し︑政
策制度の実 現に向けた行
動の展開で ワーク・ライ
フ・バラン スの実現を図
る︒
⑤ すべ ての組合が取
り組むべき 課題︵ミニマ
ム運動課題︶
◇ 賃金 カーブ維持分
の確保
◇ 非正 規労働者を含
めた全労働 者を対象とし
た賃金をは じめとする待
遇改善
◇ 企業 内最低賃金協
定の締結拡 大と水準の引
き上げ
◇ 総実 労働時間の縮
減︑時間外 ・休日労働の
割増率の引き上げ等
具体 的な労働条件の
要求と取り組み
すべての 労働者の生活
を維持・向 上するために
は︑成果の 適正な配分を
追求し︑家 計と企業の分
配のバラン スの歪みを修
正・解消す ることが不可
欠と考え︑ すべての労働
組合が１％ を目安に賃金
を含め適正 な配分を求め
ていくこととします︒
① 賃金 をはじめとす
る労働条件引き上げ

(1)
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(2)

当 面 の活 動 方 針
︵ 案︶ につ いて

２ 連 合の取り組み につ
いて
２０ １１ 春季 生活 闘
争方針について
連合 は﹁２０１１ 春季
生活闘 争基本構想﹂ の中
の基本 的な考え方に おい
て︑﹁ 労働条件の復 元・
格差是 正の観点から 適正
な成果 配分を追求す る闘
争を展 開する﹂こと であ
り︑連 合に加盟する すべ
ての組 合が﹁すべて の労
働者﹂ を視野に入れ ︑要
求を起 こし︑配分の 歪み
を是正 し︑労働条件 の底
上げに 取り組むとし てい
ます︒
なお ︑闘争方針の 主な
内容は︑
① 全労働者を対 象に
適正な配分を要求
２０ １１春季生活 闘争
は﹁す べての労働者 の処
遇改善 ﹂にむけた２ 年目
の闘い と位置付け︑ 配分
を求め ︑より社会性 を追
求した 運動を展開す るこ
とでデ フレからの脱 却を
図り︑ 労働者への配 分の
歪みを 是正し︑個人 消費
を喚起 ︑経済の活性 化を
図っていく︒
こう したマクロ的 な観
点から ︑すべての労 働者
のため に１％を目安 に配
分を求 め︑労働条件 の復
元・格 差是正に向け 取り
組む︒
② 共闘連絡会議 を中
心とし た総がかりの 要求
実現
５つ の共闘連絡会 議を
中心に ︑構成組織・ 地方
連合会 などによる重 層的
な共闘 態勢を構築し ︑総
掛かり 体制での取り 組み
を積み 重ね︑要求実 現を
目指す ︒また︑パー ト共
闘を軸 に﹁非正規共 闘﹂

36

※﹁はじ めに﹂・﹁私
たちを取 り巻く情勢﹂
省略

１ ２０１１春 季生活闘
争 を取り巻く情 勢につい
て
長期間に及ぶ 家計と企
業 のバランスの 歪みは︑
労 働者の雇用・ 生活を切
り 崩すとともに ︑日本経
済 の行き詰まり という結
果 をもたらしま した︒賃
金 は︑ピーク時 から大幅
に 下落し︑その 結果︑消
費 は低迷︑国内 需要は大
き く縮小すると ともに︑
海 外への生産シ フトも進
み︑産業空洞化が本格化︑
人 材の流出・技 術流出も
危機的な状況にあります︒
一方︑政府は 公的債務
が ＧＤＰの２倍 を超える
と いう状況下で 大規模な
財 政出動ができ ない状態
です︒
今︑求められ るのは労
働 条件の復元︑ 格差の是
正 をはかること であり︑
労 使が危機感を 共有し︑
家 計・企業のバ ランスの
歪 みを修正・解 消するこ
と が重要です︒ それがデ
フ レ脱却への道 であり︑
そ うした努力が 個人消費
の回復︑働くモチベーショ
ン の向上につな がり︑産
業 ・企業競争力 の強化を
もたらすこととなります︒
低下を続ける 賃金を速
や かにピーク時 の水準ま
で 復元し︑企業 部門から
家 計部門への所 得移転を
図ると同時に︑この間もっ
と も犠牲になっ てきた非
正 規労働者の雇 用と生活
を 向上させ︑成 長を取り
戻 し︑そして︑ その成長
の 適正な配分が 消費拡大
へ とつながる好 循環にし
て いかなければ なりませ
ん︒
２０１１春季 生活闘争
は ︑国民の暮ら しや生活
に 蔓延する﹁閉 塞感﹂を
(2)

安全・安定輸送に向け
た取り組みについて
ＪＲ四国は ︑平成 年
度事業計 画において︑
﹁安全の確 保﹂は鉄道事
業者が絶対 に守るべき使
命であると ともに事業運
営の根幹で あり︑全てに
優先する最 重要課題をよ
り確かなものとするため︑
安全管理規 定に定める安
全管理体制 を有効に機能
させ︑さら なる輸送安全
水準の向上 を図るとして
います︒
ＪＲ四国 労組も︑安全
の確立が全 てに優先する
こと︑尊い 命を預かる私
たちの重大 な使命である
ことを認識 し︑基本動作
の意義や必 要性の共有化
による浸透 ・徹底に向け
て取り組 むとともに︑
﹁ヒューマ ンエラーは結
果であり原 因ではない﹂
との理念に 基づいて取り
組みを強化します︒
その上で ︑人命を預か
る基幹交通 を担うＪＲに
対する社会 の関心度や厳
しい視点を 認識して︑高
い規範意識 の下に︑﹁安
全へのチェ ック機能﹂を
22

(1)
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求められること
イ 企業業績の 成果
配分を 求め︑基本賃 金の
底上げ による労働分 配率
の是正 をはかる必要 があ
ること
ウ グループ労 組の
賃金底 上げと労働条 件改
善を実 現するため︑ ＪＲ
７単組 が積極的な賃 金引
き上げ を求めること によ
る波及 効果を創り出 し︑
格差是 正と側面支援 の強
化をす る必要がある こと
具体的な賃上げ 要求
の内容
① 平均賃金引き 上げ
方式
ア ２０１１年 ４月
１日現 在の賃金諸元 ︵想
定値︶
平均 基準内賃金 ３１
８︐１７５円︵ ・９歳︑
定昇相当分込み︶
イ 統一要求 １︐
０００円︵純ベア︶
② 個別賃金引き 上げ
方式
ア ２０１０年 ９月
日現 在の賃金諸元 ︵Ｊ
Ｒ連合 賃金実態調査 によ
る︶
平均 基準内賃金 ２９
６︐３０ ０円︵ 歳 男子
高卒・ 標準労働者層 ︑回
帰結果︶
イ 統一要求 １︐
０００円︵純ベア︶
③ 非正規労働者 に関
する要求
ア 時間給の引上げ
連合 が掲げる﹁誰 もが
時給１ ︐０００円﹂ や︑
地域最 賃の引き上げ ︑成
果配分︑正社員との均等・
均衡処 遇等を勘案し 取り
組みます︒
・﹁時 間給額 円 以上
の引き 上げ﹂を要求 しま
す︒
・時 間給１︐００ ０円
に達し ていない場合 は︑
その実現を目指します︒
イ
均等 均･衡 処遇
の実現
・正 社員化の制度 創設
を目指します︒
50

制度につ いては︑引き 続
き改善を求めます︒なお︑
定年制度 の見直し等に つ
いては︑ 世の中の動向 や
組合員の 意識などを勘 案
した上で ︑改めて組織 内
で検討することとします︒
ウ その他︑生涯 獲
得賃金の さらなる引き 上
げを目的 として退職手 当
の改善に 取り組み︑第 二
基本給の 縮小・廃止を は
じめとす る要求を行い ︑
交渉を強化します︒
具体的な進め方
① 要求提出
ＪＲ７ 単組は︑それ ぞ
れの機関 決定手続きを 経
て︑２月 日︵月︶ま で
に要求書 を提出するこ と
とします︒
② 交渉
ＪＲ連 合各単組は︑ 次
項に掲げ るヤマ場での 回
答引き出 しに向け︑精 力
的な労使 交渉に臨むこ と
とします︒
③ ヤ マ場と回答指 定
日
ＪＲ７ 単組は︑連合 の
設定する﹁第１先行組合﹂
の回答ゾ ーン︵３月 日
〜３月 日﹁最大のヤ マ
場３月 日〜３月 日﹂︶︑
﹁第２先 行組合﹂の回 答
ゾーン︵ ３月 日〜３ 月
日︶ での回答引き出 し
に向け取 り組みます︒ な
お︑ヤマ 場設定につい て
はＪＲ連 合執行委員会 で
決定します︒
(8)
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２０１１グループ 春
季生活闘 争の基本的な 考
え方
ＪＲ産 業の更なる発 展
にむけて は︑ＪＲとＪ Ｒ
グループ全体が一体となっ
て支える 体制の強化が 重
要で︑そ のためには︑ 働
く者のモ チベーション の
維持・向 上が何よりも 欠
かせませ ん︒こうした 認
識に立ち ︑２０１１春 季

生活闘争は︑ 引き続き
﹁ＪＲグルー プ労働者に
ふさわしい賃 金と労働条
件の向上を目 指す取り組
み﹂と位置づ けて闘いま
す︒
また︑グル ープ企業の
役割が一段と 高まる一方
で︑ＪＲグル ープ労働者
の賃金をはじ めとする諸
労働条件は︑ この間の賃
金実態調査や 諸労働条件
調査からも明 らかなよう
に︑ＪＲ各社 の労働者と
比べて相対的 に低位にあ
り︑意欲を持 って働くこ
とのできる環 境を早期に
整備すること は喫緊の課
題だと言えます︒
さらに︑複 数のグルー
プ会社におい て︑新たな
人事・賃金制 度の導入が
進められています︒人事・
賃金制度は︑ 言うまでも
なく組合員の 生活設計に
大きな影響を 与えるもの
であることか ら︑これま
で築き上げて きた健全な
労使関係に基 づき︑あら
ためて︑じっ くりと腰を
据えた労使交 渉を行う必
要があると考えます︒
ＪＲ連合は ︑すべての
ＪＲ労働者が 目指すべき
目標として﹁ 中期労働政
策ビジョン︵ ２００９〜
２０１３︶﹂ を策定し︑
その中でも︑ ﹁グループ
全体での雇用 確保︑労働
条件向上〜Ｊ Ｒブランド
にふさわしい 労働条件を
〜﹂として求 めることを
確認しています︒
したがって ︑２０１１
グループ労組 春闘を構築
していくにあ たって︑雇
用の確保を前 提とした上
で︑賃金の引 き上げ︑総
合生活改善に むけた労働
条件向上︑組 織化を含め
た非正規労働 者の均等・
均衡待遇実現 を運動の基
本柱にすえ︑ 通年的な課
題である﹁定 期昇給制度
の確立と適正 運用﹂及び
﹁労働協約の 締結﹂の実
現︑また︑連 合が求める
ミニマム要求 である企業

内最 賃協定締結等 に取り 確立︵労 使協定化︶と適
組んでいくこととします︒ 正運用を求めます︒
② 賃金引き上げ要求
ア 純ベア要求
統一要求 １︐０００円
イ 定昇込要求
５︐０００円中心︵内訳︑
ベア１０ ００円︑定昇相
当額４︐０００円中心︶
＊ 定 期昇給が﹁賃金
カーブ維 持相当分﹂とし
て労使協 定化されている
労組 ↓ 要求 額 ＝︵ １︐
０００円＋定期昇給額︶
＊ 定 期昇給が労使協
定化され ていない︵また
は﹁不十 分な﹂︶労組↓
要 求額 ＝︵ ５ ︐０ ００
円中心︶
③ 賃 金到達目標水準
の設定
最低到達目標水準
歳 所定内賃金１８５︐
０００円︵勤続年数不問︶
歳２１０︐０００円
歳２４０︐０００円
歳２６５︐０００円
④ 企 業内最賃協定の
締結拡大 と水準の引き上
げ
未締結 の単組は︑協定
化の要求 を行い︑﹁法定
最低賃金 ﹂や﹁特定︵産
業別︶最 低賃金﹂の他︑
連合が示 す﹁県別リビン
グウェイジ ﹂や 歳高卒
初任給想定値額︵１６３︐
０００円 ︶等を参考に協
定の締結 をめざします︒
既締結単 組については︑
最賃額の 改善を目指しま
す︒
⑤ 総合生活改善︵ワー
ク・ライ フ・バランスの
実現︶関する要求
労働時 間短縮や︑子育
て支援策 等の制度新設及
び改善を求めます︒特に︑
本年４月 １日以降は︑企
業規模１ ０１人以上３０
０人以下 の企業において
も次世代 育成支援対策推
進法に基 づく行動計画の
提出が義 務化される状況
も踏まえ ︑労働組合の意
見を反映 させる取り組み
を求めます︒
要求内 容は︑ＪＲ７単

賃金到達目標 水準の
設定
賃 金到達目標の 絶対水
準に ついては︑加 盟全単
組が ︑到達すべき ﹁最低
到達 目標賃金﹂及 び当面
の目 標として業種 毎に示
す﹁分科会到達目標賃金﹂
の２段階とします︒
①﹁最低到達目標賃金﹂
Ｊ Ｒ連合グルー プ労組
連絡 会に参加する 全単組
の底 上げをはかる ため︑
連合 が設定してき た賃金
水準 改善のための 水準値
︵ 人〜 人規模 ・全産
業・ 男女計の各指 標の平
均値 ︶に基づき︑ ﹁最低
到達目標賃金﹂を設定し︑
まず は︑全単組が この水
準を クリアするこ とを目
標とします︒
② ﹁分科会到 達目標
賃金﹂
こ の間実施した グルー
プ労 組賃金実態調 査およ
び公 的部門の調査 結果を
踏ま え︑より実効 性のあ
る交渉を支援するために︑
分科 会毎に﹁分科 会到達
目標 賃金﹂を設定 し︑段
階的 な到達を目指 すこと
とします︒
な お︑﹁分科会 到達目
標賃 金﹂水準に到 達した
組合 の目標値は︑ ＪＲ単
組との格差是正を視野に︑
ＪＲ ７単組の﹁必 達目標
賃金 ﹂﹁上位目標 賃金﹂
への 到達を目指す ことと
します︒
具体的な要求内容
① 定期昇給制 度の適
正運用
基 本賃金水準の 確保を
求め る観点から︑ 定期昇
給の 実施による賃 金カー
ブの 維持を求めま す︒ま
た︑ 定期昇給制度 が労使
協定 化されていて も︑昇
給額 が一定でない 場合や
不十 分な場合は︑ その改
善を 求めます︒さ らに︑
定昇 制度が確立さ れてい
ない 場合は︑定昇 制度の

18

17

22

４ グル ープ労組の２ ０
１１春季 生活闘争方針 に
ついて

27

(1)

(5)

25

99

25

40 35 30

(2)

10

(3)

・諸手当等︵期末手当︑
時間外手当︑通勤費など︶
を要求します︒
・正社員 との均等・均
衡待遇︵昇 給ルール︑慶
弔休暇等︶を要求します︒
・その他 労働条件の改
善にむけて 要求します︒

よう要求します︒
オ 時間外労 働︵休
日労 働を含む︶１箇 月
時 間以上の組合員 をなく
します︒
② 仕事と育児 ・介護
の両立に向けた取り組み
ア 育児・介 護休職
を 希望する社員は ︑誰も
が 制度を利用でき るよう
に するため︑代替 要員を
確 実に確保するな どの対
策 と職場環境の整 備を求
めます︒
イ 育児・介 護休職
を取得することによって︑
人 事評価や昇進・ 昇格に
不 利になることの ないよ
う ︑人事考課にお ける不
利 益取り扱いの禁 止︑と
り わけ昇給におけ る休職
期 間を除外する規 定︑昇
格 における欠格条 項の廃
止を求めます︒
ウ 仕事と育 児・介
護 が両立できるよ う︑転
勤 に対する配慮措 置の創
設を求めます︒
エ 育児休職 終了後
の 復帰時における 仕事・
職 場の選択肢の拡 充︑と
く に仕事と育児の 両立が
可 能となるよう︑ 日勤職
場の拡大を求めます︒
オ 育児を理 由とし
て 退職した社員に 対する
再 雇用制度の導入 を求め
ます︒
③ 労働時間管 理の更
なる適正化
労働時間管理の 適正化
に ついては通年闘 争とし
て ︑引き続き職場 実態の
点検強化を行うと同時に︑
問 題点の改善に向 けた労
使 協議の展開とル ールづ
く り︑ならびに︑ その徹
底に努めます︒
④
歳以降の 賃金改
善と 歳以降の雇 用制度
のさらなる充実
ア ﹁同一価値労働・
同 一賃金﹂の理念 に基づ
き︑ 歳以降の賃 金改善
を 求め︑働きがい のある
職 場環境整備をは かるこ
ととします︒
イ
歳以降 の雇用
55
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諸手 当など︑賃金関
連項目要求の集中化
① 期末 手当︵夏季手
当︑年間臨 給︶について
可能な限り 同時要求する
こととします︒
② 諸手 当︵所定内諸
手当︶に関 する要求を︑
総合生活改 善の立場から
同時要求す ることとしま
す︒
総合 生活改善︵ワー
ク・ライフ ・バランス実
現︶に関する要求
ＪＲ連合 は︑﹁中期労
働政策ビジ ョン︵２００
９〜２０１ ３︶﹂におい
て︑総合生 活改善の立場
から︑春季 生活闘争時に
諸労働条件 の向上を図る
取り組みを 強化すること
を確認しま した︒具体的
には︑賃金 外項目として
労働時間短 縮︑ワーク・
ライフ・バランスの実現︑
福利厚生施 策等について
も包括的に 要求する方針
です︒これ に基づき︑２
０１１春季 生活闘争にお
ける総合生 活改善闘争と
して︑要求 を掲げ取り組
むこととします︒
① 労働 時間短縮に向
けた取り組み
ア 年 間総実労働時
間１８００ 時間を目指し
ます︒
イ 平 均年休取得率
％を目指 すとともに︑
年間取得ゼ ロの組合員を
なくします︒
ウ 割 増率について
は︑連合が 掲げる﹁中期
時短方針﹂ の目標︵時間
外 ％︑休 日１００％︶
の改善に向 け︑昨年に続
き引き上げを求めます︒
エ 採 用時の年休付
与日数を 日以上とする
15

みます︒
② ワーク・ ライフ・
バ ランス実現に むけた総
合生活改善の強化
﹁中期労働政 策ビジョ
ン︵２００９〜２０１３︶﹂
に 基づき︑ワー ク・ライ
フ ・バランスの 実現に向
け ︑総合生活改 善の取り
組みを強化します︒
③ 非正規社 員の処遇
改 善に向けた取 り組みの
強化
契約社員・パ ートなど
非 正規労働者の 処遇改善
に 重点を置いて 取り組む
と ともに︑未組 織労働者
の 労働条件改善 への波及
な ど︑労働組合 としての
社 会的責任を果 たすため
の取り組みを強化します︒
主な要求 内容と賃上
げ要求の根拠
① 主な要求内容
ア 定期昇 給相当分
︵ 賃金カーブ維 持分︶の
確 保を求めます ︒定期昇
給 は労使間で協 定化され
た ものであり︑ 全てのＪ
Ｒ 会社において 年度初に
おける完全実施︵賃金カー
ブ維持︶を求めます︒
イ 統一ベ ア要求を
行 います︒なお 要求方式
は ︑平均賃金引 き上げ方
式 と個別賃金引 き上げ方
式 の併用としま す︒併せ
て ︑非正規労働 者の賃金
改善を求めます︒
ウ 総合生 活改善闘
争 の観点から︑ 諸手当︑
一 時金などの賃 金関連項
目要求を集中化させます︒
エ 時間外 割増率に
つ いて︑連合の 目標︵時
間外 ％︑休日１００％︶
実 現に向けた引 き上げを
求めます︒
オ 非正規 労働者の
正 社員化や雇用 ・労働条
件 について均等 ・均衡処
遇の実現を求めます︒
② 賃上げ要求の根拠
ア 目標賃 金水準と
実 態との乖離を 踏まえ︑
積極的なベア獲得により︑
目 標賃金水準へ の到達が
(4)
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ていますが ︑一部に前年
ポイントを 下回った年齢
層が見られ ます︒またＪ
Ｒ西労組は ︑若年層を除
いて上位目 標賃金には到
達していま せん︒ＪＲ四
国労組とＪＲ九州労組は︑
多くの年齢 層で改善︵前
年比︶され たものの︑依
然として﹁ 必達目標賃金
︵全産業１ 千名以上︑男
子高卒︑中 位数﹂には到
達していま せん︒ＪＲ北
海道︑ＪＲ 貨物でも同様
に到達して いないと推定
されます︒
グループ 労組の賃金実
態は︑２０ １０年調査︑
及びこの間 実施︵第１回
〜第８回︶ してきた調査
結果から︑ ＪＲ各社の労
働者と比べ てほとんどが
相対的低位 にあるといえ
ます︒
業種毎に 設けた分科会
の平均水準 を見ても︑分
科会別到達 目標水準には
至らず︑最 低到達目標水
準にも︑ポ イント年齢別
にみれば︑ ５分科会︵委
託・運輸︑ 委託・サービ
ス︑一般・運輸︑ホテル︑
自動車︶で 到達していま
せん︒
基本的な考え方
先に見た ように︑２０
１１春季生 活闘争は引き
続き厳しい 環境下にあり
ますが︑Ｊ Ｒ連合は︑連
合の一員と しての役割を
果たすとと もに︑ＪＲの
責任産別組 合としてすべ
てのＪＲ労 働者の福祉の
向上をはか るため︑雇用
の安定を前 提に︑基本賃
金の改善と 総合的な生活
改善を実現 するため︑以
下の柱に基 づき臨むこと
とします︒
① 統一 ベア要求によ
る基本賃金の改善
﹁賃金は 最大の労働条
件﹂との認 識に立ち︑引
き続き目標 賃金水準への
到達と︑適 正な配分を求
める取り組みとして︑ベー
スアップの 獲得に取り組
(3)

し ︑賃金引き上 げによる
実 質的な生活改 善を目指
すため
④ グループ 労組の賃
金 改善に向けて 相乗効果
を図るため
⑤ 契約社員 の正社員
化 をはじめとす る賃金︑
労 働条件の改善 を図るた
め
具体的な 要求内容に
ついて
ＪＲ四国労組 は︑ＪＲ
連合﹁中期労働政策ビジョ
ン︵２００９〜２０１３︶﹂
が 掲げる目標賃 金︵上位
目標賃金・必達目標賃金︶
を 受け︑我々の 目指す
﹁ 必達目標賃金 ﹂︵全産
業 １千名以上の 中位数︶
の 達成に向け賃 上げの闘
いを展開してきましたが︑
未 だ到達してい ません︒
こ うした状況を 踏まえ︑
月例賃金の改善を基本に︑
定 期昇給の確保 を絶対条
件 として賃金の 引き上げ
を求めます︒
２０１１春季 生活闘争
の 要求方式は︑ 平均賃上
げ 方式とし︑定 期昇給の
確 保を絶対条件 に︑純ベ
ア として︑１︐ ０００円
を 要求していく こととし
ます︒
また︑契約社 員の賃金
引 き上げについ ては︑
﹁ 月額基本賃金 の３％︑
時 間給額 円以 上の引き
上 げ﹂を要求し ていくこ
ととします︒

５０時間以内
就業規則等の制 度改
善の取り組みについて
就業 規則等の制度 改善
は︑昨 年の総合労働 協約
改訂交 渉での以下の 未解
決事項 を中心に︑２ ０１
１春季 生活闘争にお いて
も粘り 強く改善を求 め要
求していきます︒
① 労働時間短縮 の実
施計画について
② 年間１１９日 への
休日増
③ Ｂ単価︑Ｃ単 価︑
Ｆ単価等の改正について
④ ＳＡＳの検査 ・診
察・治 療等の対応に つい
て
⑤ 半休制度の新 設び
ボラン ティア休暇等 の多
様な休暇制度の新設
⑥ 契約社員の社 員登
用制度の新設
⑦ 契約社員の生 理・
結婚の有給休暇の新設
⑧ エキスパート 社員
の多様な勤務について
(5)

６ 会 社施策の対応 につ
いて
ＪＲ四国の経営状況は︑
長引く景気の低迷に加え︑
高速道 路無料化の社 会実
験をは じめとする高 速道
路料金 大幅引き下げ の影
響によ り︑鉄道運輸 収入
は昨年 度とほぼ同水 準な
がら平成 年度を大 幅に
下回っ ています︒さ らに
今後︑ 高速道路無料 化の
社会実 験区間拡大や 上限
制の導 入等により︑ 極め
て厳し い状況が続く 事が
想定さ れます︒会社 は︑
収入が 落ちれば経費 を抑
えるた めの効率化は 必要
である との考えも明 らか
にしています︒
ＪＲ 四国労組は︑ 安全
の確保 を大前提に︑ 労働
組合と してのチェッ ク機
能を発 揮しつつ︑事 業計
画を共 有化する立場 から
取り組 みの強化を図 りま
す︒
20

７ 平成 年度夏季手当
等の取り組みについて
ＪＲ四国 を取り巻く経
営環境は︑ 長引く景気の
低迷に加え ︑高速道路料
金の土休日 １︐０００円
や大幅な割 引施策︑さら
には昨年６ 月より開始さ
れた無料化 社会実験等の
影響により ︑非常に厳し
い環境が予想されますが︑
夏季手当が 住宅ローンや
教育費など ︑生活費に占
める割合は 非常に大きく
なっていま す︒そのよう
な中︑日々 の﹁安全・安
定輸送﹂︑ 増収活動への
取り組みや 努力︑組合員
の強い期待 感に報いるた
めにも︑会社の経営実績︑
ＪＲ他社や 世間相場等の
動向を見極 めながら執行
委員会にお いて議論し︑
要求することとします︒
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８ ジェイ アール四国バ
スの労働条 件改善等の取
り組みについて
安全 ・安心輸送に向
けた取り組み
ジェイア ール四国バス
は︑平成 年度の事故防
止重点実施 施策として︑
輸送機関の 最大の使命で
ある﹁安全 ・安心輸送体
制﹂の整備 を念頭に︑運
輸安全マネ ジメントを適
切に推進す ることとして
います︒ま た︑接客サー
ビスの向上 を図ることに
より︑お客 様が喜ぶこと
を実践し︑ ﹁ワンランク
上の接客サ ービス﹂も目
指すとしています︒
私たち旅 客運送事業に
携わる者の 最大の使命は
﹁安全・安心輸送の確保﹂
です︒組合 員一人ひとり
が︑プロと しての職責を
自覚し︑あ らゆる項目に
ついて︑ソ フト・ハード
面から安全 を追求しなけ
ればなりません︒
また︑安 全衛生委員会
の活用や労 働災害の撲滅
に向け取り 組むこととし
ます︒
(1)

２０１１春 季生活闘
争の取り組みについて
２０１１春季生 活闘争
の 取り組みは︑基 本的に
連 合・ＪＲ連合の 方針を
踏 襲し︑本部委員 会の決
定 を受け︑業務委 員会で
意思統一を図ります︒
賞与等の取 り組みに
ついて
夏季賞与等の取 り組み
は ︑会社の業績と 組合員
の 期待感︑生活実 態を踏
ま え︑世間相場の 動向等
も 勘案しながら業 務委員
会で議論し要求します︒
職場環境改 善の取り
組み
職場諸問題の解 決は︑
そ こで働く組合員 にとっ
て大変重要な問題であり︑
そ の解決・改善に 向けて
取り組みます︒

﹁一企 業一組合﹂組織
の充実 ・強化の取り組
みについて
１ ﹁一企業一組 合﹂へ
向けた取り組みについて
私たちＪＲ四国労組は︑
結 成以来︑今日ま で﹁一
企 業一組合﹂に向 けた組
織 の充実・強化に ついて
取 り組み︑責任組 合とし
て 当面の目標であ った組
織率 ％を達成しました︒
ＪＲ四国労組の 最終目
的は 一｢企業 一組合 で
｣あ
り ︑そのためには ︑今後
の 組織の総結集に おける
民 主的ルールと組 織運営
に 基づき合意形成 を目指
し ていくとともに ︑私達
が 主体性を持って 国労四
国 と組織対組織の 考え方
を 基軸にした運動 の展開
を 図らなければな りませ
ん ︒組織内及び組 織間に
お ける意見や価値 感を共
有 してこそ﹁一企 業一組
合 ﹂における原動 力とな
ると考えます︒
ＪＲ四国労組はこの間︑
組 合員の雇用と生 活を守
る ことを大前提に ︑労々
間 の垣根を越えて 大同団
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通り︑﹁ＪＲ不採用問題﹂
各県協主催春 闘討論
は政治解決に 動いていま
集
会の開催
すが︑依然と して︑ＪＲ
３ 月中旬を目処 に各県
三島・貨物会 社の経営安 協に おいて開催し ︑２０
定の課題︑そ して革マル １１ 春闘をはじめ とする
浸透問題とい う組織課題
当
面
する取り組み につい
が残されてい ます︒この
て
意
思統一を図り ます︒
二つの課題解 決にむけ︑
職場オルグお よび地
発足 年を節 目にして︑
区
集会の開催
現在の組合側 ・経営側を
本 部・支部・分 会の連
含めたＪＲの 連携や協力
携強 化により︑各 職場に
態勢の強化も 課題となっ
おけ る問題点の把 握︑さ
てくると想定 されます︒ らに は当面する諸 課題に
ＪＲが社会的 に確たる地 つい て地区集会等 で討論
歩を築くため には︑すべ
を行 い合意形成に 努めま
てのＪＲ各社 ︑ＪＲ労使
す︒
の連携・協力 態勢の強化
出向組合員への対応
への道が追求 されなけれ
各 支部主催によ る出向
ばなりません ︒そのため
には︑ＪＲ労 働運動の分 組合 員対話集会を より充
裂状況に終止 符を打ち︑ 実し たものとし︑ 問題点
の整理等を行います︒
すべての職場 に民主的労
未加入者及び エキス
働運動を構築 しなければ
パー ト社員︑契約 社員の
なりません︒
組織 化に向けた取 り組み
２ 組織の充 実・強化の について
未 加入者に対し てもき
取り組みについて
組織の充実 ・強化とし め細 やかな対応を 行い︑
ては将来の組 織体制を見 加入 促進を図るこ ととし
ます︒
据え ︑真 の 意味 の 一
｢企
準 組合員対話集 会の充
業一 組合 と
｣ して 労 働組
合主義に基づ いた組織運 実と ︑組合員の日 常的な
営を如何にＪ Ｒ採用の組 世話役活動に重点を置き︑
合員に継承し ていくかが 契約 社員の組織拡 大に取
課題であり︑そのために︑ り組みます︒
エ キスパート組 合員の
私たちが何の ためにＪＲ
四国に働く仲 間の総結集 拡大 状況にあわせ て︑エ
キス パート組合員 対話集
を目指し 一
｢ 企業一組 合 ｣
に向けて努力 しているの 会の開催を検討します︒
かを理解させ ることも︑
分会組織の活 性化に
私たちに課せ られた重要 ついて
な役割であると考えます︒ 運 動の原点であ る分会
次のとおり ︑具体的取 組織 の活性化およ び充実
り組みを行います︒
強化 に向けて︑分 会組織
組織対 策委員会の活 の現 状を把握する ととも
に︑ 必要により学 習会の
用
本部組織対 策委員会を 開催 など支援体制 の強化
適時開催し︑ 目的達成に を図ります︒
向けた具体的 取り組みを
新規採用者に 対する
検討するとともに︑支部・ 組織 拡大の取り組 み及び
分会組織対策 委員会との 歓迎会の開催
意見交換等の 機会を活用
新 規採用者の全 員加入
し情報収集・ 分析し︑あ に取 り組むととも に寮対
らゆる方向性 について検 策等 ︑加入後のフ ォロー
討を重ね︑組 織体制一元 アッ プ体制を充実 してい
化に向けて各 級機関での きます︒
合意形成を図ります︒
ま た︑新規採用 者の歓
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迎会を４ 月に開催し︑配
属先とな る各支部・分会
において も学習会を開催
するなど ︑新入組合員の
職場にお ける不安解消に
向けた取 り組みを実施し
ます︒
さらに ︑自動車支部に
おいては 一般職と運転係
の採用時 期が異なること
から︑採 用時期に合わせ
たタイム リーな学習会お
よび歓迎会を開催します︒

２ 民主 化闘争への取り
組みについて
ＪＲ連 合は︑国鉄改革
の組織面 での最大の残滓
であるＪ Ｒへの革マル派
浸透問題を ︑ＪＲ発足
周年︑ＪＲ 連合結成 周
年の節目 の年までに解決
するため ︑本年度を﹁大
きく飛躍 するために闘う
年﹂と位 置づけ︑被害者
救済運動 の成果を活かし
て︑闘い に必ず勝利する
との決意 と力強い行動力
のうえに ︑民主化当該単
組︑支援 単組が一致団結
し︑自信 と確信を持って
決戦に臨むとしています︒
ＪＲ総 連運動の生命線
ともいえ る﹁反弾圧の闘
い﹂は︑ 確実に終焉を迎
えようと しています︒年
度内に上 告が棄却される
のは必至 の情勢であり︑
正義はＪ Ｒ連合︑ＪＲ総
連いずれ にあるのか︑そ
の結論が 満天下に明らか
になろうとしています︒
ＪＲの 健全な発展のた
めには︑ 暴力と恫喝︑差
別と選別 で職場を支配す
るＪＲ総 連運動を淘汰す
るととも に︑そのＪＲ総
連に深く 浸透し︑組織を
支配する 革マル派を一掃
しなければなりません︒
民主化 闘争の最終目標
は︑ＪＲ 労働界に真に民
主的な労 働運動を取り戻
すことに あります︒ＪＲ
四国労組 も︑この目的達
成のため の様々な支援活
動や情宣 活動に参画し︑
ＪＲ労働 界再編に向けた
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(2)

(3)

(4)

(5)

結すべきとの大局観に立っ
て︑﹁一 企業一組合﹂ に
向けた運 動を展開して き
ました︒
今後も ︑そのような 観
点に立っ て国労四国に 対
しては︑ 引き続き両組 織
内での 一
｢ 企業一 組合 に
｣
向けた意 思統一が図れ る
体制を構築するとともに︑
ＪＲ四国 労組と国労四 国
の協議を継続します︒
一方︑ 国労本部はＪ Ｒ
不採用問 題について︑ 昨
年４月 日に第 回臨 時
全国大会 を開催し︑解 決
案の承認 を機関決定し ま
した︒組 合側が︑独立 行
政法人﹁ 鉄道建設・運 輸
施設整備 支援機構﹂を 相
手に損害 賠償や解雇無 効
などを求 めていた訴訟 ５
件の一括 和解が︑６月
日︑最高 裁で成立し原 告
組合員９ ０４名分に対 す
る解決金 として総額約 １
９９億円 ︑平均約２︐ ２
００万円 が支払われる こ
とになり ましたが︑雇 用
問題につ いては︑﹁国 鉄
に不当労 働行為があっ て
もＪＲは 法的責任を負 わ
ない﹂と した２００３ 年
の最高裁 判決を根拠に ︑
ＪＲ各社 ともに拒否の 姿
勢を変え ていません︒ 前
原国土交 通大臣︵当時 ︶
は談話で ︑雇用支援に つ
いて﹁努 力する﹂とす る
一方で︑ ﹁採用は強制 で
きず︑希 望どおりに採 用
されるこ とは保証でき な
い﹂との 見解を示して お
り︑解決 の道筋は見え て
いません︒
しかし ︑結果として 国
労運動も 一定の節目を 迎
えたこと から︑執行部 に
は今後に 向けた新たな 決
断が求め られます︒そ れ
は言うま でもなく﹁Ｊ Ｒ
に相応し い﹂労働運動 へ
の転換で あり︑また民 主
化闘争へ の結集である と
考えます︒
折しも ︑２０１２年 に
はＪＲ発 足 年を迎え よ
うとして います︒前述 の
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(2)

(3)

(4)

組と同一内容とします︒
⑥ 非正 規労働者に関
する要求
賃金︵時 間単価︶の引
き上げの他 ︑正社員との
均等・均衡 処遇実現の立
場から︑制 度の新設及び
改善を求め ます︒また︑
一連の取り 組みを通じた
組織化を図ります︒
要求内容 は︑ＪＲ７単
組と同一内 容とします︒
具体的な進め方
① 要求提出
グループ 労組は︑可能
な限り︑２月 日︵月︶
に一斉に要 求書の提出を
行うこととします︒
② 交渉
特にグループ各単組は︑
エリア連合 と連携し︑交
渉及び妥結 の早期化に取
り組みます︒
③ ヤマ 場と回答指定
日
グループ 労組は︑前項
の回答ゾー ンに加え︑連
合の設定する中小回答ゾー
ン︵集中ゾー ン３月 日
〜４月１日 ︑および回答
ゾーン４月 日〜４月
日︶での回 答引き出しに
向け︑交渉 ︑妥結の集中
化を図ります︒
28

５ ＪＲ四 国労組の２０
１１春季生 活闘争方針に
ついて

28

15
労働時間 短縮の取り
組みについて
時短について は︑今日
ま で具体的要求 を申し入
れ取り組んできましたが︑
Ｊ Ｒ四国を取り 巻く厳し
い 経営環境の中 で解決に
至 っていません ︒引き続
き 以下の要求を 中心に取
り組んでいきます︒
① 今後の労 働時間短
縮についての実施計画
② 当面︑年 間休日１
１９日
③
条協定 における
時 間外労働時間 を年間１

90

11

基 本的な考え方につ
いて
ＪＲ四国 労組の２０１
１春季生活闘争は︑連合︑
ＪＲ連合の方針を基本に︑
定期昇給の 確保と賃金の
引き上げ︑ 時短︑制度政
策要求等︑ 総合生活改善
闘争として 取り組むこと
とします︒
要求の根拠
① ＪＲ労働者として︑
働きがいの 持てる賃金水
準へ到達するため
② 厳し い経営環境の
中︑これを 支える組合員
の努力に応えるため
③ 可処 分所得の目減
りによる生 計の圧迫に対
40
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(6)

(7)

(3)

(4)

(4)

(1)

(2)

(1)
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り組みについて
組織拡大運 動﹁民主化闘 り組みを行います︒
争の完遂﹂ に向けて連携
本部主催 の各種行事
を図ることとします︒
及 び会議に青年 女性会議
と して参画し︑ ＪＲ四国
労 組運動の一躍 を担うと
と もに︑青年女 性会議の
定 着・活性化に 向けた取
り組みを強化します︒
各級青年 女性会議の
組 織体制の充実 を図り︑
リ ーダーの育成 強化に取
り組みます︒
新成人者 に対する行
事 等の推進を図 るととも
に ︑新規採用者 の全員加
入 とフォローを 強化し︑
連 帯感を高める 運動を強
化します︒
魅力あるレクレーショ
ン の開催と教育 ・広報活
動の充実を積極的に図り︑
一人ひとりが主役となり︑
分 かりやすく親 しみの持

ＪＲ 連合の﹁男女平
等参画行動 計画﹂に基づ
き︑ＪＲ四 国労組として
の目標の達 成を目指し︑
女性が組合 活動に参画し
やすい環境 整備に努めて
いくととも に︑中期労働
政策ビジョ ン︵２００９
〜２０１３ ︶の提言に基
づき︑男女 平等参画の目
的であるワーク・ライフ・
バランスの 実現に向け労
使協議にも 反映して︑そ
の実現を求めていきます︒
﹁レディースミーティ
ング﹂を引 き続き支援す
るとともに ︑組合活動及
び機関会議 等への女性組
合員の参画 を積極的に促
進していきます︒

て︑﹁男女 平等参画推進
委員会﹂を 基軸に︑ＪＲ
連合の﹁男 女平等参画推
進計画﹂及 び﹁男女平等
参画行動計 画﹂で掲げる
課題等の解 決に向け︑次
のとおり取 り組んでいき
ます︒
高速道路料 金施策へ
の対応について
高速道路料金施 策につ
い ては︑既に実施 されて
い る土日祝日割引 ︵上限
１ ︐ ００ ０円 ︶ や 深 夜
割 引などの大幅な 割引施
策 ︑民主党が公約 に掲げ
る 原則無料化の社 会実験
は ︑総合交通政策 や環境
政 策の視点を欠き ︑交通
機 関間の公正な競 争のバ
ランスを著しく崩すなど︑
持 続可能な交通の 形成に
逆 行する政策であ ると認
識 し︑政府・民主 党など
に 公約の見直しを 含めた
慎 重な検討を引き 続き強
く求めていきます︒
経営支援策 等に関す
る取り組みについて
未だ完全民営化 されて
い ないＪＲ四国︑ ＪＲ北
海 道︑ＪＲ九州の ＪＲ三
島 会社及びＪＲ貨 物の経
営 基盤確立への対 応につ
い ては︑地域の公 共交通
や 環境に優れた鉄 道貨物
輸 送を担うＪＲ三 島・貨
物 会社の重要な役 割を認
識 したうえで︑各 社の安
定 経営の確保と︑ 将来展
望 を確立するため の恒久
的対策等を実現してこそ︑
真 の国鉄改革が完 遂され
ると考えます︒
こうした認識に基づき︑
ＪＲ 連合﹁ＪＲ 年政策
プ ロジェクト﹂に おいて
緊 急政策提言﹁国 鉄改革
の 完遂にむけた最 重点の
緊 急課題﹂を策 定し︑
﹁ 承継特例﹂や﹁ 三島特
例﹂及び﹁外形標準課税﹂
の 恒久化措置等に ついて
要 望してきました ︒これ
ら を踏まえ引き続 き︑Ｊ
Ｒ 年の節目に向 け︑政
策 課題の実現に向 け取り

会議 員懇談会及び︑ ﹁
世 紀の鉄道を考え る議員
フ ォーラム﹂並び に︑四
国 の鉄道を考える 国会議
員 連絡会との連携 をさら
に 強化し︑組織を 挙げて
取 り組んでいくこ ととし
ます︒

男女 平等参画推進等
に関する情 報を︑ホーム
ページに早 期に公開でき
るよう引き 続き検討する
など︑男女 平等参画推進
についての 理解を深める
取り組みを 行っていきま
す︒

政策・調査活動の取り
組みについて
１ 政策課 題の解決に向
けて
ＪＲ連合 は︑昨年３月
に策定した ﹁総合交通体
系に基づく 交通政策の基
本的方向〜 持続可能な交
通体系形成 のための提言
〜﹂に基づ き︑すべての
公共交通機 関を含めた総
合交通政策 を確立し︑
﹁持続可能 な交通体系﹂
を実現する ために政策活
動を精力的 に展開してい
ます︒
ＪＲ四国労組としても︑
諸課題の解 決や政策の実
現に向けて ︑ＪＲ連合国

組んでいきます︒
社会環境の変化に伴い︑ ② 場 所 ﹁ 義 山 荘 ﹂
交通基本法の制定 に 労働環境も大 きく変わる ︵予定︶
③ 対象 管理 者組合
向けた取り組みについて 中︑幅広く組 合員の意見
国土交 通省は︑昨年 ６ 集約を行う調 査活動の充 員︵ 本社支部含む︶ 名
月 日に﹁人々が交わり︑ 実・強化が求 められてい 程度
心の通う社会をめざして﹂ ます︒
各種学習会への支援
今後も実施 が予定され
と題する ﹁交通基本法 の
各 支部・分会並 びに各
制定と関 連施策の充実 に ている︑ＪＲ 連合賃金実 支部 ・分会青年女 性会議
向 け た 基 本 的 な 考 え 方 態調査をはじ め︑ＪＲ連 を中 心とした学習 会活動
︵案︶﹂を発表しました︒ 合及び連合な どの実施す 等へ の支援体制の 充実を
この考 え方は︑ＪＲ 連 る各種調査に 積極的に参 図ります︒
合の提言 ﹁総合交通体 系 加し回収率向 上に努める
セミナー等への参加
に基づく 交通政策の基 本 とともに︑Ｊ Ｒ四国労組
必 要に応じ︑連 合︑Ｊ
的方向﹂ の理念や方針 が 運動に反映さ せていきま Ｒ連 合︑及び生産 性本部
反映され ており︑高く 評 す︒
等が主催する賃金・労務︑
価できる 内容であると 考
男女 平等参画等の 各種セ
えます︒ また︑国土交 通 教育・広報活動の取り ミナーに参加します︒
省は２０ １１年度予算 概 組みについて
算要求に おいて︑交通 基
２
広報活動について
本法及び 関連施設の充 実 １ 教育活動について
広 報活動につい ては︑
教育活動は ︑ＪＲ四国
に向け︑ ４５３億円の 予
組合 情報の共有化 と組織
算を要求 しました︒こ れ 労組運動の継 承と組織強 の活 性化を図る意 味で︑
は︑ＪＲ 連合が右記の 政 化に繋げるた めの活動と 重要 な取り組みと 位置づ
策提言の 反映︑関連施 策 して必要不可 欠であると けて おり︑引き続 き︑各
の充実の ため︑ＪＲ連 合 の認識に立っ て︑次世代 種会 議や行事の内 容およ
国会議員 懇談会等と連 携 を担う若手リ ーダーの育 び各 級機関の活動 など︑
し︑政府 ・国土交通省 ︑ 成及び各級機 関役員のス 組合 員と密着した 記事に
民主党への働き掛けなど︑ キルアップを 図ることを 重点 を置き︑親し みやす
政策提言 の活動を精力 的 目的に︑次の ３つを重点 い紙面づくりを行います︒
に行った 成果のひとつ で テーマとして ︑魅力ある また︑﹁ＪＲ四国労組ニュー
教育活動に取 り組んでい ス﹂や﹁自動車支部ニュー
あるといえます︒
今後も ﹁持続可能な 交 きます︒
ス﹂ もタイムリー でわか
通体系の形成﹂に向けて︑ ① 次世代 を担う各級 りや すい内容とし て発行
﹁交通基 本法﹂の実効 性 機関役員及び 青年女性会 します︒
を高め︑ さらに補強︑ 充 議役員の育成
具
体
的な取り組 みは︑
② 政策・ 立案及び課
実を求め た取り組みを 進
次
の
と
おりです︒
めていくこととします︒ 題達成能力の向上
タイムリーな 情報発
③ 職場に おけるＪＲ
交通重点政策実現 に
四国労組運動 の実践と継 信に 努めるととも に︑支
向けた取り組み
部・ 分会における 掲示板
交通重 点政策課題の 実 承
活用 等の速やかな 対応を
なお︑今後 の主な取り
現に向け た取り組みに つ
組みについて は次のとお 要請していきます︒
いては︑ ﹁ 世紀鉄道 ビ
ＪＲ連合新聞 等の各
りです︒
ジョン﹂ の考え方に基 づ
種関係情報を適宜配付し︑
ユニオンスクール
き︑ＪＲ を中心とする 交
情報の共有化に努めます︒
通に関わ る比較的短期 の ︵特設コース︶
ＪＲ四国労組 ホーム
管理者組合 員を対象と
政策課題 を﹁２０１０ 年
ページの充実を図ります︒
交通重点 政策﹂として ま したセミナー で︑組織に
効率的な新聞 紙面の
とめ︑要 求実現に向け て おける管理者 組合員の役
取り組みを進めています︒ 割を認識する とともに︑ 作成 ︑メールの活 用等を
ＪＲ四国 労組は︑ＪＲ 四 時代や社会の 環境変化に 継続 し経費削減に 努めま
国が抱え る様々な政策 課 適応した問題 意識の醸成 す︒
題の解決 に向け︑ＪＲ 連 及び問題点の 把握︑並び
合と連携 を密にし積極 的 に解決能力の 向上を目的 ボランテ ィア活動の取
に取り組んでいきます︒ に︑管理者組 合員を対象 り組みについて
に実施します︒
Ｊ Ｒ連合は︑地 域社会
① 日程 平 成 年５ を支 えるＪＲの社 業の役
２ 調査 活動の充実強 化
月中旬︵予定︶
割及 び地域での位 置づけ
に向けて

や︑労働 組合の社会的な
役割に鑑 み︑ボランティ
ア活動を 重要な活動のひ
とつに位 置づけ︑関係団
体と連携 した活動に取り
組んでいます︒
ＪＲ四国労組としても︑
青年女性 会議を中心とし
た﹁鉄道版交通安全教室﹂
を通じた 地域の子供達へ
安全啓発 活動を展開して
おり︑今 年度も︑３月上
旬頃の開 催を計画すると
ともに︑ 全組合員の誰も
が参加で きる活動として
実施して いる﹁プルタブ
回収﹂も 継続して取り組
んでいきます︒

政治・共闘の取り組み
について

１ 政治関係について
政治活動について
ＪＲ四 国労組﹁四国の
鉄道を考 える国会議員連
絡会﹂や ＪＲ連合国会議
員懇談会 ︑ＪＲ四国労組
議員団会議 ︑ 世紀の鉄
道を考え る議員フォーラ
ムのメン バーと連携を密
にし︑私 たちの抱える総
合交通政策課題の実現や︑
高速道路 料金問題︑交通
基本法の 成立等︑具体的
な課題の 解決に向けて政
治活動を展開します︒

２ ０１１年統一地方
自治体選 挙の取り組みに
ついて
ＪＲ四 国労組は︑間近
に迫る２ ０１１年統一地
方選挙に 対して︑政治対
策委員会 ︑執行委員会で
対応を検 討し︑立候補予
定者に対 する推薦を決定
しました︒
私たち の制度政策要求
を実現さ せるための政治
活動は︑ ＪＲ三島・貨物
経営支援 策の取り組みや
高速道路 料金問題でも明
らかなよ うに大変重要で
あり︑各 県協の推薦候補
者の当選 に向け積極的な
活動を展開します︒
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３ ＪＲ四 国労組退職者
連絡会の充 実強化につい
て
ＪＲ四国 労組退職者連
絡会は︑退 職者の生活保
障設計の充 実と福祉事業
活動推進を 目的に︑自主
的な運営に より活動を展
開していま す︒また︑連
合︵高退連 ︶への窓口お
よび交運共 済の業務委託
団体として ︑その任に当
たっています︒
ＪＲ四国 労組は︑退職
者連絡会の 運営を円滑に
するために ︑幹事会を支
援するとと もに︑必要な
事務手続き について取り
扱っていくこととします︒

男女 平等参画推進 の目
的は︑ ①仕事におけ る男
女平等 参画の実現＝ 男女
がとも に責任を担い ︑と
もに利 益を享受し︑ 一人
ひとり がやりがいの ある
仕事︑ 安心して働き 続け
られる 働き方を目指 す︑
②男女 双方の仕事と 生活
の調和︵ワーク・ライフ・
バラン ス︶の実現＝ 残業
が恒常化し︑家事や育児・
介護に 携わらない働 き方
︵男性社員の働き方基準︶
を見直 し︑男女双方 の仕
事と生 活の調和の実 現お
よび共 存を目指すこ とに
あります︒
ＪＲの職場においては︑
業務や 勤務の特殊性 など
もあり 仕事と家庭の 両立
が難し く︑女性が働 き続
けていくうえで障害となっ
ており ︑これまでは 家庭
の問題 と捉えられて いた
介護への対応についても︑
性別を 問わず重要性 が高
まって います︒これ らの
問題を 解決し︑男女 平等
参画を推進するためには︑
職場で 女性リーダー を育
成しなければなりません︒
そうす ることで︑労 働組
合活動 に対する男女 平等
参画が 進み︑職場で の男
女平等 も進んできま す︒
これは 表裏一体の関 係に
あり︑﹁ワーク・ライフ・
バラン ス︵仕事と生 活の
調和︶ ﹂の基盤づく りの
ために も︑職場にお ける
女性リ ーダーの育成 は同
時並行 的に進めてい く必
要があ ります︒また ︑
﹁男は 仕事︑女は家 庭﹂
といっ た男女の役割 分担
への考 え方を男女が とも
に意識 を変えていく 必要
があります︒
しか しながら︑Ｊ Ｒ四
国労組 においては︑ 女性
リーダ ーを育成する 以前
の問題 として︑女性 組合
員が組 合活動に関わ りづ
らいと いう問題も生 じて
います︒
その ような観点に 立っ

(1)

(2)

青年女性会議の育成・ て る組織づくり に努めま
す︒
強化について
青年女性 会議には︑Ｊ
各支部青 年女性会議
Ｒ四国労組 運動を継承し 独 自の学習会開 催に向け
ていくため ︑諸活動の実 て ︑支援体制を 強化して
践を通じて次代を担うリー いきます︒
ダーを育成するとともに︑
男女平等 参画推進に
将来を切り 拓く運動を創 対する取り組みに基づき︑
ると言う重 要な任務があ 男 性と女性がと もに働き
ります︒青 年女性会議の が いのある職場 づくりを
組合員一人 ひとりが強い 目 指し︑レディ ースミー
自覚と責任 感を持ち︑自 ティングを開催します︒
らが﹃考え ・行動﹄でき
ボランテ ィア活動に
る組織体制 を確立しなけ
つ いては︑﹁鉄 道版交通
ればなりません︒
安 全教室﹂参加 者の輪を
具体的に は︑青年女性 広 げるべく青年 女性組合
会議独自の 学習会等の開 員 に幅広く募集 を行い︑
催や︑基本 組織である本
ボ ランティア実 行委員会
部・支部・ 分会の各種活
の 充実を図り活 動を継続
動にも積極 的に参画し︑ していきます︒
青年女性会 議の自由な発
ＪＲ連合 青年・女性
想に基づく 活動の充実を
図り︑組織 の強化に向け 委 員会に参画し ﹁行動指
て﹁明るく ・楽しく・元 針 ﹂の具現化に 向けた運
動の一翼を担うとともに︑
気よく﹂ス テップアップ
本 年５月に四国 で開催さ
することを 目指します︒
さらに︑将 来の青年女性 れ るユースラリ ーなどに
会議がどう あるべきか︑ 積 極的に参画し ︑全体的
な 交流を通じて 幅広い視
現状をしっ かりと認識し
野 を持った︑次 代のＪＲ
たうえで︑ 目指すべき労
働運動の方 向性を明確に 四 国労組を担え る組合役
し︑常に問 題意識を持ち 員の育成を図ります︒
取り組んで行きます︒
男 女平等参画推進の取
次のとお り︑具体的取
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︻香川県協推薦候補者︼ て
・香川県議会議員選挙
現在︑ＪＲ四 国労組議
村上 豊 民主党・現 員 団会議に加盟 する会員
職 連合香川推薦
は ３名です︒地 域におけ
・香川県議会議員選挙
る 交通政策の確 立と活性
山本 悟 史 民主党・ 化 等は︑その地 域と密接
新人 連合香川推薦
に 関わる議員団 会議会員
・香川県議会議員選挙
と の連携・協力 が重要で
梶 正治 社民党・現 あ り︑今後も連 絡体制を
職 連合香川推薦
密 にし︑政策課 題の実現
・高松市議会議員選挙
に 向けて取り組 みを強化
大西 智 無所属・新 します︒
人 連合香川推薦
・高松市議会議員選挙
２ 共闘関係について
綾野 敏 幸 無所属・
連合・交運労協
現職 連合香川推薦
私たちは︑今 日まで連
・多度津町議会議員選挙 合 四国ブロック ・四国交
庄野 克 宏 無所属・ 運 労協の提唱す る国民運
現職 連合香川推薦
動 等︑数多くの 諸行動に
︻愛媛県協推薦候補者︼ 積 極的に参加し 取り組ん
・愛媛県議会議員選挙
で きました︒こ れらの活
玉井 敏 久 民主党・ 動 を通じて地域 社会への
現職 連合愛媛推薦
貢 献と実績をさ らに発展
・愛媛県議 会議員選挙
さ せ︑友好産別 との友情
政安 誠 民主党・新 と 連帯を深め︑ ＪＲ連合
人 連合愛媛推薦
運 動を地域に密 着浸透さ
︻徳島県協推薦候補者︼
せ
る
取り組みを行います︒
・徳島県議 会議員選挙
ＪＲ連合四国地協
庄野まさひこ 民主党・
ＪＲ連合四国 地協は︑
現職 連合徳島推薦
連 合四国ブロッ ク及び四
・徳島県議 会議員選挙
国 交運労協に対 し︑ＪＲ
うすき 春夫 民主党・ 連 合の窓口とし て地域・
現職 連合徳島推薦
地 区内の各産別 組合員と
・徳島県議 会議員選挙
の 連帯と交流︑ 団結を強
松崎 せいじ 民主党・ 化 し︑ＪＲ連合 運動への
現職 連合徳島推薦
理 解と協力及び 組合員間
︻高知県協推薦候補者︼ の 信頼を高める ことに努
・高知県議 会議員選挙
め ます︒具体的 な活動と
森田 敏 之 民主党・
し て﹁ＪＲ連合 四国地協
新人 連合高知推薦
第 回定期委員 会﹂及び
・高知県議 会議員選挙
﹁ ２０１１春季 生活闘争
田村 輝 雄 無所属・
討 論集会﹂にお いて闘い
現職 連合高知推薦
の 方向性を意思 統一し︑
・高知県議 会議員選挙
地 域活動へも積 極的に参
井上 自 由 社民党・ 加 する取り組み を行いま
現職 連合高知推薦
す︒
・高知県議 会議員選挙
ＪＲ四国 グループ労
黒岩 直 良 無所属・
働組合連合会
現職 連合高知推薦
ＪＲ四国連合の役割は︑
・高知県議 会議員選挙
坂本 雄 一 民主党・ そ こに結集する 組合員の
生 活と雇用の安 定︑各社
新人 連合高知推薦
の 健全な発展と 魅力ある
・高知市議 会議員選挙
職場づくり︑働く労働者・
近藤 強 民主党・現
組 合員の労働条 件と社会
職 連合高知推薦
的 地位の向上を 目指すこ
Ｊ Ｒ四国労組議員団 とにあります︒その上で︑
会議との連 携強化につい グ ループ労組組 合員の労
(3)

働条件 を改善してい くと みます︒
点から︑連合︑交運労協︑
いう目 的達成に向け ︑
ＪＲ 四国労組独自共 Ｉ ＴＦ等の主催す る諸活
﹁ＪＲ 連合グループ 労組 済制度であ る﹁乗務員共 動 及びＪＲ連合の 主催す
連絡会 ﹂や﹁グルー プ労 済﹂の加入 促進と健全運 る 国際交流︑連帯 活動に
組対策 プロジェクト ﹂の 営に努めます︒
可 能な限り参加す るとと
中での 議論を通じ︑ ＪＲ
も に︑国内におい ても︑
２０ １１年度全労済
四国連合がＪＲ四国グルー
必 要により単組間 交流を
﹁ＪＲ四国 労組セット共
プ組合 員全体にとっ て︑
は じめ︑地域社会 活動等
済﹂の更新 に向けて取り
真にそ の役割を果た して
に取り組むこととします︒
組
み
ます︒
いくた め︑組織活動 ・政
２０ １１年度ＪＲ連
策活動 の両面から︑ 今後
合﹁ＪＲ私 傷病共済﹂の
の活動を展開します︒
加入促進に努めます︒
ては次のとおり
四国再発見の取 り組
第６回本部
﹁長 期家族サポート
みについて
執行委員会
︻経過報告︼
雇用 確保と労働条 件の 共済﹂の更 新に向けて取
り組みます︒
開催！
︵組織︶
維持改 善を図るため ︑鉄
落合 保険事務所のア
・組織の強化拡大
道運輸 収入の減少に 歯止
１ 月 日︵土︶ 第１回 ︵経協︶
めをか けるべく︑今 年度 メリカンフ ァミリー﹁が
も﹁四 国再発見増収 キャ ん保険﹂の 加入促進に努 男女平等参画推進委員会︑ ・ダイヤ改正等
及 び第１回組織財 政専門 ︵青女︶
ンペー ン﹂に取り組 むこ めます︒
委 員会︑並びに政 治委員 ・徳島︑ 自動車各支部 定
とを要請します︒
国内外労働者との連帯 会終 了後の 時 分より
期委員会
本 部１階会議室で ﹁第６ ︵共闘︶
レクレーション ・サー 活動について
国内外労働者との交流・ 回 本部執行委員会 ﹂を開 ・四国交運労協定期総会
クル活動について
・ＪＲ四 国グループ連 合
今年 度の本部主催 行事 連帯を通じ ︑広範な知識 催した︒
経過報告と議事 につい
定期大会
として は︑第９回本 部ボ の習得と視 野を深める観
ウリング 大会を３月 日
に開催 します︒規模 や試
合要領 は︑昨年８月 に開
催した ﹁サークル協 議会
運営委 員会﹂で検討 し︑
１月８日︵土︶ 時
川県協をはじめ各県協
確認さ れたとおりと しま
が表彰された︒
す︒な お︑従来から の県 より︑宇多津町﹁ホテ
続いて︑今年二十歳
協・支 部・分会主催 行事 ルサンルート瀬戸大橋﹂
への補 助についても 有効 において︑連合四国ブ
を迎える新成人 名の
活用を 図り︑それぞ れの ロック︑四国交運労協︑
代表として関係支部か
独自性 のあるサーク ル活 国会議員など多数のご
ら出席した８名に︑そ
動を支援していきます︒ 来賓と各級機関の代表
れぞれ真辺委員長から
第９回ボウリング大会 者ら約１３０名の出席
記念品が贈呈された︒
・日時 平成 年３月
の
も
と
２
０
１
１
年
新
春
日︵水︶
交歓会が盛大に開催さ
来賓の皆さま︵敬称略︶
・場所 シーサイド ボウ
れた︒
ル高松
主催者を代表して真
・規模 各支部選抜 チー
辺委員長は年頭の挨拶
ム
23

新規採用者の交 運共
済﹁総 合共済﹂全員 加入
に向けて取り組みます︒

福祉 ・共済事業活 動の
推進に 向けて︑次の 項目
に取り組みます︒

福祉・共済事業 活動の
取り組みについて

23

交運共済マイカ ー共
済加入促 進月間︵ 年
月〜 年９月︶に取 り組
11

10

15

12

45

く厳しい状況を踏まえ
責任組合として﹁組合
員の幸せ実現を﹂目指
し︑安全・安定輸送を
はじめ︑とするＪＲ四
国労組の運動方針に沿っ
て︑今年も取り組みを
強化するとし︑﹁２０
１１春闘﹂︑及び﹁政
策課題の実現﹂並びに
﹁統一地方選挙﹂など
について決意を述べた︒
また︑新春交歓会の
中では︑特別功労者表
彰及び新成人への記念
品贈呈も行われた︒
特別功労者表彰の団
体表彰では︑昨年実施
した﹁鉄道・運輸機構
の特例業務勘定の利益
剰余金﹂の有効活用を
求め︑地方議会におけ
る意見書採択に向けた
積極的な政策課題実現
の取り組みを行った香

38

連合四国ブロック
会長
木原忠幸
四国交運労協
議長
眞鍋雅洋
四国旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
泉 雅文
常務取締役総務部長
松島裕彦
勤労課長 辻田浩一
ジェイアール四国バス
株式会社
代表取締役社長
佐野 正

２ ０ １ １年 新 春 交 歓 会 開 催

13

︵組織︶
・退職者連絡会総会
︵部会︶
・運転部会定期委員会
︵政策︶
・鉄道・運輸 機構特例業
務勘定の利 益剰余金の
活用について
・意見書採択 の取り組み
結果について
︵男女︶・第 １回男女平
等参画推進委員会
︵財政︶
・第１回組織 財政専門委
員会
︵政治︶
・政治委員会
︵ＪＲ連合︶
・男女平等参 画推進委員
会
・グループ分科会ＰＴ
・組織戦略会議
・民主化闘争勝 利 ・
総決起集会
・単組書記長 ・事務局長
会議

12

・組織財政検討委員会
薦候補 者の承認につい
・賃金問題専門委員会
て
・２ ０１０年度﹁ 連合・ ⑨当面す るスケジュール
愛 のカンパ﹂集 約結果
について
について
⑩その他
・ＪＲ連合 第 回中央委
員会について
・２０１ ０年﹁連合安全
衛生に 関する調査﹂に
ついて
・各県協 定期委員会・春
闘討論 集会の開催日程
について
・第 回 レディースミー
ティン グの開催につい
て
・青女﹁ 冬季レク﹂の開
催について
・次期︵ 第７回︶執行委
員会の開催について

︻議事︼
①オ ブザーバーの 出席確
認について
②第 回定期本部 委員会
の議案書について
③第 回定期本部 委員会
の役割分担について
④Ｊ Ｒ連合四国地 方協議
会 第１回常任委 員会の
開催について
⑤Ｊ Ｒ連合四国地 方協議
会 第 回定期委 員会の
開催について
⑥２ ０１１春季生 活闘争
討 論集会の開催 につい
て
⑦Ｊ Ｒ四国労組第 ９回ボ
ウ リング大会の 開催に
ついて
⑧統 一地方自治体 選挙推

24

24

19

22

※ ﹁レ ク・サークルだ
より﹂に つきましては︑
紙面の関 係上お休みしま
す︒
ご了承ください︒

16

取締役総務部長
特別功労賞団体表彰
︻愛媛支部︼
明尾映男
香川県協
香西洸希・稲澤沙莉・
衆議院議員 小川淳也
愛媛県協
小松法子・瀧本慎輔・
〃
玉木雄一郎
徳島県協
中谷伸・谷藤大祐・
参議院議員植松恵美子
高知県協
島崎隼途・高崎利伸・
ＪＲ連合
橋本大希・郷良憲一
会長
坪井義範
︻徳島支部︼
四国労働金庫
山中聖也・安藤靖紘・
理事長
足達秀夫
南側優輝・宮藤晃平・
全国交運共済四国事業
森建太・改田晋・矢
本部業務推進部長
野成季
三宅世志久
︻高知支部︼
全労済香川県本部事業
石田直也・泉侑志・
推進課長
深江祥教
吉野秀樹・前田明宏・
ＪＲ四国労組議員団会
町尻健人・松本大輝・
議 団長
江渕土佐生
菊川孝紀
顧問弁護士 大平 昇
四国ＫＩＯＳＫ
労働組合執行委員長
成人を迎える仲間
山根正二
︵敬称略︶
ジェイアール四国メン ︻香川支部︼
テナンス労働組合
戸田ひかる・畠山真
執行委員長 野中秀信
希・武知正大・鶴原
ジェイアール四国ホテ
庸真・福森大祐・笠
ル開発労働組合
井聖矢・氏家章太・
執行委員長 市川智久
大久保光穂・平田堅
退職者連絡会
資・宮武浩也・今井
会長
西山實紀
家蔵・片山隆二・冨
田陽介 ・中野光 隆
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(5)

(6)

(7)

で︑ＪＲ四国を取り巻
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