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数 多 く の 補 強 意 見 に よ り 運 動 方 針 を 決定 ！

四国旅客鉄道株式会社
泉
雅文
代表取締役社長
大嶋 和浩
総務部勤労課長
ジェイアール四国バス
佐野
正
代表取締役社長
近藤 盛一
取締役総務部長
武内 則男
ＪＲ四国労組は︑７月９日・ 日の両日︑ 高松市﹁ＪＲホテルクレメント
参議院議員
高松﹂において︑代議員︑特別代議員︑傍聴者等︑約１７０名の参加の下︑
植松 恵美子
参議院議員
第 回定期大会を盛大に開催した︒大会スローガンとして﹁改革︑継承︑そ
小川 淳也
して未来へ！！﹂を掲げ︑①安全・安定・安心輸送の確立②組織の強化・拡
衆議院議員
大③労働環境の改善の取り組み等を柱とした運動方針を満場一致で可決した︒
青木 秘書
玉木 雄一郎
なされた︒
場一致で承認された︒
衆議院議員
議事では︑執行部よ
また ︑役員の補充で
小笠原 秘書
り︑一般経過報告など は︑執 行委員に香川支 四国労働金庫
が行われ︑質疑応答に 部の中 野代議員が選出
足達 秀夫 理事長
入った︒初日は︑８名 された︒
全国交運共済生協
の代議員から発言があ
その 後︑松浦青年女
四国事業本部
り︑執行部答弁の後︑ 性会議 議長より大会宣
立川 幸一 本部長
満場一致で経過︑決算 言案が 提起され︑盛大
全
労済香川県本部
が承認された︒続いて︑ な拍手で承認された︒
岡田 満行 課長
平成 年度運動方針案
最後 に︑中濱執行委 ＪＲ連合
及び予算案が提起され︑ 員長の﹁団結ガンバロー﹂
坪井 義範 会長
第１日目を終了した︒ で︑Ｊ Ｒ四国労組の団 ＪＲ四国労組議員団
結と更 なる躍進を確認
井上 洋一 幹事長
し︑ 時に終了した︒
退
職者連絡会
西山 實紀 会長
落合総合保険事務所
落合 新
代表取締役社長
ＪＲ四国労組
顧問弁護士
大平 昇 弁護士
ジェイアール四国
ホテル開発労働組合
市川 智久
第２日目は︑午前９
執行委員長
時より議事が再開され︑
高
松
駅
弁
労
働組合
名の代議員より︑運
飯
田
良
隆
来
賓
の
み
な
さ
ま
動方針に肉付けする意
執行委員長
見等が出され︑活発な
︵順不同︶ 徳島ターミナルビル
討議が行われた︒各部 連合高知
労働組合
答弁の後︑浅岡書記長
間嶋 祐一 会長
鷲巣 勲
の総括答弁が行われ︑ 四国交運労協
執行委員長
運動方針及び予算は満
宮本 武司 副議長
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祝電・メッセージ

︻国会議員︼
衆議院議員
三日月 大造
永江 孝子
白石 洋一
高橋 英行
仙谷 由人
高井 美穂
仁木 博文
参議院議員
友近 聡朗
中谷 智司
広田 一
加藤 敏幸
︻労働組合等︼
ＪＲ北海道労働組合
ジェイアール
東日本労働組合
東海旅客鉄道
労働組合
西日本旅客鉄道
労働組合
九州旅客鉄道
労働組合
日本貨物鉄道産業
労働組合
四国電力労働組合
日本私鉄労働組合
四国地方連合会
タダノ労働組合
日本郵政グループ
労働組合
四国地方本部
四国キヨスク
労働組合
国鉄労働組合
四国本部
︵敬称略︶

中濱 執行 委 員長
挨 拶︵ 要 旨︶

大会の冒頭︑執行部
を代表し中濱委員長は
﹁ＪＲは︑発足 年を
迎え︑ＪＲ四国労組も
結成 年の節目の年を
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31

運動﹂を未来へ つなぐ
ため︑新たな人 材を発
掘するとともに︑日々︑
変わりゆく時代 に合わ
せ進化すること を忘れ
ず︑未来へ向か って決
して改革を怠っ てはな
らないとの戒め を込め
ている︒ＪＲ発足 年︑
ＪＲ四国労組結成 年
の節目の年を迎 えた︒
国鉄改革から四半世紀︑
今日まで﹁安全の確保﹂
を第一義に鉄道 の再生
を目指し努力す るとと
もに︑﹁信頼と 緊張感
のある労使関係 ﹂を築
いてきた︒この 労使関
係を基軸に山積 する諸
課題解決に向け ︑未来
に向かって新た な運動
を展開しよう︒ ﹂と訴
えた︒
大会には︑連 合四国
ブロックを代表 して連
合高知の間嶋会 長をは
じめ︑各界から 多くの
来賓がかけつけ た︒Ｊ
Ｒ連合からは坪 井会長
に参加頂き︑安全確立︑
民主化完遂︑政 策実現
等︑ＪＲ連合の 運動方
針に沿って問題 提起が
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大会は 時から︑嶋
田 副委員長の開会挨拶
で 始まり︑大会準備委
員 長の香川支部石川委
員 長より歓迎の挨拶を
受 け︑その後︑松下資
格 審査委員長から代議
員 名中︑ 名の出席
が 報告され︑大会の成
立が確認された︒
議長団には︑細松代
議 員︵香川支部︶︑増
田 代議員︵愛媛支部︶
が 選出され︑スムーズ
な大会進行が行われた︒
執行部を代表して挨
拶 に立った中濱執行委
員 長は︑方針に掲げる
３ 本の柱について所見
を 述べ︑その後﹁本大
会 のスローガンには︑
﹁ 自由で民主的な労働
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迎えた︒ 当時﹁去るも
地獄︑残 るも地獄﹂と
言われた 国鉄改革から
四半世紀 ︑鉄道の再生
と 復興を目 指して ︑
﹁四国の 基幹的公共輸
送機関﹂ として︑地域
と共に歩 むことを誓っ
て努力を 重ねてきた︒
平成２年 には﹁労使共
同 宣言﹂を 締結し ︑
﹁会社内 における問題
は︑我々 労使で自主的
に解決す る﹂という原
則のもと ︑互いの立場
を相互に 理解し︑﹁信
頼と緊張 感ある労使関
係﹂を築 いてきた︒こ
の﹁信頼 と緊張感ある
労使関係 ﹂を継続する
ことが︑ 我々の目指す
﹁あるべ き労使関係﹂
への歩み と考え︑今後
もしっか りと議論を積
み重ねたい︒﹂と述べ︑
ＪＲ四国 労組が取り組
む課題に ついて所信を
表明し︑ 真摯な討議を
要請した︒

安全・安 定・安心輸送
の確立について
７月６ 日︑尼崎脱線
事故強制 起訴・初公判
の中で検 察側から﹁利
益優先の 体質が︑確実
な安全と いう鉄道事業
者が当然 なすべき意識
を鈍らせ ︑対策は後手

に回った﹂と批判され
た︒両者の主張は別と
して︑ここに労働組合
の任務と役割があると
考え﹁安全確立﹂に向
けしっかり取り組みた
い︒
﹁安全とは科学と技
術の計算の上に成り立
つ﹂もので﹁安心とは︑
その安全の上に信頼が
あって成り立つ﹂もの
であ るそうだ ︒その
﹁科学﹂と﹁技術﹂と
﹁信頼﹂は︑日々皆さ
んが職場で繰り返して
いる﹁あたりまえ﹂に
よって確保されている︒
﹁あたりまえ﹂の安全
輸送を続けていること
に自信と誇りを持って
頂きたい︒
私は︑ＪＲ連合の安
全対策会議でＪＡＬ１
２３便が墜落した﹁御
巣鷹の尾根﹂の慰霊登
山に参加した︒また︑
福知山脱線事故現場に
も３度献花に参った︒
その現場に立つと︑い
つも尊い命を一気に奪っ
てしまう事故を決して
起こしてはならないし︑
ＪＲ四国の組合員に起
こさせてはならないと
いう思いで立ちすくむ︒
会社は本年﹃﹁中期
安全推進計画﹂を策定
し︑全てに優先する最
重要課題と位置づけ︑
現場主義を徹底し安全
文化を定着させる︒﹄
としている︒﹁安全文
化の醸成﹂は労使で共
有できる課題であり︑
労働組合としては﹁あ
たりまえ﹂の事を﹁あ
たりまえ﹂に報告でき
る職場環境づくりを図
ると共に︑安全の確保
は︑急がないこと︑現

場の声を聞く事などを に ついて︒ＪＲグルー
しっかり伝え︑その重 プ ・エリア連合の一員
要な役割である組合員 と して︑その位置づけ
とお客様の命を守るチェッ を 自覚し︑論点を整理
ク機能を果たしていき し取り組む︒
たいと考えている︒
﹁秋の闘い﹂は︑要
求 の根拠をしっかり訴
組織の強化・拡大
え ︑職場環境改善に向
について
け 取り組む︒また︑女
﹁組織は生き物﹂と 性 の復職も含めた職場
よく言われる︒会社の の 確保と設備の問題は
業績が好調な時はいい 会 社と働く側のやる気
のだが︑業績が悪化し と 考え︑﹁聖域をつく
てくると組合員の不平・ ら ず﹂との思いで議論
不満が膨張し︑そこに を 進める︒ 歳以降の
階級的労働運動が生ま 働 き方については︑あ
れてくる︒
ま り時間 はない が︑
多くの場合︑その不 ﹁ 歳以降の働き方検
平・不満は組合員に対 討 委員会﹂からの答申
する説明不足から生ま を基本に改善を図る︒
れて来ると考えられる
そのほか︑教育の問
ので︑組合員にとって 題 は︑放っておいても
良い話も厳しい話も論 子 は育つが︑ＪＲ四国
点を整理し︑説明し︑ 労 組の運動を理解し︑
議論することで意思統 牽 引してもらうため︑
一を図らなければなら 新 たな人材を発掘しつ
ない︒
つ ︑将来へ向けて投資
地味であるが︑これ す る時期と考え﹁教育
を実践することで必ず 元 年﹂と位置づけ︑新
組織は強化される︒こ た なユニオンスクール
の取り組みを青女︑分 を開設する︒
会︑支部︑部会の役員
政策課題の取り組み
が実践できるよう強化 は ︑労働政策にあまり
する︒
重 点を置けないつらさ
国労問題について︑ も あるが﹁三島・貨物
１０４７名問題が解決 へ の支援措置﹂を中心
し次のステップに進む に ︑﹁四国高速鉄道の
のかと期待すると﹁職 実 現﹂へ向け産業政策
場の中心に座って組織 にしっかりと取り組む︒
拡大を図る﹂などと︑
政治の取り組みは︑
期待どころかバックし い つ実施されるかわか
始めた︒今後︑彼らを ら ない国政選挙や地方
組織拡大のパートナー 選 挙に向け準備をする
と見るのか︑組織拡大 が ︑前回の選挙以降︑
のターゲットと見るの 間 違いなく市民の声は
か︑見極めて行かなけ 鋭 くなった︒厳しくし
ればならない︒
ん どい闘いになると感
じ る︒その他︑効率化
労働環境改善に向けた 等 会社施策の対応につ
取り組みについて い ては︑その都度︑支
まずは︑﹁春の闘い﹂ 部 ︑分会︑部会等と連
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中野

代議員
︵香川支部︶

１２１ 系ワンマン列車
になら なかったのでは
ないか ︒是非︑現行の
ままの 状況で何年使用
できる か分からない車
両だけ 改造していくの
ではな く︑しっかりリ
スク軽 減を検討しての
再導入 を提言してほし
い︒
代議員
︵香川支部︶

現段階での増員は困 難
であり︑必要により ︑
助勢・助勤等により 対
応していきたいとの 回
答があった︒しかし ︑
労働災害が増えてい る
状況を踏まえ︑労働 組
合として引き続き改 善
を求めていく︒先般 の
夜業帰りに事故を起 こ
した件についても︑ 注
意喚起だけでは防げ な
いと考えている︒例 え
ば︑居眠りを感知し て
警報が出るような設 備
を設置するなど︑ハ ー
ド面での対策も必要 で
あると会社に対して 訴
えていきたいと考え て
いる︒
技術係が主任業務 を
行っている点や︑主 任
職のエキスパート社 員
の位置づけについて は
会社の考え方を確認 し
たい︒
今回の地上運賃収 受
型ワンマン運転は現 場
への事前周知時期や 内
容にも問題があった と
認識している︒組合 か
らは︑ＩＴＶやドア セ
ンサー︑ホームセンサー
等のハード対策をし っ
かり行ったうえで試 行
するべきと訴えてきた︒
また︑試行開始後も ア
ンケートを実施し︑ 問
題点を抽出するとと も
に︑その内容を会社 に

対し細かく説明し改善
を求めてきた︒会社は︑
それらの問題点もでき
る限り改善していきた
いと言っており︑組合
としてもハード面対策
などを早く整備するよ
う会社に訴えている︒
遅れを気にすることな
くドア挟みや転落事故
を起こすことのないよ
う安全最優先でお願い
したい︒
吉田

代議員
︵香川支部︶

地上運賃収受型ワン
マン運転について︑停
車時分の確保やセンサー
の設置などハード対策
ができたうえでの試行
にならないものなのか︒
今回のワンマン運転を
廃止にしろという話で
はなく︑やるべきこと
をしっかりやった上で
の試行であれば︑乗務
員も一生懸命期待に応
え︑効率化にも取り組
むつもりである︒事故
の芽が少しでもあるの
であれば廃止の方向に
持って行っていくべき
である︒安全が確保出
来ないのであれば︑営
業車掌が乗務し︑運転
士がドアの開閉をする
ワンマン列車のような
形でやっていただきた
いというのが乗務員の

本音である︒
マン運転の試行におけ
る設備の整備について︑
森 代議員
丸亀駅のＩＴＶの設置
︵愛媛支部︶ 位置の変更を訴えたが︑
改善したくても物理的
にできない面もあると
の回答であった︒組合
の考えとしては︑複数
両数のワンマン列車を
運行するには︑ＩＴＶ
とホームセンサーをセッ
トでやるべきであり︑
それらを整備した上で
試行するべきであると
訴えている︒今回の試
松山運 転所には女性 行開始時にはホームセ
車掌が８ 名程いる︒複 ンサーは導入できなかっ
数の女性 が妊娠などの たが︑改善の結果︑一
理由によ り乗務員をで 定程度完成形に近づい
きなくなった場合には︑ たと聞いている︒早急
現在受け 皿となってい に整備するよう引き続
る事務に も限界がある き申し入れている︒ま
ため︑駅 での勤務など た︑該当する運転士に
他部署と 連携をとって 対して行ったアンケー
ほしい︒ また︑産休後 ト結果では︑ 秒停車
に復帰す る場合にも育 が大きな問題と感じて
児などの 私生活との両 いる︒当初から組合は
立ができ るよう︑女性
秒以上の停車時分を
のための ワークライフ 求めていた︒以前実施
バランス にもしっかり していた営業車掌が乗
取り組ん でいただきた 務するワンマン列車で
い︒
は︑お客さまを挟む事
今回の 高野川〜伊予 故は発生していない︒
上灘間の 土砂崩れでは 適正な停車時分と運転
列車が乗 り上げ脱線し 士が自らの目で確認し
た︒現場は２００のカー てドアを閉めることで
ブを曲が りその先には 安全を確保できると考
鉄橋がある場所である︒ えている︒アンケート
もし特急 列車や︑速度 結果においても︑ ％
が速い列 車であれば重 以上の運転士が︑ワン
大事故に 繋がる危険な マンスイッチで２両分
事象であ る︒今一度踏 のドアを閉めるより︑
切を含めた危険な箇所︑ 笛を吹いた後に自分の
崩落の恐 れのある箇所 目で確認した上でドア
を洗い出 し︑補強・強 を閉める方が安全と回
化し乗務 員が少しでも 答している︒ドアを開
安心して 乗務できるよ けるのをワンマンスイッ
うにしてほしい︒
チで行い︑ドアを閉め
る際に車掌スイッチで
嶋田副委員長
閉めるという扱いも構
地上運 賃収受型ワン 造上可能であり︑むし

30

大西

高松 電気区では︑技
術係に もかかわらず︑
主任業 務を代行してい
るケー スがある︒就業
規則上 は︑箇所長の指
名があ れば業務内容は
できる と思うが︑就業
規則の 解釈はどのよう
になっ ているのか︒主
任業務 をするのであれ
ば︑主 任に昇格させる
べきだと考える︒
さら に︑同じグルー
プに主 任の肩書きのエ
キスパ ート社員がいる
が︑ど のような取扱い
になっているのか︒
嶋田副委員長
工事 グループの配置
の見直 しについては以
前から 支部や分会から
意見が 出されており︑
本部と しても会社に改
善を求 めている︒今後
増加す ると想定される
工事量 に対し会社は︑
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絡を密にし対応する︒ 職場の効率化により︑
駐在の廃止︑各電気区
への工事グループの配
置が実施された︒ここ
数年︑電気職場では︑
夜間の自動車事故︑業
務中の障害事故等労働
災害が多数発生してい
る︒これらの事故の中
心は若年の組合員であ
り︑本人の自覚が足り
ないと言われても反論
できない立場の組合員
である︒しかし︑本当
に自覚が足りないだけ
なのか︒工事グループ
の配置の見直し︑保守
エリアの見直しを求め
る︒
組織財政について
平成 年に﹁ 組織財
政専門委員会﹂ で答申
があり︑翌年組 合費の
改定が実施され た︒そ
のときのシミュレーショ
ンでは︑ 年間 を目処
に︑平成 年を 境に財
政の確立に向け て議論
が必要との見解 が示さ
れている︒
現時点では︑ 組合員
各位の理解と協 力によ
り財政運営は順調だが︑
今後 代の組合 員がい
なくなるなど︑ 近い将
来財政の健全化 に向け
議論をしなけれ ばなら
ない時期がやってくる︒
共通認識を持ち ︑議論
開始をお願いする︒

今回導入された地上
運賃収受型ワンマン運
質疑討論︵要旨︶ 転方式は︑計画通りの
導入だったのか︒計画
河野 代議員
通りだとすれば︑周知
︵愛媛支部︶ 期間が短かったのでは
ないか︒現場はかなり
混乱していた︒そして︑
実際に営業運転を行っ
た後に事故防止対策が
次から次に行われ︑一
体何が大事なのかよく
分からないし︑現場か
らの改善に対する要望
を反映しているとは思
えない︒現場目線で熟
慮したうえでの導入な
年３月 の電気 らこんなに注文の多い
平成
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代議員
︵本社支部︶

ろそうするべきだと考
えている︒安全を確保
するための列車の遅れ
は気にしなくても良い︒
安全最優先で取り組ん
でいただきたい︒
女性車掌の勤務地の
問題について︑女性の
働く場を確保すること
は重要であると認識し
ている︒また︑復帰後
も仕事と育児の両立が
できるような体制を求
めていく︒
比地大踏切の緩衝材
が飛んだ事象は︑本当
は外れるような構造は
していない︒様々な悪
い条件が重なり︑たま
たま浮き上がったと聞
いている︒当然対策は
している︒沿線の倒木
の問題に対しても前もっ
て安全対策・防災対策
が求められていく内容
だと思っている︒今後
も安全対策・防災対策
を重点的に講じるよう
求めていきたい︒
長瀬

組織拡大のために契
約社員の組合加入は必
要だと認識している︒
組合加入者と未加入者
とで差別化が必要だと
考えるが︑本部の見解
を伺いたい︒また︑加
入促進に対するアドバ

イスをいただきたい︒
帰省等補給金の支給
回 数を年３回に増やし
て もらいたい︒また︑
そ れとは別に︑忌引休
暇 の適用となる親族の
葬 儀に参列する場合は
臨 時的に帰省等補給金
を支給してもらいたい︒

日頃から契約 社員の
組織化について 奮闘し
ていただいてい ること
に感謝申し上げ る︒組
合への加入行動 は契約
社員に対してだ けでな
く︑社員に対し ても同
じである︒現在 ︑ＪＲ
四国には３つの 組合が
ある︒また︑ど この組
合にも加入して いない
社員もいる︒そ のよう
な中︑責任組合 である
ＪＲ四国労組が 団体交
渉でボーナスを 決めれ
ば全ての社員に 対しそ

浅岡書記長

田中 特別代議員
︵営業部会︶ た若手社員の制 服の支
給が遅れている ︒特に
冬の時期に新し く配属
となった組合員 は︑夜
間作業時にアノ ラック
がなく︑寒い思 いする
こともあること から︑
早急に支給して いただ
きたい︒

現在二人部屋︑三人
部 屋となっている伊予
西 条︑鳴門の乗泊所の
個室化を要請する︒
各運転所︑運転区︑
車 掌科では要員の不足
が 発生している︒適切
な 休養がとれるよう要
員の増加をお願いする︒
区所によっては︑見
習 期間が終わるとすぐ
に 特急列車に乗務する
行 路があるが︑お客さ
ま に十分な接客対応が
で きるよう︑教育体制
の強化をお願いする︒
古川 代議員
︵徳島支部︶
徳島支部においても
電 気職場の保全グルー
プ ︑工事グループの体
制 が問題となっている
の で見直しをお願いし
たい︒
電気職場に配属となっ

のボーナスが支給され
るという状況は契約社
員も社員も同じである︒
こういった状況に対し
本部も歯がゆい思いを
持っている︒我々が組
織化で目指しているも
のは︑組織に入っても
らうことによって各種
労働条件︑労働環境の
改善について会社と話
合いができる︑改善に
向けての交渉ができる
ことが一番の強みだと
思っている︒また︑準
組合員も仕事に関する
悩み事等を持っている
と思うが︑準組合員の
意見等をきちんと汲み
上げることも分会運動
の大きな柱のひとつだ
と考えている︒職場に
おける信頼関係を深め
ることが組織化に向け
て一番の特効薬だと考
えている︒組織化につ
いては︑本部も一緒に
なって取り組んでいく
ので︑各職場において
も組織化に向けて取り
組みを強化していただ
きたい︒

を一度 にすることは無
理であ るが引き続き申
し入れている︒
車掌 の教育体制につ
いては ︑具体的にどの
ような 教育体制が望ま
しいの か営業部会でと
りまと めていただきた
い︒
運転 職場における要
員不足 について︑各区
所によ って状況は異な
るが︑ 適正な要員の配
置を引 き続き求めてい
く︒
電気 職場の体制見直
しにつ いて︑関係分会
長︑工 務部会等々から
具体的 にどのような体
制がい いのかまとめて
いただ き︑それを本部
で集約 したうえで会社
に対し 具体的に改善を
求めていきたい︒
制服 の支給が遅い件
につい ては︑工務職場
に限ら ず全ての職場に
おいて 言われている︒
アノラ ックは最小限必
要であ るので︑この問
題点に ついて精査し会
社に改善を求めていく︒
特別代議員
︵工務部会︶

工務 部会における最
近の問 題として︑若手
組合員 の退職がある︒
希望勤 務地に配属して
もらえ ないという不満

竹内

嶋田副委員長
帰省等補給金を冠婚
葬祭時に臨時的に支給
することについては︑
逆に四国外に出て行く
こともあることから島
外の社員のみに帰省等
補給金を支給するので
は整合性が取れなくな
る︒支給回数を増やし
て欲しいという要望は︑
職場諸問題等で会社に
対し訴えていきたい︒
乗泊所の個室化につ
いて︑悲願であった徳
島運転所が個室化され
た︒会社の経営体力等
を考慮すれば︑すべて

の声も出ている︒
議案書に掲載して あ
る工務部会の答申は ︑
各職場の意見を聞き ︑
真摯な討議をしてま と
めているので︑是非 目
を通していただきたい︒
また︑次の答申に向 け
アンケートを実施中 で
ある︒当初述べたよ う
に若手組合員の意見 を
反映したいと考えて い
る︒今後も部会活動 を
活性化するため部会 対
策費の予算増額をお 願
いする︒
吉田 代議員
︵香川支部︶
委員長挨拶において︑
組織の財政について 議
論をお願いしたいとあっ
たが︑どういうこと な
のか︒
組合は民主党を政 権
与党になる前から応 援
し︑今後も応援して い
くと思うが︑実際問 題
として民主党支援は ど
うするのか︒
安全について︑倒 木
等自然災害が多発し て
いるが︑それらに対 す
る危険予知を組織と し
てどのように取り組み︑
どのように安全を確 保
していくのか︒
有藤 代議員
︵高知支部︶
土讃線の山間部に お
いて︑野生動物との 触
車により列車の遅れ が
出るなど多大な影響 が
出ている︒組合とし て
も会社と共に早急に 対
策を講じてほしい︒
ＪＲ四国労組は政 策
課題の解決に向け︑ Ｊ
Ｒ連合の中でどのよ う
に関わっていくのか︒

嶋田副委員長
若手組 合員の退職に
ついては ︑工務職場に
限らず︑ 他の職場にお
いても若 手組合員が退
職してい る︒これは近
年に限ら れたことでは
なく︑以 前からあるこ
とである ︒やりがいの
持てる職 場環境作りに
取り組む よう今後も申
し入れる︒
自然災 害に対する危
険予知に ついて︑今年
４月に瀬 戸大橋線にお
いて予知 できないよう
な突風に より列車が長
時間橋の 上で止まるこ
ととなっ たが︑会社は
それを教訓にお客様サー
ビス推進 室を立ち上げ
た︒組合 としても︑強
風が予想 される場合は
前もって 列車を止める
など︑事 前・事後の対
応に万全 を期すよう申
し入れる︒
野生動 物との触車事
故対策に ついて︑以前
から職場 諸問題で集約

をお願いしたい︒
２００ ０系解放時の
自己保持 回路を導入す
るとかな り以前に聞い
たが︑そ の後どうなっ
たのか︒ いつになった
ら出来る のか教えてい
ただきたい︒
ＳＡＳ の治療を受け
ている者 も数値が下が
り改善さ れれば︑治療
消費税問題や本四高 を受けな くても乗務が
速道路料金問題等課題 可能とな り︑毎月約６
が山積している︒持続 千円の治 療費も必要な
可能な公共交通を発展 くなる︒ ３年に１度の
させるため︑緊急の取 検査の際 ︑治療を受け
り組みが必要である︒ ている者 については︑
今後その 治療が必要か
特別代議員
どうかの 検査もしてい
︵運転部会︶ ただきたい︒
福田

ワンマン運転につい
て︑ミラーの改善とし
て順次付け替えられて
いるが︑少し見やすく
なったからと言っても
安全対策としては不十
分である︒モニターテ
レビの設置︑ホームと
反対側のドアが開かな
いような感知装置の設
置などを早急に行って
いただきたい︒ワンマ
ン運行が普通列車の
％を超え︑乗務員もか
なり疲弊している︒今
後も地上運賃収受型ワ
ンマン列車の導入等︑
ワンマン列車の拡大が
予想される︒労働時間
短縮︑労働条件の改善
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し会社に申し入れてい
る︒ハード対策として
形式にアニマルガー
ドを取り付けているし︑
触車事故が多発してい
るところでは︑徐行運
転をしている︒触車事
故が発生すると車両故
障や運休が発生するこ
とから︑経費はかかる
が防護柵の設置を引き
続き求めていきたい︒
ワンマン運行のミラー
について︑本部として
も少し見えやすくなっ
たミラーに交換するだ
けでは不十分だと考え
ている︒複数両数のワ
ンマン列車を運行する
にあたり︑組合として
も︑ミラーではなくモ
ニターカメラとホーム
センサーが必須条件と
しており︑早急に対策
を講じるべきと会社に
申し入れている︒
２０００系の自己保
持回路については︑本
部も何年も前から会社
に対し訴えており︑試
験的に改造工事を施し
たが︑誤作動の可能性
も拭いきれないため一
旦中断している︒今後︑
Ｎ２０００等比較的新
しい車両に施す改造工
事に併せて自己保持回
路の工事を行うよう求
めていきたい︒
ＳＡＳの再検査につ
いては︑組合内でも勉
強させていただきたい︒
１日平均労働時間の
短縮については︑毎年
会社に申し入れている
が︑現在の経営体力で
は難しい状況と考える︒
１日平均労働時間の短
縮と併せ︑拘束時間の
短縮も引き続き求めて
いきたい︒

32

現在の財政は︑平成
年の長期財政シミュ
レ ーションを基にやっ
て いるが︑それによる
と ︑平成 年頃に再度
財 政について議論する
必 要があることとなっ
ている︒しかしながら︑
組 合員の協力もあり︑
経費削減に努めた結果︑
現 在は健全な財政運営
となっている︒ただし︑
今 後 年経てば︑ 代
の組合員がいなくなり︑
年 齢構成に偏りがある
た め︑その点を含めて
再 度議論が必要である
と いうことである︒具
体 的には︑組織財政専
門 委員会において議論
していきたい︒
今後の中長期的な政
策 課題への取り組みと
し て︑ＪＲ連合は鉄道
の 活性化︑三島貨物の
経 営安定化︑モーダル
シ フトの３点に取り組
む こととしており︑Ｊ
Ｒ 四国労組としては︑
三 島貨物の経営安定化
に 重点を置き︑ＪＲ連
合 内で開催する政策委
員 会等で四国の現状等
を 訴えていきたい︒本
四高速料金に関しては︑
平 成 年度から全国共
通 料金の導入を目指す
と し︑具体的中身につ
い ては平成 年度末を
24
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代議員
︵徳島 支部︶

特別代議員
︵愛媛支部︶

議員フ ォーラムに積極
的に参 加し︑交通行政
にも関 わっていた︒今
後︑連 合︑連合愛媛の
動向も 関係すると思う
が︑Ｊ Ｒ四国労組とし
てどう 対応していくの
か︒
４月 から電気職場に
エキス パート社員を辞
め︑嘱 託社員として配
属とな った者がいる︒
今後こ のような方が増
えれば ︑現役社員の昇
職等に 影響があるので
はない か︒また︑今後
会社は 嘱託社員制度を
どのよ うに運営してい
くつもりなのか︒また︑
それに 対し組合はどう
考えているのか︒
中川

代議員
︵本社支部︶

多くの女性が出産・ 育
児を経験するが︑出産・
育児後︑仕事を続け ら
れるか不安となり︑ 離
職するケースも多く あ
る︒そのような不安 を
しっかり取り除き︑ 育
児休職取得後︑安心 し
て長く働くことの出 来
る会社を作っていた だ
きたい︒
島田

本社内の女性トイ レ
は一部の階を除き︑ 各
階１つずつしかなく ︑
女性組合員に非常に 不
便を強いている︒女 性
トイレの改善を強く 要
請する︒更に言えば ︑
トイレの数も大切で あ
るが︑和式トイレし か
ない状況であり︑特 に
出産を控えた女性にとっ
て不便を感じている ︒
以前︑２階を１つか ら
３つに増やし︑洋式 ト
イレを導入した事例 も
あるので︑各階も同 様
の整備をお願いする︒
中西 代議員
︵香川支部︶
組織方針について ︑
昨年の大会で︑採用 差
別問題が全面解決し た
後の国労が次の一歩 を
どう踏み出すのか︑しっ
かり分析して欲しい と

要請した︒この１年間
の経過を振り返ると︑
採用差別事件が解決し
てから後の国労は︑組
織の強化・拡大にひた
走っており︑運動方針
の中心的課題に据えて
いるように思う︒特に
問題視しなければなら
ないのが︑４月の新入
社員に対する加入行動
である︒本部も把握し
ていると思うが︑この
行動の具体的中身とそ
れを受けて国労四国に
対して抗議行動をした
のか︑来年以降も引き
続き加入行動を行う可
能性があるため︑それ
に対する対策を明らか
にしていただきたい︒
方針書では︑この動き
に対して︑今日までの
ベクトル合わせに相反
する事象と書かれてい
るが︑国労四国は︑こ
れまで言い続けてきた
労・労間の垣根を越え
て大同団結するという
考えを完全に捨て去っ
たと捉えている︒来年
の組織方針では見直し
が必要ではないか︒
組合掲示板について︑
分会単位で５名以上の
組合員がいる場合は組
合掲示板の設置を許可
するという長年の慣行
があったと思う︒国労
組合員が分会単位で５

名を下回 っているよう
な分会で も未だに掲示
板が設置 されていると
ころがあ ると聞いてい
る︒点検 ︑調査活動を
行い厳格 な運用を会社
に申し入 れていただき
たい︒

嶋田副委員長
歳以 降の働き方に
ついて︑ 労働組合とし
ても無年 金期間が生じ
るなど問 題点があると
いうこと で早くから着
目し︑ 歳以降の働き
方検討委 員会を立ち上
げた︒ア ンケート結果
について は︑議案書に
ある答申の内容であり︑
本部としては答申に沿っ
た方向で 改善を求めて
いきたいと考えている︒
方針に項 目として記載
されてい ないという点
について は︑労働条件
改善の取 り組みについ
ての項の 総合労働協約
改訂の取 り組みについ
てという ことで︑エキ
スパート 社員の多様な
働き方の 整備という項
目に全てを含んでおり︑
この中で 具体的に秋の
交渉で進めていきたい︒
２月の定 期本部委員会
の議案書 には項目を立
てていた が︑今回はこ
の項目に 全て含まれて
いるとい うことでご理
解いただきた い︒ 歳
以降の条 件について︑
当初 歳以降 は︑ ％
で始まっ た︒何年もか
けて ． ３％に引き上
げ︑２年ほど 前に ％
まで引き 上げるという
改善をし てきた︒本部
としても ％で満足し
ているわ けではない︒
今後の検 討課題と認識

している︒
職場諸問題等の回答
については︑各支部役
員に確認してもらいた
い︒
歳以降の嘱託につ
いては︑今後の検討課
題であると認識してい
る︒それによって現役
社員の昇格に影響はな
いと考えている︒
本社２階の女性用ト
イレについては︑労働
組合の取り組みの結果
数年前に改善されたが︑
他の階も改造工事をし
てもらうのがベストで
ある︒経費面等で困難
な場合は︑各現場と同
様に︑偶数階︑奇数階
で分けるのも一つの手
であると考えている︒

浅岡書記長
友近参議院議員には︑
四国の鉄道を考える国
会議員連絡会の副会長
をしていただいている
し︑ＪＲ連合の 世紀
の鉄道を考える議員フォー
ラムにも参加していた
だいている︒ＪＲ連合
は︑民主党を離党した
５名の議員について脱
会の扱いとしたいとし
ており︑正式には今後
開催予定の議員フォー
ラム総会で決定する︒
これは議員フォーラム
の運営要綱に基づくも
のである︒ＪＲ四国労
組の国会議員連絡会の
運営要綱もこれを踏襲
した内容であることか
ら︑自ずと方向性は見
えてくると考えている︒
連絡会の構成員は﹃四
国選出の国会議員で︑
民主党︑社会民主党の
会派に属することを原
則とする﹄となってい
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目途に取りまと めるこ
ととなっている ︒平成
年度以降の具 体的な
料金はわからな いが︑
仮に料金が下が ったと
すれば︑対本州 輸送が
収入の４割を占 めるＪ
Ｒ四国の経営に 極めて
大きな影響を及 ぼすこ
ととなる︒その ため︑
減収分の補填な ど何ら
かの手当をして もらえ
るよう︑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︑四国の鉄 道を考
える国会議員連 絡会に
加盟している民 主党の
国会議員の先生 に説明
しながら︑しっ かり取
り組んでいきたい︒
安廣

出していくのか︒
歳以上の関係につ
いて︑ 歳までの仕事
と 歳になってやる仕
事で何ら変わりがない
が賃金はダウンする︒
今後どのように引き上
げていくのかが極めて
重要である︒併せて︑
生涯賃金の底上げとし
て︑退職手当の改善を
要求していただきたい︒
また︑高齢者に対する
労働条件の改正につい
ても︑きちんと方針に
明記していただきたい︒
徳島管理駅分会から
職場諸要求︑ダイヤ改
正における問題点等を
本部に提出したが︑そ
れに対する打ち返しが
ない︒職場に労働運動
を定着させていくため
にも︑提出したものに
対しては︑会社からの
回答を会議の場や書面
等で知らせていただき
たい︒
鉄道の高速化につい
て︑新幹線建設をどの
ように位置づけるのか︒
鉄道の再生というのは
理解するが︑その中に
新幹線の新たな建設は
含まれるのか︒新幹線
が建設されると並行在
来線が非常に厳しい状
況におかれる︒この点
に対し労働組合として
どういうスタンスで臨
むのか︒
組合 の男女平等参画
に対す る取り組みにつ
いては ︑少しずつ進ん
できていると感じるが︑
会社の 取り組みはまだ
まだ進 んでいないと感
じる︒ 乗務員職場への
女性の 進出増は見られ
るが︑ 工務系職場や駅
の運転 業務への進出は
まだまだ少ない︒また︑
女性管理者については︑
ほとん ど聞いたことが
ない︒ 女性管理者を増
やすこ とも男女平等参
画の実現に重要である︒
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55
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河野 代議員
︵愛媛支部︶
愛媛県選出の友近聡
朗議員が消費税増税に
対する政治信念の違い
から残念ながら民主党
を離党した︒友近議員
は︑愛媛県選出の議員
の中でも議員連絡会や
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来年度から老 齢厚生
年金の支給開始 年齢が
段階的に引き上げられ︑
無年金期間が生 じるこ
ととなる︒ 歳 以降の
働き方検討委員 会の中
でアンケート調 査をし
たが︑賃金体系 の中で
どう要求していくのか︑
早急に明確にし て要求
を出していただきたい︒
現行のエキスパ ート社
員の賃金制度は ︑今後
報酬比例部分が 無くな
るが︑無くなる 分をど
ういう形で要求 として
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浅岡書記長
工務部会は年間を通
じて活発に活動してい
ただいている︒今回実
施しているアンケート
結果についてもきちん
と解析をしていただき︑
本部に答申としてまと
めていただければ︑今
後の経営協議会等に活
かしていきたい︒
現在の民主党に対す
る評価について︑昨年︑
一昨年の政策課題の実
現は︑民主党が中心と
なって取り組んでいた
だいたお陰であること
は事実であり︑特に四
国選出の民主党の先生
には︑ＪＲ四国の現状
を把握していただき︑
精力的に取り組んでい
ただいたことが︑政策
課題の解決に結びつい
た︒この点については︑
きちんと評価したい︒
世間的には民主党に対
し逆風の状況であるが︑
選挙になれば組合とし
て精一杯お礼はしてい
くつもりである︒現時
点においては︑民主党
に代わる労働組合の代
弁者たる政党は実在し
ないと考えている︒大
阪維新の会や小沢新党
がどのような政党であ
るかは不明であるが︑
様々な政党をきちんと
分析し︑政策協定が結
べるような政党が出て
くれば︑その時に判断
したい︒
眞鍋執行委員
部会対策費の平成
年度予算として︑１０
０万円を計上しており︑
昨年度より 万円増額
している︒更なる活性
化をお願いしたい︒
20
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るため︑これに従い脱
会の取扱いをしたいと
考えている︒なお︑四
国の鉄道を考える国会
議員連絡会総会を出来
るだけ早い時期に開催
し︑その中で最終的に
意思統一し︑後任の副
会長の選出も含めて取
扱いを決定したい︒連
合愛媛については︑次
の参議院議員選挙で友
近議員を推薦しないこ
とが決定していると聞
いている︒
国労問題について︑
仮に国労四国の立場に
立ち︑国労四国を存続
していくことを前提に
すれば︑組織拡大を目
指すのが当然である︒
その一方で︑ここ数年
間︑四国労組とベクト
ル合わせをしてきたの
も事実である︒この辺
りを含め︑現在様々な
働きかけを国労四国に
対し行っている︒その
結果が近いうちに出る
と思われるし︑これか
らも働きかけをしてい
きたいと考えている︒
新入社員に対する加入
行動の中身は︑国労四
国の執行部が研修セン
ター前において︑﹃組
合は複数あるため︑加
入組合はすぐに決めず︑
あせらず慎重に決めよ
う﹄いうビラを配布し
ていたというものであ
る︒事前にその話をつ
かんでいたため︑国労
四国に対し︑今進めて
いるベクトル合わせの
方向からすれば︑イレ
ギュラーではないかと
いう話をしたが︑﹃国
労単一体組織の中の四
国という立場であるか
ら︑申し訳ないが淡々

合労働協約改訂 の申し
入れの際に︑多 様な働
き方の整備の一 つとし
て︑在宅勤務制 度やフ
レックスタイム 制度の
新設を要求した ︒今年
の要求は今後整 理する
こととなるが︑ 今年も
多様な働き方の 整備を
会社に訴えていきたい︒
女性の管理者の 数は少
ないが︑本社の 副長を
している者もい る︒組
合員全体約２４ ６０名
中女性組合員は約 名
であり︑割合と しては
３％ということ で︑目
に見える形で女 性の参
画が出来ていな い︒な
お︑女性組合員 名の
うち大半が 歳 以下の
若い組合員であ る︒近
年女性の採用が 増えて
おり︑今後 〜 年経
てば︑女性の管 理者も
増えていくと思われる︒
組合としても女 性の意
見を聞きながら 引き続
き男女平等参画 に取り
組んでいきたい︒
歳以降の多 様な働
き方に関するア ンケー
トについて︑答 申の１
番については︑ 定年延
長するよりも現 行のエ
キスパート社員 制度を
望む声が多かっ たとい
うことである︒ ２番に
ついては︑報酬 比例部
分の支給開始年 齢が引
き上げられた後 も︑３
００万円は確保 するこ
とを目指してい る︒な
お︑３００万円 の原資
については︑今 後会社
と調整していく ことに
なる︒３番については︑
勤務体系が不規則となっ
ている乗務員か らは休
日増や一日当た りの労
働時間削減を求 める声

また︑教育の中で︑ 労
使共同宣言を取り扱 っ
てはどうか︒
様々な職場から要 員
不足という意見が出 て
きている中で︑中期 経
営計画において平成 ２
８年度の要員計画数 が
示されているが︑各 職
場の人数等の内訳は ど
のようになっている の
か︒分かっている部 分
があれば教えていた だ
きたい︒
組織問題について ︑
年後には国労が消 滅
してしまうという話 で
あるが︑国労が自然 消
滅してしまう前に組 織
統一してもらいたい ︒
その根拠として︑ 〜
年後には︑ＪＲ四 国
労組からも国会議員 を
送り込まなければな ら
ない時期が必ず来る と
考えており︑その際 に
ＯＢの先輩方にも応 援
要請をしなければな ら
ない︒ 年後には設 備
投資に対する支援策 が
切れ︑ 年後には経 営
安定基金に対する支 援
策が切れるというこ と
が確定しており︑今 か
ら準備に入らなけれ ば
ならない︒その前に Ｏ
Ｂの窓口を一つに絞 っ
ておくことが重要で あ
ると考えている︒

が大半を占めていた︒
それ以外の職場につい
ては︑現行のフルタイ
ムを望む声が多かった
という結果である︒

交渉等 に取り組んでい
ただいていると思うが︑
残念な がら春闘ではベ
アが無 く︑定期昇給の
確保と なった︒大半の
青女組 合員がベアを経
験して いない状態であ
り︑ベ アの存在自体分
からな い若い組合員も
いる︒ 若手組合員のモ
チベー ションを上げる
ために も︑来年の春闘
でもＪ Ｒ連合の方針を
踏まえ ︑ベアの獲得に
むけて 取り組んでいた
だきたい︒
定期 昇給のみで賃金
がなか なか上がらない
という 現状の中で︑責
任のあ る仕事を任され
てもモ チベーションの
向上に 繋がらないとい
う声が 上がっている︒
仕事に 対する責任感︑
モチベ ーションアップ
のため に各種手当の向
上に取 り組んでいただ
きたい︒

嶋田副委員長
地震対策について ︑
ハザードマップは各 自
治体が取り決めをし て
いるが︑安全推進室 は
自治体のハザードマ ッ
プと併せて決めてい き
たいという考え方を持っ
ている︒非難はしご に
ついて︑お客様がよ り
安全に降りられる設 備
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代議員

︵徳島支部︶
地震・津波対策につ
いて︑東海・東南海・
南海大地震が発生した
場合︑牟岐線の南小松
島〜阿波赤石間には避
難場所がない︒その状
況を組合としてどう考
えているのか︒また︑
列車に積み込んでいる
避難はしごは扱いが難
しく︑設置に時間がか
かる︒徳島運転所では︑
貫通路を利用した手す
り付きの避難はしごを
サンプルとして借りて
おり︑とても使いやす
いので︑導入を前向き
に検討していただきた
い︒

大西 代議員
︵香川支部︶
教育 について︑今年
度から 各コースの名称
が変わ っているが︑中
身も改 革されるのか︒
管理者 を対象にした特
設コー スがあるが︑そ
れ以前 に管理者になる
前の若 手をしっかり教
育して いただきたい︒
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立石

佐藤 特別代議員
︵高知支部︶
今回の夏季手当は︑
ライフプラン支援金を
含めると２． 箇月と
なり︑昨年よりもアッ
プしたことから組合員
のモチベーションアッ
プに繋がったと考える︒
賃金は最大の労働条件
であるとの認識のもと
16
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と 行動していきたい﹄
と の返答であった︒連
合 のオブ加盟というイ
レ ギュラーなところは
あ るが︑単一体組織と
国 労四国の存続という
こ とに立脚すれば︑今
後 もこういった行動が
続 くであろう︒組織対
組 織で話をしながら組
織 方針を見極めていき
たい︒
組合掲示板について︑
こ れまでの慣行から５
名以上と認識している︒
調 査をすればすぐに現
状 が分かるため︑調査
結 果を待って対応した
い︒
眞鍋執行委員
鉄道の高速化の手段
と して新幹線だけでな
く 在来線の高速化も一
つ の方法であると考え
て いる︒四国の鉄道の
高 速化に向け︑会社が
ど う考えているのか︑
組 合としてどう取り組
ん でいけるのか︑今後
し っかり見極めながら
取 り組んで行きたいと
考 えている︒また︑鉄
道 の高速化については
政 治判断の部分が大き
い ので︑関係する国会
議 員等に鉄道の高速化
の 必要性を訴えていき
たい︒
男女平等参画につい
て ︑労働組合として男
性 も女性も共に働きや
す い職場を目指してい
き たいと考えている︒
工 務職場や駅の運転業
務 については︑設備が
整 っていない部分が多
い ので︑設備の改善を
会社に訴えていきたい︒
女 性の育児後の職場復
帰 について︑昨年の総
60

80
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を導入すべきというこ
とで会社に申し入れた
い︒
今回の夏季手当の交
渉は︑収入が下がって
いく中で非常に苦しい
交渉であったが︑昨年
を上回る数字で妥結す
る事ができた︒
春闘時には︑ベアの
要求と共に総合生活改
善闘争ということで他
の手当等の改善も求め
ている︒業務内容や責
任の度合い等を勘案し
ながら手当の新設を求
めたり︑諸手当の改善
を求めるなど︑モチベー
ションアップに繋がる
ような取り組みを継続
する︒なお︑今春闘か
ら指令員の職務手当の
新設を求めている︒
中期経営計画におけ
る要員計画の系統別の
内訳は明らかになって
いないが︑適正な要員
を引き続き求めていく︒

浅岡書記長
組織の関係について︑
組織の目標は一企業一
組合であり︑それに対
するアプローチは︑相
手があることなのでそ
の都度考えていくこと
になる︒仮に組織方針
を見直し︑国労四国を
組織拡大のターゲット
とした場合︑ターゲッ
トとなる国労組合員は
ＪＲ採用の組合員より
も全員年上である︒四
国労組の分会長の大半
をＪＲ採用が担ってお
り︑組織方針を変えた
場合はＪＲ採用者が国
鉄採用者を相手に組織
拡大しなければならな
いということを覚悟し
ていただきたい︒国労

のＯＢは 四国労組のＯ
Ｂとは政 治に対する考
え方が異 なっており︑
一本化は困難である︒

大谷執行委員

教育に ついて︑各ユ
ニオンス クールの名称
変更だけ ではなく︑講
義内容等 もさらに充実
させるつ もりである︒
教育活動 の目的の一つ
に︑﹁Ｊ Ｒ四国労組運
動の実践 と継承﹂があ
り︑私達 は次代の方々
に労働運 動を正しく継
承してい くことが重要
である︒ これまでのス
クールで の受講生は︑
﹁聞くこ と﹂が中心で
あったよ うに思うが︑
聞くだけ ではなく︑参
加者同士 でのグループ
討議時間 をさらに充実
させ︑﹁ なぜ︑自分な
らこう思 う︒﹂という
ような発 言が出しやす
い雰囲気 のある︑﹁参
加して楽 しむ研修﹂を
目指して いきたい︒具
体的な研 修メニューに
ついては ︑８月の教育
会議で決定したい︒

國重 特別代議員
︵愛媛支部︶
女性の 比率が少ない
中で︑女 性だけが男女
平等参画 に対し取り組

代議員
︵徳島支部︶

むのではなく︑男性も
しっかり取り組んでい
く必要があると考えて
いる︒男性ができるこ
とは限られているが︑
育児休職の取得等︑男
性でも出来ることはあ
るし︑知識を向上させ
ることにより男性の立
場での男女平等参画に
対する認識を深める機
会となるので︑今後開
催予定であるユニオン
スクールで男女平等参
画についても取り組ん
でいただきたい︒
今年の７月から実施
される確定拠出年金制
度について︑社員の生
活設計の多様化や総額
人件費の抑制というこ
とであるが︑現状で総
額人件費抑制の効果は
どれ程なのか教えてい
ただきたい︒

田代

異臭問題と害虫問題

を乗じて得た額とな
る など︑ 歳以降どん
ど ん下がっていくシス
テ ムであり︑勤労意欲
も 上がらない︒組合員
の 生活改善のためにも
歳以上の在職条件を
早 急に改善していただ
きたい︒
４月に関越自動車道
で 発生した夜行ツアー
バ ス事故により︑旅客
輸 送事業における安全
確 保が社会的に問題視
さ れているが︑国から
は 貸し切りツアーバス
が 夜間走行する場合︑
４ ００ｋｍを超える場
合 はツーマン運行とい
う 指針が出ている︒高
速 乗合バスはその指針
の適用外であり︑現在︑
高 知エクスプレスの高
知 〜京都間約３６０ｋ
ｍ ︑松山エクスプレス
の 八幡浜〜京都間約４
６ ０ｋｍは夜行便であ
る が︑ワンマン運行や
乗 り継ぎ運行で対応し
て いる︒お客様に安心
感 をもっていただき︑
安 全安心輸送の確立の
た めにも︑ツアーバス
よ りも厳しい３５０ｋ
ｍ 程度のツーマン運行
をしてはどうか︒
７月 日より阿南〜
東 京間のドリーム徳島
号 をＪＲバス関東が全
便 運行し︑観音寺〜東
京 間のドリーム高松号
を ＪＲ四国バスが全便
運行することになった︒
会 社は当初利益の出な
い ことやメリットのな
い ことはしないと言っ
て いたが︑どう考えて
も何のメリットもなく︑
逆 に回送や駐車場代等
の 余分な出費がかかる
と いったデメリットが
54

職能給を改善し０．
に改正したが︑納得の
いく数字ではないこと
は重々承知している︒
しかし︑現在のような
収入状況では︑基本賃
金を改訂できる会社体
力ではない︒将来的な
経営規模や要員需給等
をしっかり把握し︑安
定的な給与体系を早期
に示すよう申し入れて
いる︒時間を必要とす
る課題であることに理
解を頂きたい︒
夜行における走行距
離によるツーマン運行
に関しては︑国等から
の指針等をみながら対
応していく︒このよう
な事故防止に関する項
目は︑自動車支部・分
会の中でもっと活発に
議論して欲しい︒５月
に会社との交渉にあた
り︑各分会に意見集約
を依頼したが一部の分
会しか意見が出なかっ
た︒各分会で意見を出
し︑支部でまとめ︑そ
して会社へ申し入れ改
善を図るような流れに
していこう︒
ドリーム東京便の一
部ワンマン運転につい
ては︑会社から﹁対象
となる高松︑徳島支店
を中心に乗務員及び管
理者の意見を聞き︑施
行したい﹂と知らせが
あった︒今回の施策は︑
組合が以前より会社に
申し入れていた︑﹁可
能な限り現場の意見を
尊重すること﹂が反映
されたと認識するが︑
結果としてはズレがあ
るようである︒検証し
たい︒また︑会社施策
に関するメリット︑デ
メリットに関しては︑
55
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代議員
︵愛媛支部︶

経営戦 略に関わること
や他社 との連絡関係も
あり︑ 組合が意見でき
ること ︑できないこと
もある︒その辺りをしっ
かり見極めていきたい︒
兵頭

平成 年４月からマ
ルタイ 施工が直轄化さ
れたが ︑一歩間違えれ
ばマル タイは大きな事
故に繋 がる︒この大き
なリス クを考えると︑
夜間特 殊業務手当の増
額が必 要であると考え
る︒夜 間特殊業務手当
の考え 方や内訳を教え
ていた だきたい︒昨年
の経営 協議会でのやり
とりで ﹃若手社員から
みて魅 力的な業務﹄と
いう一 文があったが︑
魅力的 とはどういうも
のか教 えていただきた
い︒若 手組合員から見
れば︑ マルタイを施工
するう えでリスクを考
えると 夜間特殊業務手
当が一 番の魅力である
と考える︒

合で帰りが遅くなった
場合︑入浴することが
できないことがある︒
衛生上の問題も当然で
あるが︑十分な休憩が
取れなければ安全面で
も支障が出てくる︒ボ
イラーの問題もあると
思うが︑別に給湯器を
設置しシャワーだけで
も使用できるよう要請
電協力は大事であるが︑ していただきたい︒ま
駅でもこまめに電気 を た︑夏季における冷房
切っており︑これ以 上 について︑夜中に電源
の節電は難しい状況 で を切られることがある
ある︒節電のために 一 が︑せめて７〜９月は︑
部いしづち号を８０ ０ 冷房の電源を終日入れ
０系から２０００系 に てもらえるよう要請し
変更し運転しているが︑ ていただきたい︒また︑
当然軽油の負担増と な 網戸については︑早期
る︒ここまでしない と の改善をお願いしたい︒
いけないのか疑問を 感
指令員の業務は︑限
じる︒
られた人員で行ってい
議案書に﹃新規加 入 る︒近年︑駅業務の効
者に対しての寮対策 の 率化による人員削減が
充実を図り﹄とあるが︑ あり︑指令員個々の負
具体的にはどうする の 担も大きくなっている︒
か︒費用優先順位等 も 指令員業務を魅力ある
あると思うが︑多度 津 ものとするため︑また
にも駅︑工場︑乗務 員 勤務の特殊性を考慮し︑
等の組合員が入って い 新規の手当の要請をお
る古い寮がある︒こ の 願いする︒
件についても何とか し
ていただきたい︒
嶋田副委員長
会社は︑マルタイ業
三好 代議員
務が若手社員の憧れに
︵本社支部︶ なるようにしたいと考
えている︒手当の新設
や増額は︑責任と業務
の度合いに応じ今後と
も改善に向けて取り組
んでいきたい︒
節電について︑８０
００系を２０００系に
置き換える等により︑
今年は７％の節電を目
指すというのが会社の
考え方である︒公共交
通機関の社会的使命と
して節電しないといけ
ないという考えである︒

組合とし ても節電の必
要性を認 識し︑共有し
ていく考 えである︒協
力をお願いしたい︒
日新寮 の風呂や冷房
は設備的 な問題もある
ため︑今 後の検討課題
と認識し ている︒網戸
について は︑早急に整
備しても らうよう会社
に申し入れる︒
指令員手当について︑
業務の内 容︑責任度合
い等を勘 案し︑指令員
の職務手 当を今春闘か
ら求めている︒今後も︑
根拠ある 内容のものに
ついては ︑改善を求め
ていきたい︒

代議員
︵本社支部︶

浅岡書記長
新規加 入者に対して
の寮対策 の充実につい
ては︑組 織の方針の中
で新規採 用者の全員加
入に取り 組み︑加入し
てくれた 新規採用者に
対して︑ 寮に入居する
先輩がきちんとフォロー
するという内容である︒

石村

鉄道の 抜本的高速化
の必要性 について︑会
社の経営 環境は非常に
厳しく︑ 輸送人員は今
後も減少 することが予
想される ︒利用者が減
れば収入 も減るという

状況の中で︑廃線とか︑
列車の本数を少なくし
なければならない状況
も想定しなければなら
ない︒そうなると組合
の基本である雇用を守
るといったところにも
大きな影響が及ぶので
はないか︒昨年︑税制
特例の延長など支援策
が決定したが︑今回の
支援策も期限のある話
であり︑なかなか赤字
補填という域を出てい
ない︒更に収益基盤を
強化するといったとこ
ろまで繋がっていない
というのが現状である︒
それらの状況を踏まえ︑
鉄道の抜本的高速化︑
つまりは今の鉄道を更
に良くし︑もっとお客
様に利用していただい
て何とかＪＲ四国が自
力でやっていける道筋
を立てることが重要で
ある︒今のままの鉄道
で今後 年︑ 年持つ
のかという不安がある︒
抜本的な高速化を実現
しないと近い将来に雇
用が守れなくなるとい
う議論をしなければな
らないと考えている︒
現在の民主党政権下に
おいては組合の力が政
府に直結するようなと
ころがあるので︑引き
続き手綱を緩めること
なく︑鉄道の高速化に
ついても働きかけをお
願いしたい︒

安藤 代議員
︵香川支部︶
人材育成や技術継承
がまったなしの課題で
あると考えている︒こ
こ数年会社も労働組合
も技術継承という言葉
を盛んに言っているが︑
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朝田 代議員
︵香川支部︶
ＪＲ 四国の電力使用
量は四 国全体の約０．
３％と なっている︒Ｊ
日新寮の風呂の使 用
Ｒ四国 もお客様に迷惑 は 時までとなって お
を掛け ない範囲での節 り︑異常時等業務の 都

20

発生することを やると
決定した︒これ につい
て本部はどう考 えるの
か︒この話が出 た際︑
会社に確認する と︑決
まっていない事 に関し
て言われても困 るとい
う感じの事を言 われた
と聞いている︒ 組合を
完全に無視した やり方
ではないか︒バ ス乗務
員は会社が決め た事を
落ち度無くやら なけれ
ばならないが︑ 決定す
る前に意見する なと言
われると︑意見 できな
くなる︒
嶋田副委員長
確定拠出年金 制度の
導入により︑総 額人件
費が数百万円程 度抑制
されたと認識している︒
穴吹乗泊所の 水洗化
は立地条件等に より困
難であると会社 側から
回答をもらって いる︒
害虫問題や︑脱 衣場の
冷房の件につい ては︑
職場の安全衛生 委員会
でもあげていた だき︑
組合側と双方で 改善に
向けて取り組ん でいき
たい︒
鳴門乗泊所の 個室化
については︑引 き続き
求めていきたい︒
大谷執行委員
男女平等参画 につい
ての研修は︑目 的や課
題等︑項目を立 てユニ
オンスクールで も実施
し︑現在も一部 のコー
スで取り入れて いる︒
男女双方の組合 員に積
極的に参加︑議 論して
頂きたい︒
ジェイアール 四国バ
スの賃金改善に ついて
は︑２年前に年 齢給と
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があるため︑穴吹乗泊
所のトイレの水洗化を
お願いしたい︒
鳴門乗泊所の個室化
をお願いしたい︒旅行
センター跡地が貸店舗
になっているので︑そ
こを利用して乗泊所を
新設していただきたい︒
徳島運転所の風呂場
の脱衣所に冷房を設置
していただきたい︒扇
風機はあるが︑それだ
けでは追いつかないし︑
窓を開けてもブライン
ドがあるため風が通ら
ない状況である︒
代議員
︵自動車支部︶

有本

減益のなか︑昨年並
みのボーナスの獲得に
御礼申し上げる︒ジェ
イアール四国バスは開
業９年目を迎えている︒
組合員は安全・安心輸
送の確立は輸送業務の
最大の使命という認識
に立ち︑日々の業務に
努めている︒そのよう
な中︑毎回訴えている
ことであるが︑今後の
ビジョンが示されない
ことで組合員が不安に
感じていることがある
ので今回も申し入れた
い︒
歳を超えて在職す
る者の基本給は︑ 歳
満了時の基本給に０．
55
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希 望する︒また︑今の
運 転方式では︑各駅で
の 停車時間が 秒と短
く ︑運転士の回復運転
で 定時運転を確保して
い るのが現状であり︑
秒︑１分停車は必要
で ある︒坂出駅では︑
ホームにマリンライナー
に 乗車予定のお客様が
多 くいる場合もあり︑
実態は経験と場数が少 ド アの開閉に非常に気
なく事故の危険性も高 を 遣う︒駅員を配置す
いため︑まだまだベテ る 等の対応が必要であ
ランに頼り切っている る ︒多度津駅では︑お
状況である︒このよう 客様の移動があるため︑
な事例はどの職場でも 最 低でも 分程度の準
多くあると思う︒方針 備時間をいただきたい︒
書にも書かれているよ
ワンマン列車のドア
うに﹃各部会は職場に 扱 いについて︑特に夜
おける専門的課題を働 間 や雨天時はミラーが
く側の意見として具体 見えにくい状況であり︑
論で提起する﹄とある︒ 安全上問題がある︒ハー
各職場における技術継 ド 面での対策が進まな
承に対する現状の把握 い のであれば︑可能な
と課題︑ＯＪＴのあり 限 り運転士側のホーム
方︑そして集合教育等︑ で ドア扱いをできるよ
各部会から問題を提起 うにしていただきたい︒
し︑その答申を受け︑
高松運転所では︑女
経営協議会の場等で徹 性 運転士の気動車転換
底的に議論することを が 行われているが︑気
お願いしたい︒
動 車はワンマン列車を
運 転する機会が多く︑
大西 代議員
一 人乗務であり危険が
︵香川支部︶ あ るため︑安全対策を
実 施すべきである︒ま
た ︑引田には︑女性用
休 憩室や女性用トイレ
等 がない︒高松車掌区
の 女性車掌も利用して
い るため︑早期の設置
をお願いする︒併せて︑
高 松運転所構内にも女
性 用休憩室や女性用ト
イ レの設置をお願いす
る︒
地上運賃収受型ワン
マン運転について︑讃
嶋田副委員長
岐府中駅の上りのワン
車掌区における技術
マンミラーが見えにく 継 承等についての問題
いためＩＴＶの設置を 点 については︑営業部
45
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会で答申を出し ていた
だきたい︒それ と同時
に各職場でも業 研等で
問題提起してい ただき
たい︒
讃岐府中駅の 上り線
にＩＴＶの設置 を希望
される点につい ては︑
現場から主管部 に伝え
ていただきたい ︒組合
の方からも同時 に申し
入れる︒停車時 分につ
いて︑アンケー トでは
％が 秒もし くは１
分停車を望んで いる︒
現場では安全最 優先で
遅れを気にせず やって
いただきたい︒ 駅での
運転準備時間は ７分程
だと思うが︑準備で焦っ
ているという声 を多く
聞く︒この問題 につい
ても︑安全サイ ドでお
客様を挟むこと がない
よう︑遅れを気 にせず
対応していただきたい︒
それによって発 生する
遅れは仕方ない し︑会
社も認識してい る︒是
非とも安全サイ ドでお
願いしたい︒
可能な限り運 転士側
のホームでドア 扱いを
できるようにす る点に
ついては︑地上 運賃収
受型ワンマン運 転に限
らず︑すべての ワンマ
ン列車に当ては まるこ
とであり︑組合 として
は以前から会社 に訴え
ている︒会社か らは出
来る限りダイヤ 改正等
で改善していき たいと
いう回答が出ているが︑
対応できない場 合もあ
る︒確認ができ ない時
はホームに降り て自分
の目で確認し︑車掌キー
で閉めるという 取扱い
をしていただき たい︒
それによる遅れ は仕方
98
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の高速 化を進めていき
たいと考えているので︑
組合員 も会社だけの問
題と捉 えずにしっかり
取り組 みに協力してい
ただきたい︒
中野 代議員
︵香川支部︶
四国 労組の組織課題
として ︑各級機関の役
員に対 するサポートの
連携強化をお願いする︒
分会レ ベルで組合活動
にしっ かり取り組まな
いと組 織は強化できな
いため ︑組織の原点を
強化す るため︑本部の
支援をお願いしたい︒
山本

特別代議員
︵香川支部︶

次年 度予算において
昨年と 同額の青女対策
費を組 んでいただいた
ことに感謝申し上げる︒
高松 電気区において
若手組 合員が︑夜間作
業から の帰りに交通事
故を起 こして︑怪我を
してし まうという事故
が発生 した︒以前から
こうい った事故の発生
を危惧 していたし︑実
際に事 故が発生してし
まった 以上︑ソフト面
だけで なくハード面か
らもし っかりと対策を
講じる よう会社に申し
入れて いただきたい︒

なお︑この事象に限 ら
ず︑工務係の職場は 業
務量が増加傾向であ る
と聞いている︒この よ
うな状況で時間外労 働
が増加していないか ︑
また業務量が増加す る
なか︑安全性はきち ん
と確保されているか 組
合としてもしっかりチェッ
クしていただきたい︒
時間外労働が増加 す
る中で︑パワフル活 動
はこのままでいいの か
という考えも出ている︒
自己啓発活動として の
意義は認識するが︑ 勤
務時間外に活動する こ
とはワークライフバ ラ
ンスの観点からいか が
なものか︒いきなり 廃
止とは言わないが︑ 見
直しということで会 社
に申し入れていただ き
たい︒
山中

代議員
︵徳島支部︶

職場においてパワ ハ
ラやセクハラが発生 し
ていないか組合でもしっ
かりチェックし︑女 性
組合員が働きやすい 職
場づくりに努めてい た
だきたい︒定期的な ア
ンケートの実施等も 検
討してもらいたい︒
時給の契約社員に は
夏季手当がないが︑ １
万円でもいいので夏 季
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必要性は強く認識して
いる︒組合役員の更な
るレベルアップを教育
の中でしっかり取り組
んでいく︒分会等の役
員の方々も若い組合員
に対し︑労働組合の必
要性︑世話役活動の重
要性をしっかり訴えて
いただきたい︒

眞鍋執行委員
青女対策費は次代を
担うリーダーの育成と
言うことで力を入れて
おり︑前年並みの２７
０万円の予算を計上し
ている︒充実した内容
のレクレーションの開
催や次代を担うリーダー
の育成に努めていただ
きたい︒
職場におけるパワハ
ラやセクハラに対する
対策は会社が行うべき
ことであると考えてい
る︒しかし︑労働組合
としても働きやすい職
場を目指してしっかり
取り組んでいきたい︒
分会においても日々の
世話役活動ということ
で準組合員の意見を吸
い上げていただきたい︒

浅 岡 書 記 長
総括答弁︵要 旨︶

大谷執行委員
労働組 合運動の原点
２日間にわたり︑延
である分 会の活性化の べ 名の代議員・特別

浅岡書記長
ＪＲ採 用の組合役員
に対する 質的強化につ
いては︑ 分会レベルで
も世代交 代・技術継承
が必要だと思っている︒
教育カリ キュラムの内
容にも絡 むことである
ので︑教 育部長と相談
しながら しっかり取り
組んでいきたい︒

手当が欲しいという意 マ化され ているような
見もある︒
状況であ れば見直しも
必要であ ると考える︒
田中 特別代議員
また︑現 場におけるパ
︵本社支部︶ ワフルの 内容の検討や
進め方な どについて現
場長等と 話をしていた
だくのこ とも大事だと
考える︒
時給適 用の準組合員
に対する 一時金につい
て︑以前 ︑ボーナス部
分を時給 に反映して時
給を引き 上げた経緯が
ある︒逆 にボーナスを
求めると 時給を見直さ
れる可能 性もある︒総
額的な年 収ベースを勘
案すると ︑今の方が良
いのでは ないかという
ことで今 の制度となっ
ている︒
転勤の発令について︑
以前は１ 週間前の発令
であったのを 年程前
に︑ 日 前︑出向の場
合は２週 間前の発令と
なったが ︑当時の会社
の考え方 として︑あま
り早く発 令すればモチ
ベーショ ンの問題があ
ると考え ており︑何日
前が適切 なのかは勉強
させて欲 しいとの回答
であった︒

現在︑転勤等の発令
は 日前となっている︒
日前では引っ越しや
仕事の引継ぎ期間が短
く大きな負担がかかっ
ている︒ＪＲ他社では
早期に発令されている
と聞いているので︑他
社の制度を見習い︑よ
り良い制度の改善をお
願いする︒引っ越しに
関しては組合員のみな
らず家族にも大きな負
担が生じる︒人生の一
大事でもあるので早急
に改善をお願いしたい︒
賃貸契約の退去通知に
ついても︑１箇月前と
の決まりがあるので︑
実情としては１箇月分
家賃を余分に払ってい
る︒辞令の早期発令が
無理であれば︑家賃面
での補助等にも取り組
んでいただきたい︒

嶋田副委員長
電気職場における事
故の対策として︑居眠
り防止装置の設置など
ハード面での対策も視
野に入れて対策を講じ
るべきであると会社に
訴えたい︒
パワフル活動がノル
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ないと考えている︒安
全サイドでの取扱いを
お願いする︒それによっ
て発生する遅れも報告
していただきたい︒
女性運転士に対する
安全対策については︑
女性運転士だけでなく︑
男性運転士も一人で運
転しており危険がある
と認識している︒女性
用の休憩所については︑
引き続き改善等を求め
ていきたい︒
眞鍋執行委員
鉄道の高速化につい
ては︑会社が一番に取
り組むことであるが︑
組合としても今後ＪＲ
四国労組が生き残って
いくためには︑鉄道の
高速化は必要不可欠と
の認識である︒例えば
リッター ｋｍ走る車
が出てきた場合︑お客
様がどんどん乗らなく
なる︒また︑瀬戸大橋
の料金が平成 年度か
ら仮に下がった場合︑
鉄道運輸収入がどんど
ん下がり︑２００億円
を割る状況になること
も想定される︒そういっ
た危機感を持ちながら︑
労働組合として何が出
来るかということで︑
鉄道の高速化︑車では
ない鉄道の特性を活か
した定時性︑快適性︑
高速性を強く訴え︑会
社と共に労働組合とし
てもしっかり組合員全
員で危機感をもって取
り組んでいくことが必
要である︒世の中はど
んどん変わっており︑
組合としても時代の流
れに乗って︑その時々
の要請に沿った要求を
していきながら︑鉄道
50

トだと考えてい る︒職
場段階において も自ら
の運動に対する 理解度
を深め︑運動を 活性化
し︑自信と確信 を持っ
て行動すること を要請
する︒
また︑組織に おける
課題で忘れては ならな
い重要なことは ︑我々
の組織において も足下
をしっかりと整 えるこ
と︑即ち︑組織の充実・
強化であり︑支 部・分
会の更なる強化 と次代
を担う若手組合 員の育
成強化が急務で あると
いうことで︑本 部とし
ても最大限取り 組んで
行く︒
労働環境の改善に
ついて

昨年は︑３月末に期
限切れとなる経営支援
策の動向が︑ＪＲ四国
の経営基盤を大きく左
右する問題として︑危
機感を持って労使間︑
ＪＲ連合︑議員懇・議
員フォーラム︑更には︑
ＪＲ四国労組国会議員
連絡会・地方議員団会
議と連携を取りながら︑
関係省庁・関係大臣へ
の要請行動︑地方議会
意見書採択︑組合員・
家族を対象とした署名
活動等と考えられる︑
あらゆる取り組みを展
開した結果︑三島特例・
承継特例については５
年間の延長︑軽油引取
税については３年間の
延長を実現することが
できた︒

各 支部 定期 大会 開催 日程

しか し︑政策課題実
現に向 けての取り組み
の目的は︑その成果を︑
労働環 境の改善に反映
することにある︒
ＪＲ 四国の今年度の
環境は 依然として厳し
い状況 となっている︒
しかし ︑組合員の生活
実態も 可処分所得の目
減りに より厳しい状況
にある︒
我々 は︑連合・ＪＲ
連合方 針を踏まえ︑定
期昇給 の確保を絶対条
件とし て︑﹁２０１３
春闘﹂ をはじめとする
労働環 境の改善に取り
組む︒
また ︑ジェイアール
四国バ スの賃金引き上
げ︑労 働時間短縮等の
制度改 善要求について

募集人員：入社５年以内（平成20〜２４年度入社）
の組合員３０名程度

※詳細については、後日お知らせします。

高松運転所分会は︑
７月 日から 日まで
の４日間でＪＲホテル
クレメント高松にてビー
ル会を開催しました︒
連日真夏日が続くな
かでの﹃ビール会﹄開
催となったため︑いつ
も以上にビールが進む
組合員も多く︑暑さを
吹き飛ばす勢いでお互

私たち 研修センター
分会は︑７月 日にあ
じな散歩 道﹁由加温泉
ホテル山 桃花﹂を利用
した分会主催のレクレー

増収レクを開催！

本 社 支 部

いに親睦 を深め合いま
した︒ま た︑この一年
間の転入 ・転出者の歓
送迎会を 兼ねたレクと
したため ︑久しぶりに
会う組合 員も居たこと
により更 に話しが弾み
ました︒
これか らも︑分会の
団結力と 更なる活性化
を目指し て色んな活動
を実施し ていきたいと
思います︒
高松運転所分会
大西 勝也

ションを全員参加で開
催しました︒
連日 度を超す猛暑
が続く中︑温泉で汗を
流した後︑冷たいビー
ルと美味しいお酒で英
気を養い︑親睦を深め
ました︒
今後も四国再発見の
目標額達成と組合員の
親睦に積極的に取り組
んでいきたいと思いま
す︒
研修センター分会
鳥取 鋭一

レ ク・ サ ーク ル だよ り

も︑ＪＲ連合方針を 基
本に︑自動車支部﹁ 業
務委員会﹂において 意
思統一を図ることと す
る︒
香 川 支 部
以上︑申し上げた 主
旨を十分踏まえた上で︑ ビール会を開催！
各職場で徹底した議 論
を積み重ねて頂き︑ 当
面する諸課題解決に 向
けて全組合員が一丸 と
なって取り組むこと を
要請し︑総括答弁と す
る︒

日 時：平成２4年10月19日（金）
〜20日（土）
場 所：ル・ポール粟島
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︻議事︼
①特別執行委員の指
定について
② 平 成 年度 任 務 分
担及び各種委員会
名簿について
③年間スケジュール
について
④第一回業務対策委
員会の開催につい
て
⑤ 平 成 年度 教 育 ・
広報委員会の開催
について
⑥ 平 成 年度 サ ー ク

24

高知支部

28

ル協 議 会 運 営 委 員
会の開催について
第 １回 本 部 執 行 委 員 会 開 催
⑦平 成 年 度 部会 三
役会 議 の 開 催 に つ
委員会での議事は次
いて
のとおりである︒
⑧その他
・ 次期 ︵ 第 ２ 回 ︶ 執
行委 員 会 の 開 催 に
ついて

10

８月 日︵月︶ 時
高知市 高知 城ホール

本社支部
９月１日︵土︶ 蒔
高松市 義山荘

自動車支部
９月３日︵月︶ 時
ホテルサンルート瀬戸大橋

愛媛支部
９月８日︵土︶ 時
松山市 東京第一ホテル

香川支部
９月９日︵日︶ 時
ホテルサンルート瀬戸大橋

第１回本部執行委
員会は ︑７月
日
︵火︶定期大会終了
後 時よ り 本 部 １ 階
会議室で開催された︒
冒頭︑中濱委員長
は︑﹁第 回定期大
会は成功裏に終わる
ことができた︒大会
では 名の代議員か
ら方針を補強する発
言もあり︑３本の柱
が確認された︒各支
部も︑今後︑方針に
沿って具体的に取り
組んでほしい﹂と要
請し︑議事に入った︒
なお︑今回の執行

24

24

24

徳島支部
９月 日︵月︶ 蒔 分
徳島市 ホテルクレメント徳島

ユニオンスクール
「フレッシュマンコース」開催！

なければならない︒
ＪＲ四国労組は引き
続 き︑安全・安定・安
心輸送の確立に向けて︑
職 場の意見及び各級機
関 で討議された内容を
経 営協議会等に反映さ
せ ることにより︑事故
を 引き起こさせない体
制 を構築し︑安全に対
す る意識の高揚に努め
ることとする︒
組織の強化・拡大の
取り組みについて
国労本部は︑昨年７
月 に開催した全国大会
に おいて︑いわゆる不
採 用問題についてのＪ
Ｒ への雇用を断念する
方 針を決定した︒今後
の 運動路線は未だに定
か でないが︑組織とし
て の求心力は低下し︑
混 迷の度合いが深まる
こ とは決定的である︒
一 方︑ＪＲ四国労組は
こ の間︑国労四国に対
するメッセージとして︑
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
﹃ 一企業一組合﹄に向
け た運動を展開してき
た︒
ＪＲ四国労組は今後︑
国 労の動向を十分に見
極 めながら︑国労組織
に いかなる変化が起き
よ うとも︑﹃一企業一
組 合﹄という目標達成
に 向けて︑ＪＲ四国に
働く仲間を総結集して︑
ベ クトルを最大限に発
揮 できる体制を早期に
確立すること︒併せて︑
国 労四国の考えに変化
が 生じた場合は︑迷え
る 国労組合員を救出す
る 受け皿づくりを行う
こ とが今年度のポイン

14

代議員の方より︑運動
方針に賛同する立場か
ら真摯な討論をいただ
いたことにお礼を申し
上げる︒
本日頂いた発言をしっ
かり受け止め︑その具
現化に向け︑一年間運
動を展開していきたい
と思う︒
今大会は︑改革・継
承・そして未来への大
きな分岐点︑さらには
ＪＲ 年という大きな
節目として認識した中
で︑直面する諸課題か
ら将来展望に至るまで
様々な角度から討論が
なされた︒
個別の質疑について
は︑各担当から答弁し
たので︑当面する３点
について総括的に考え
方を申し上げる︒
﹁安全・安定・安心輸
送の確立﹂について
安全・安定・安心輸
送の確保は︑鉄道事業
者・バス事業者にとっ
て最大の使命であると
ともに︑輸送業に従事
する者にとっては最重
要課題であり︑経営基
盤の確立に向けて不可
欠との認識のもと︑今
日まで労使を挙げて取
り組んできた︒
しかし︑残念ながら
依然として安全を確保
する上で看過できない
事故が発生している︒
事故は労使の責任で
ある︒安全は企業風土
と言えるように︑労働
組合は安全についてチェッ
ク機能を果たすと共に︑
問題提起は組合から︑
その対策は会社がきち
んと講じていく関係を
今後も確立させていか
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