２０１４春季生活闘争方針決定！

向上、そして、それらの
不具合や問題点をいち早
く察知し、対策を打つた
めの現場からの報告が大
切であることを認識した
上で、そのことが励行さ
れていてもなお勘違い、
見落としなどのヒューマ
ンエラーや、整備不良や
計器破損による故障、そ
して職場の風通しの悪さ
最優先する職場風土創り による情報の停滞などに
に取り組んできた。幸い、 より「事故は発生してし
ＪＲ四国においては、鉄 まう。」ということであ
道・バスともに、組合員 る。安全を軽視せず、愚
各位の「安全・安定・安 直に真摯に向かい合い、
心輸送」により、大過な 「命を守る」取り組み、
く今日に至っているが、 「傷害事故を防ぐ」取り
しかし、命を運ぶ営みに 組みを職場から実践して
おいて、油断をしたり、 いこう。
気を緩めた、ましてや手
を抜くことなどは絶対に 政策課題実現の
取り組み
許されない。
報道によると、ＪＲ北
ＪＲ四国は、新たな支
海道では、解雇者５名を 援措置を頂き、経営の自
含む 人が処分をされた 立を目指して、可能な限
うえ、ＪＲ会社法に基づ りの経営努力を積み重ね
く初の監督命令と、鉄道 ているが、４月からの消
事業法による２度目の事 費税増税や、本四架橋の
業改善命令が出された模 料金の見直しと割引制度
様である。同じ鉄道事業 の延長など、取り巻く状
に働く者として「他山の 況は厳しくかつ不透明で
石 」 と し て 受 け 止 め 、 ある。これらが実施され
「安全運行の大切さ」を れば、フェリー・バス・
かみしめなければならな 鉄道などの公共交通には
い。前々回の大会で私は 大きな影響が想定され、
『「安全とは科学と技術 ＪＲ四国における経営自
の計算の上に成り立つ」 立計画の達成は極めて難
もので「安心とは、その しくなる。そしてその影
安全の上に信頼があって 響は、我々の雇用や労働
成り立つ」ものであり、 条件の低下を招くことと
その「科学」と「技術」 なる。これら国策による
と「信頼」は、日々、皆 外部環境の変化は、我々
さんが職場で繰り返して の自助努力を遙かに超え、
いる「あたりまえ」によっ 四国の鉄道を発展さすど
て確保されている。「あ ころか、維持する事さえ
たりまえ」の安全輸送を 困難な状況に陥ってしま
続けていることに自信と う。
誇りを持って下さい。』
現在、ＪＲ連合では三
と訴えた。今回のことで つのプロジェクトチーム
残念な事は、ＪＲをご利 を立ち上げ政策課題の解
用頂く多くの方からその 決に向け取り組んでいる。
安心のための「信頼」を ＪＲ四国労組は「ＪＲ三
失ったことである。毎日 島・貨物経営安定化プロ
列車が走りバスが運行さ ジェクトチーム」に参画
れる「あたり前の安全」 し、具体的には「災害・
は評価されず、「信頼回 震災対策」や「高速道路
復」への道のりは極めて 料金問題への対応策」等
厳しくなった。
について議論し、基本構
問題は安全を確保する 想の策定にあたっている。
ための設備投資や技術の これら提言を策定し、国
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や関係機関、国会議員な
どに「地方交通の現状と
課題」を訴え、その解決
に向け取り組んでいきた
いと考えている。今、申
し上げた政策課題の解決
には政治の力が重要であ
り、そのためには、我々
の政策課題解決に向けて
理解頂ける政党、候補者
の支援に取り組まなくて
はならない。本年４月に
はＪＲ四国労組議員団会
議「江渕土佐生」氏の選
挙が実施される。国、地
方にかかわらず、支援体
制の強化に向けて各県協
の取り組みを要請する。

質 疑 討 論（ 要 旨 ）

岡本委員
（香川支部）

昨年の夏季手当、年末
手当共に対前年を上回っ
たことに感謝申し上げる
と共に、今後も期末手当
の水準維持をお願いする。
今春闘では定期昇給の確
保を絶対条件にベア獲得
に向け取り組みの強化を
お願いする。連合の春闘
方針は４％の賃金改善を
目指すとなっているが、
ＪＲ四国労組が求めるベ
ア３︐０００円の根拠を
教えていただきたい。
ジェイアール東日本労
働組合とＪＲ労働組合と
の組織統一について、Ｊ
Ｒ四国労組の基本的なス
タンスは、各単組がそれ
ぞれの規約・規則に則っ
て統一するのは自由であ
るが、ＪＲ連合への加盟
は時期尚早であるという
認識であると思うが、こ
れまでの経緯等改めて説

明していただきたい。ま
た、ＪＲ連合に今回の件
についての統制委員会が
設置されたが、こちらに
ついても設置の経緯等を
説明していただきたい。

角野委員
（愛媛支部）

春闘について、ＪＲ四
国労組は平成 年を最後
にベアを勝ち取っていな
い。連合が５年ぶりにベ
アを要求しているし、平
成 年４月には消費税率
が上がることなどから可
処分所得がさらに低下す
る。ＬＣＣの就航や本四
高速料金の値下げ等によ
り、ＪＲ四国を取り巻く
状況は非常に厳しいと認
識するが、是非ともベア
獲得に向け、交渉の強化
をお願いする。
労働時間短縮に向けた
取り組みについて、 協
定における時間外労働時
間を年間１５０時間以内
と求めているが、１５０
時間とした根拠を教えて
いただきたい。

ＪＲ連合は第 回中央
委員会において、賃金は
最大の労働条件という意
思統一のもと、純ベア３︐
０００円の方針を決定し、
ＪＲ四国労組もＪＲ連合
の方針を基本に定昇確保
と賃金引き上げ、制度政
策要求等具体的な提起が
されたが、産別統一要求、
統一闘争の意義を再確認
し、連合の交通運輸共闘
連絡会議の一員として取
り組みの強化を図らなけ

井村委員
（高知支部）
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会的相場を形成し、社会 Ｒ四国の経営環境、そし
全体に波及効果を高める て連合・ＪＲ連合の考え
運動を繰り広げなければ 方などについて、まずしっ
ならないとしている。
かり理解・認識すること
これに対し経営側は、 が大事である。２０１４
６年ぶりにベアを容認す 春季生活闘争は、ＪＲ連
る一方で、「賃上げあり 合としての産別統一要求
き」に予防線を張るなど、 を掲げた意義と、要求の
賃上げ交渉は厳しさを増 根拠をしっかり訴え、Ｊ
Ｒ四国とジェイアール四
している。
ＪＲ連合は、連合方針 国バス、ＪＲ四国グルー
を踏まえ、２月４日の中 プに働く組合員の賃金と
央委員会において、定期 はどうあるべきか、労働
昇給の確保を前提に、産 条件はどうなのか、働く
別統一要求「ベア３︐０ 者の立場から、山積して
００円」を求める方針を いる課題の解決に向けて
決定した。ＪＲ四国労組 経営側に提言し、知恵を
も、会社を取り巻く厳し 出し合う極めて貴重な機
い経営環境を踏まえつつ 会である。後ほど、基本
も、産別方針に基づき、 的な考え方及び具体的な
統一要求として、定期昇 闘いの進め方について提
給 の 確 保 を 絶 対 条 件 に 案するので、しっかり議
「ベア３︐０００円」を 論し意思統一をお願いす
求めて闘いを進める。我々 る。
の職場や、その周りで働
く仲間の労働条件改善に 安全・安定・安心
輸送の確立
向けしっかり取り組むこ
とは、その波及効果も踏
我々は運動方針の最重
まえ、連合、ＪＲ連合に 要課題に「安全の確立」
加盟するものの使命でも を掲げている。人命を預
ある。
かる基幹的交通機関とし
今、申し上げた世界の て絶対に守るべき使命で
情勢、日本経済状況、Ｊ あると位置づけ、安全を
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エキスパート・準組合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 円以上を目安に要求
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ＪＲ四国労組は２ 月７日、香川県宇多津町の「ホ テルサンルート瀬戸大橋」に お
いて、組合員約１００名の参加のも と、第 回定期本部委員会を開催し、当 面する
活動方針を満場一致で決定した。
委員会には、連合 ・交運労協から来賓を迎えると 共に、ＪＲ連合から上村企画 部
長に参加頂き、「未来へ向かって 新たな挑戦 」をメインスローガンに「 安全・
安定・安心輸送の確 立」「２０１４春闘勝利」「政 策課題の解決」等、当面する 諸
課題を中心に問題提起がなされた。 これを受け本部委員、特別本部 委員の計 名か
ら、それぞれ建設的な発言があり、その後、執行部答弁及び書記長総括答弁を受け、
全議案が満場一致で決定された。
中濱 執行 委員 長
挨拶要旨
高による期待先行の結果
とみるべきである。一方
で、所得の二極化はます
ます進み、年収２００万
円以下で働く人たちは１︐
０００万人を越え、その
約７割近くを非正規労働
者が占めている状況であ
る。その上、非正規で働
く人の ～ 歳の既婚率
は ％で、正社員の約
％を大幅に下回る状況で
ある。このように、若者
を結婚や子育てが困難な
状況に追いやり、少子化
を加速させることは社会
保障制度はもちろん、日
本の将来そのものを危う
くしている。
「傷ついた雇用や労働
条件」を復元するため、
連合は、２０１４春季生
活闘争において「働くこ
とを軸とする安心社会」
を掲げ、すべての働く者
の生活改善・格差是正に
向けた運動を強力に進め
ていくとし、正規・非正
規、組織・未組織、企業
の規模を越えて、すべて
の働く者の処遇改善を図
るため、月例賃金の引き
上げにこだわることで社
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２０１４春闘方針
世界経済は、金融のグ
ローバル化と膨張を背景
に、日本経済にも大きな
影響を与え、その規模も
年々大きくなっている。
海外の景況感は改善傾
向にあるものの、成長率
は弱く、予断を許さない
状況が続いている。国内
では、株価上昇や円高是
正が進んだこともあり、
景気は回復局面にあると
言われるが、安倍政権に
よる経済政策の影響は、
実体経済にまでは十分に
及んでおらず、円安・株
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西口議長（徳島支部）

ば、手当の新設や技能
手当の改善、期末手当
の増額といった賃金獲
得の方法も選択肢に加
えていただきたい。

置づけ、賃金以外の部
分についても求めてい
く。
協定における時間
外労働時間を１５０時
間以内として求める根
拠については、連合の
「連合中期時短方針」
に定める、ワーク・ラ
イフ・バランス実現に
向けた労働時間の適正
化の目標とされた時間
に準じて要求している
ものである。

浅岡書記長
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ジェイアール東日本
労働組合（ＪＲ東日本
ユニオン）とＪＲ労働
組合の組織統一につい
て、ＪＲ労働組合は、
ＪＲ総連に加盟する東
日本旅客鉄道労働組合
（ＪＲ東労組）内での
派閥争いの結果、ＪＲ
東労組から脱退して発
足したものであり、ど
ちらの組織もいわゆる
革マル派が主導してい
るという疑惑がある。
ＪＲ東日本ユニオンと
ＪＲ労働組合は以前か
ら様々な運動の共闘を
行っていたようである
が、昨年 月にＪＲ東
日本ユニオンがＪＲ連
合に対し、ＪＲ労働組
合と組織統一を考えて
いる旨をいきなり報告
したものである。ＪＲ
連合執行部としては、
単組における規約・規
則に則り、組織統一す
ることは、単組の自主
性であるが、これまで
ＪＲ連合が取り組んで
きた民主化闘争は支援
単組も含めＪＲ連合全
11

嶋田副委員長

昨年の期末手当につ
いては、鉄道運輸収入
等の減少傾向が続く中
で前年を上回ることが
できた。これは組合員
の、日々の安全・安定
輸送に対する取り組み
はじめ、増収活動や政
策課題解決に向けた様々
な取り組みの成果であ
る。この間の組合員の
取り組みに感謝すると
ともに、今後も引き続
き全力での取り組みを
お願いしたい。
春闘については、定
期昇給の確保を大前提
にベア獲得に向けて取
り組みの強化を図りた
いと考えている。ベア
要求３︐０００円の根
拠については、連合の
方針として、定昇・賃
金カーブ維持分２％、
生産性向上分など賃上
げ１％以上、格差是正・
配分のゆがみの是正１
％を目安の合計４％を
目指すとしている。Ｊ
Ｒ四国においては、定
昇はこれまで獲得して
きているし、賃下げの
実施等もないため配分
のゆがみがないと考え
ている。そのため、賃
上 げ と し て １ ％ を 求 め、
３︐０００円を要求す
ることとしている。ま
た、指令員手当や技能
手当の新設、増額等、
総合生活改善闘争と位

体で取り組んできたも
のであり、いきなり組
織統一の話を持ってく
るのではなく、きちん
と説明が必要であり、
時 期 尚 早 で あ る と し て、
ＪＲ東日本ユニオンに
対し、時間をかけて慎
重に取り扱うべきであ
る と 指 導 し た 。 し か し、
ＪＲ東日本ユニオンは
ＪＲ連合からの指導を
無視し、ＪＲ労働組合
と組織統一をしたもの
である。
統制委員会の設置に
ついては、ＪＲ連合の
副会長である東日本ユ
ニオンの渡辺委員長に
対し今回の一連の事柄
を理由に緊急措置とし
て執行権の停止を行っ
たものであり、統制委
員会において、渡辺委
員長とＪＲ東日本ユニ
オンに対し、今回の事
柄についての制裁が必
要か否か、制裁が必要
であればどのような制
裁が妥当なのかを議論
するものである。２月
４日のＪＲ連合中央委
員会で統制委員会の設
置が承認され、今年６
月の定期大会で結果を
報告できるように議論
を重ねる予定である。
江渕議員の選挙につ
いては、地元高知県協
が主体となった取り組
みを要請すると共に、
四国地協としても全面
的にバックアップした
いと考えている。

髙島委員
（青 年女 性会 議）
結婚・出産・育児等
を理由に退職する女性
組合員が多く、女性が
一生涯働くにはまだま
だ環境が整っていない
と考える。女性が働き
やすい社会・会社を目
指し労働組合としても
抜本的改革・検討を要
望する。
女性が真に必要とす
る制度・設備は、私達
女性自身が求めていく
ことが必要であると考

えており、このような
大会・委員会やレディー
スミーティングなどの
機会を通じて、きちん
と発言・要望を行うこ
とが正規のルールであ
る こ と は 理 解 し て い る。
ただ、正直なところ大
勢の男性の前では言い
づらいことや伝えにく
いことも多々ある。女
性組合員の真のニーズ
を抽出するため、全女
性組合員・準組合員を
対象とした無記名方式
でのアンケート・意識
調査の実施を提案した
い。

川崎委員
（運 転部 会）

昨年の協約改定交渉
において、配偶者の出
産又は出産に伴う入退
院に付き添う場合に３
日以内の保存休暇を使
用できるようになった
こ と に 感 謝 申 し 上 げ る。
ただ、若手組合員は年
休の発給が少なく、そ
のため、保存休暇も少
ないのが現状である。
引き続き有給休暇を求
めていただきたい。
エキスパート社員に

嶋田副委員長

対する短日数勤務制度
赤松委員
は組合からの要求に基
（愛 媛支 部）
づき制度化されたが、
短時間勤務制度の導入
も引き続き求めていた
だきたい。
地上運賃収受型ワン
マン運転は試行段階だ
と認識しているが、ド
アセンサーやホームセ
ンサー等のハード対策
の導入に向けた検討は
どのような状況なのか
教えていただきたい。
ハード面での安全対策
が で き な い の で あ れ ば、
契約社員の育児休職
複 線 区 間 で の ワ ン マ ン の 期 間 は １ 年 で あ る が、
運 転 の 廃 止 を 要 望 す る。 社 員 と 同 じ ３ 年 に す る
など、期間の延長をお
願いしたい。
岩水委員
ワーププラザも要員
（青 年女 性会 議）
不足である。女性が多
い職場であり、育児休
職 を 取 得 す る 者 も い る。
常に適正な要員の確保
を お 願 い し た い 。 ま た、
旅行業の将来展望を会
社はどう考えているの
か 教 え て い た だ き た い。

国労四国は、昨年の
大 会 で 委 員 長 が 交 代 し、
組織拡大へ運動方針転
換を図ったと聞いてい
る。現在、国労組合員
による具体的な組織拡
大行動・事例の情報が
あれば教えていただき
たい。また、国労組合
員による研修センター
前での新入社員に対す
るビラ配りが今年も行
われるのか情報があれ
ば 教 え て い た だ き た い。
南海トラフ大地震へ
の対策が不十分だと考
える。防災対策室等専
門部署の設置を提案す
る。また、牟岐線にお
ける乗務員の連絡手段
が 電 話 と な っ て い る が、
異常時に確実に連絡が
取れる体制を確立する
ため列車無線の導入を
お願いしたい。

今春闘においても総
合生活改善闘争として
諸 制 度 の 改 善 も 求 め る。
仕 事 と 育 児 ・ 介 護 な ど、
「仕事と生活の両立」
に向け、充実・改善を
求め、社員と契約社員
での制度面での違いに
ついても均等・均衡処
遇の実現に向けて引き
続 き 改 善 を 求 め て い く。
保存休暇を持ってい
る人と持っていない人
がいることからも、配
偶者の出産又は出産に
伴う入退院に付き添う
場合には有給休暇とな
るよう引き続き求めて
い き た い と 考 え て い る。
エキスパート社員の
多様な働き方の一つと
して昨年短日数勤務制
度がつくられたが、一
昨年実施したアンケー
ト調査では、短時間勤
務制度を求める声も多
くあったことから、本
部としても短時間勤務
制度の新設や乗務員に
対する専用行路の新設

等を引き続き求めてい
きたい。
ＩＴＶやホームセン
サー等ハード面での安
全対策ができないので
あれば、地上運賃収受
型ワンマン運転はやめ
るべきであると本部は
以前から訴えている。
これに対し会社は、ホー
ムセンサー等の安全対
策は引き続き勉強して
いるが、現在のやり方
で安全の確保はできて
い る と い う 認 識 で あ り、
試行を継続する考えで
ある。組合としては、
ホームセンサー等の安
全対策を早急に講じる
よう、引き続き求めて
いく。仮に現在の運転
方式で事故が起こった
場合、当該社員等に責
任を負わせるのは筋違
いではないかと申し入
れている。
防災対策室等の災害・
防災を専門に扱う部署
を設けることはいい意
見だと考えており、本
部としても会社に申し
入れたい。牟岐線の連
絡体制の構築は非常に
重要な事柄であり、異
常時等に連絡体制が途
切れることがないよう
な体制の整備を会社に
訴えている。
ワープ等旅行業の展
望については、インター
ネット販売が主流となっ
てきている中でどのよ
うな体制がいいのか勉
強していると会社から
の説明があった。旅行
業の将来展望について
は経協等において引き
続き確認していく。適
正な要員の確保につい
ても訴え続ける。

浅岡書記長

国労四国の委員長が
交代したが、組織拡大
に向けた取り組みにつ
いては、これまで通り
だと認識している。現
在のところ国労組合員
がＪＲ四国労組組合員
に対し組織拡大の働き
かけをしたという情報

はない。国労組合員が
新入社員に対してチラ
シ配布を２年前から実
施しているが、今年も
実施するという情報が
ある。ＪＲ四国労組と
して新入社員の全員加
入に向けた取り組みを
今年もしっかり取り組
むつもりである。

眞 鍋 執 行 委 員員

女性社員が生涯にわ
たって働きやすい職場
することは本部として
も重要だと認識してお
り、経営協議会等にお
いて、社員として雇用
した以上、 歳の退職
まで責任を持って働く
場所の確保をするべき
であると訴えている。
抜本的な改革・検討に
ついては、本部として
も引き続き勉強してい
き た い と 考 え て い る し、
会社に対しても検討す
るよう訴え続けていき
たい。また、女性の視
点からも是非検討し提
案していただきたい。
女性組合員に対する無
記名アンケートについ
ては、過去に実施した
こともあるが、改めて
実施する方向で検討し
たい。

以前から言われてい
ることであるが、技術
継承が喫緊の問題であ
り、工務系職場でも年
齢断層が大きく、非常
に大きな課題となって
いる。技術継承をスムー
ズに行うため、ベテラ

森安委員
（本社 支支部）

60

ればならない。本日決
定する春闘方針はＪＲ
グループはもとより、
各県中小非組織非正規
労働者の全ての波及効
果として表れる。本部
も現場の熱い想いを受
け、交渉の強化をお願
いする。
土佐市議会議員選挙
が４月 日に実施され
る。総合交通体系の確
立を具現化するのはま
さ し く 政 治 闘 争 で あ り、
組織内候補である江渕
土佐生氏の必勝に高知
支部総力で取り組む決
意を述べる。

立川委員
（ 青年 女性 会議）

ＪＲ四国では過去
年以上ベアが実現され
ておらず、今の青年女
性組合員のほとんどが
ベ ア を 経 験 し て い な い。
今年こそベアを勝ち取っ
ていただき、「春闘」
が組合員の生活改善に
おいて非常に重要な取
り組みであることを、
次代を担う青年女性組
合員にしっかりと示し
ていただきたい。ベア
獲得が難しいのであれ
10

20

12

28

さまへの周知がほとんど
できていなかっただけで
なく、乗務員に対しての
周知もされていなかった。
普段と異なる取扱いとな
る場合は事前の周知を徹
底するようにしていただ
きたい。
車両故障について、１
５００型の推進軸落下事
故や１１３系車両の起動
不能、２０００系車両の
過給器からの白煙発生や
留置時の転動等車両故障
事案が多発している。安
全対策を第一に考え、き
ちんとしたメンテナンス
ができる体制づくりを会
社に求めていただきたい。
地上運賃収受型ワンマ
ン運転の試行がこれから
も継続するみたいである
が、２両目の車内秩序の
維持が問題である。２両
目の状況把握のため、車
内カメラの設置を要望す
る。

嶋田副委員長

のため営業部会の所属と
なっている。今後、部会
三役会議等で議論し、駅
の運転関係は運転部会所
属の方が適切であると判
断されるのであれば、所
属部会の変更を検討して
もいいと考える。
客室乗務員の要員不足
に伴い、運転区所から助
勤で対応していることに
ついては、本部も問題と
して認識している。新た
な運転方式として客室乗
務員が乗務する列車が導
入されて３年以上が経過
したが、当初の計画通り
には進んでいないと本部
も考えており、経営協議
会等で会社に対して見直
しを含めた何らかの対策
を講じるよう訴えている。
特に要員の確保について
は、他区所に影響が及ん
でおり、早急に対策を講
じるべきであると訴えて
いる。
３月のダイヤ改正後に
松山地区と高知地区にお
いて運転士が車掌業務を
行う行路が導入されるが、
行き先地で何時間も待機
して運転士として戻るよ
りも車掌として早めに戻っ
た方が拘束時間も短くな
ることから効率的である
と考える。現時点では、
今後の方向性について聞
いていないが、急に増加
することはないと思われ
る。
年末年始期間中に平日
にも関わらず、休日運用
を実施することを乗務員
もお客さまも知らなかっ
たことはサービス上問題
があり、会社には今後こ
のようなことのないよう
に申し入れている。
車両故障が多発してい
ることについては、故障
事故が発生する度に付議
を出しており、部品の取
替等メンテナンスを早急
に行うよう申し入れてい
る。特に１１３系車両に
ついては、早急に廃車と
するよう申し入れている
が、現状では、朝夕の通
勤・通学時間帯の車両と
して代替がきかないため

56
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他の車種への展開も引き
続きお願いしたい。
契約社員車掌について、
契約社員車掌として２年
若しくは３年乗務した後、
運転士となるため適正検
査や脳波の検査を受ける
ことになると思われるが、
３年後ではなく、契約社
員車掌として採用する際
に検査を受けるべきだと
考える。
昨年運転部会から検修
業務についての答申を出
したが、現状について教
えていただきたい。

嶋田副委員長

防寒具について、機能
的な防寒具となるよう、
現場の声を反映するべき
であると経営協議会等で
訴えている。雨具につい
ては、改善すると聞いて
いるが現状を改めて確認
したい。
１５００型の車内モニ
ターについては、他の車
両への展開を本部として
も求めていきたい。
運転士登用を前提とし
た契約社員車掌採用時の
検査は運転適正検査のみ
であった。すべての受験
者に対して、事前に脳波
検査を実施するのは時間
的な問題等の諸事情で困
難であったようだが、組
合としては、運転士登用
試験の際に脳波検査で不
的確となることも否めな
いことから採用時に全て
の検査をすべきであった
と考える。今後は、事前
に適切な検査等をするよ
う会社に申し入れている。
検修業務に関する運転
部会の答申の内容ついて

21 55

に使用しているものであ
る。組合としては、それ
であれば、仮に車両故障
等で１１３系が運行不能
となったとしても、関係
社員に責任を負わせるこ
とは絶対にしないよう強
く申し入れている。
地上運賃収受型ワンマ
ン運転における２両目の
車内確認のためにモニター
を設置する件については、
１５００型の８次車では
車内モニターが設置され
たことからも技術的には
可能であると考えており、
会社に申し入れたいと考
えている。

佐藤委員
（ 青年女 性会議 ）

３月のダイヤ改正以降、
女性車掌が高知地区の乗
泊所を使用することにな
ると聞いたが、乗泊所の
確認をしている管理者は
男性目線でしか確認して
いないと思われる。職場
の管理者に対し、男女平
等参画の必要性について
の教育が必要であると考
える。

田中委員
（営業部会）

技術継承について、駅
嶋田副委員長
社員においては年齢断層
駅・ワープにおける若
を防ぐため、ワープにお 手社員の計画的な配属に
いては旅行業者としての ついては、引き続き会社
技能を維持するため、若 に対して申し入れていく。
手社員の計画的な配属を
３月以降、ＩＣカード
お願いする。
が高松から多度津駅間に
３月以降、ＩＣカード 拡大されるが、今後の計
の使用範囲が拡大するが、 画について会社からは、
今後の拡大計画等があれ 利用状況等を考慮したう
ば教えていただきたい。 えで検討していきたいと
徳島ヴォルティスがＪ 説明を受けている。
１に昇格し、県内外から
徳島地区の新たな素材
人が集まると思われる。 に対するＰＲについても
現在 歳を超えて在職
このチャンスを有効に活 会社に申し入れていきた する者の基本給は 歳満
かすため、ＰＲ活動をしっ い。
了時の基本給に０． を
かり行うよう会社に申し
歳以上の基本給につ 乗じた額となっており、
入れていただきたい。
歳以降大幅に減少する
いては、１００％を目指
したいと考えている。ま システムとなっている。
た、その適用を 歳とな また、 歳までの上げ幅
安藤委員
（香川支部） る年度の翌年度とするこ も少なく、 歳で基本給
とは、不公平感を解消す は 万円程度であり、
るためにも求めていきた 歳まで勤めたとしても
万円程度となり、そこで
いと考えている。
万円に減少し、そこか
Ｗ
ＴＩＤについて
は、駅には順次設置され ら毎年減少することとな
ているが、乗務員詰所に る。モチベーション維持
は設置されていない状況 のためにも、 歳以上の
である。乗務員がお客様 在職条件の向上をお願い
への列車運転状況の案内 する。
などが出来ない状況を踏
まえ、引き続き設置につ
中間委員
いて強く求めていきたい。
（香川支部）
地上運賃収受型ワンマ
歳以上の社員の基本 ン運転の係員については、
給については、経過措置 ゆうゆうアンパンマンカー
を経て、 歳に達する日 に乗務しているアンパン
マンスタッフが乗務して
の属する月の翌月から
％となるが、誕生月によ いるものであり、今後拡
る不公平感をなくすため、 大することはないと思わ
適用開始を 歳となる年 れる。
度の翌年度初に統一する
眞鍋執行委員
ことを提案したい。併せ
ＪＲ四国においては、
て、 ％程度への増額を
女性の管理者が少ないの
求めていただきたい。
地上運賃収受型ワンマ が現状であるが、男性も
組合員は冬期でも夜間
ン運転について、車掌の 女性目線に立って物事を
一部が係員として乗務し 考えることも必要であり、 の屋外作業をしている。
ているが、そもそもの車 本部として引き続き男女 防寒性・作業性を兼ね備
掌の運用に支障をきたし 平等参画推進に向けて取 えた防寒着の導入をお願
ていることからも、今後 り組んでいきたい。また、 いしたい。また、現在支
の方向性を教えていただ 会社に対しても、社員教 給されている雨具は非常
育の必要性を訴えていき に作業性が悪いため改善
きたい。
をお願いしたい。
Ｗ
ＴＩＤについて、 たいと考えている。
駅や運転所には設置され
上田委員
北條委員
ているが、児島駅、宇多
津駅及び多度津駅等の乗
（自動車支部）
（運転部会）
務員の休憩所にも設置し
昨年の年末手当は減益
１５００型車両８次車
ていただきたい。
のなか、前年と同月数確 に車内モニターが設置さ
保していただいたことに れたが、これまでの取り
感謝申し上げる。
組みに感謝申し上げる。
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森委員
（愛媛支部）

大西委員
（香川支部）

年齢断層による技術継
承問題は、工務系職場の
みならず喫緊の課題だと
認識しており、経営協議
会等あらゆる機会におい
て、その改善に向けて取
り組むよう会社に申し入
れている。手当の新設や
増額については、業務内
容やその特殊性、責任の
度合いなどを精査し求め
ていきたい。輸送指令員
に対する職務手当の新設
については２年ほど前か
ら求めているが、引き続
き求めていきたいと考え
る。
徳島駅輸送業務の勤務
体系の見直しについては、
具体的な問題点や改善方
法を改めて教えていただ
きたい。職場における年
齢構成の問題については、
どの職場でも抱えている
問題であるが、現在、若
手社員が徐々に増えてお
り、今後改善されていく
と考えている。
部会の割り振りについ
て、本社の輸送指令は運
転部会に所属しているが、
駅の運転関係は所属が駅

55

となっているが、業務の
内容からして運転部会と
の繋がりが強いと感じる。
部会の割り振りについて
検討をお願いしたい。

15
今年の年末年始輸送期
間中に、土休日運休列車
を 月 日から１月５日
まで土休日関係なく運休
の取扱いとしたが、お客

90
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b

ンと若手の橋渡し役とな
る中堅社員に対する手当
の新設や増員等、社員の
モチベーション向上のた
めの努力をお願いしたい。
また、以前から求めてい
ただいているが、輸送指
令員に対する職務手当の
新設についても、引き続
客室乗務員の退職等に
き粘り強く求めていただ より、客室乗務員の要員
きたい。
が足りなくなり、松山運
転所の車掌が客室乗務員
の助勤となり、運転士が
石口委員
（営業部会） 車掌を兼務することとなっ
たが、どこの運転区所も
要員が足りない状態であ
る。全ての区所において
適正な要員の確保をお願
いする。
今年３月のダイヤ改正
以降、運転士が行きは車
掌として乗務し、帰りは
ワンマン運転で帰るとい
う行路ができるが、今後
このような行路は増える
のかどうか教えていただ
きたい。
徳島駅の輸送業務は、
入れ換え作業を行うため
の制御盤の取り扱い、牟
岐線の運行管理業務があ
り、一日あたりの出面は
泊まり勤務２名と１日
時間の日勤勤務１名の合
計３名である。まもなく
エキスパート社員となる
ベテラン社員から、１日
時間の日勤勤務ではな
く、以前と同じように３
名全員泊まり勤務にして
ほしいという意見がある。
併せて、エキスパート社
員の多様な働き方につい
て引き続き勉強していた
だきたい。
部会について、駅の運
転関係を取り扱う部分に
ついても営業部会の所属
15

15

22

32

リー等の公共交通機関へ
の影響等引き続いて取り
組まなければならない課
題が多数残されている。
したがって、今後も私た
ちの考え方が反映される
よう継続した取り組みを
鋭意展開していく。
また、２０１２年に、
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。しかし、あく
まで時限立法であり、今
後のＪＲ四国の将来像を
見据え、現行支援策の恒
久化の創造へと運動を広
げるためにも、ＪＲ連合
の「ＪＲ三島・貨物経営
安定化プロジェクト」
「鉄道特性活性化プロジェ
クト」との連携をさらに
強化し、政策課題の実現
に向け、議論を深めタイ
ムリーな取り組みを図っ
ていく。

るには？」という議
題でグループディス
カッションを行い、
活発な意見交換が行
われた。

案があり、各単組及び
グループ労組代表など
９人が委員会方針を補
強する活発な発言を行っ
た。
ＪＲ 四国労組か らは、
眞鍋執行委員が「①安
全・安定・安心輸送へ
の取り組み、②２０１
４春闘への取り組み、
③政策課題解決に向け
た取り組み、④民主化
闘争完遂に向けた取り
組み」 について発 言し、
討論に参加した。

自賠責共済について、交運共済は、「予約募集方式」を中心に
取り組んでいます。今後、職場訪問時に必要により現地で
「共済会議」を開催します。「予約募集」を希望される組合員は
お気軽にお声をおかけください。

【お問い合わせ先】
ＪＲ職域生協（全国交運共済生協四国事業本部）
ＪＲ 086-2592
（FAX） 086-2591
NTT（087）821-2163 （FAX）（087）821-2166

第

ＪＲ 連合 は ２月 ４ 日 、 全 で 社 会 に 信 頼 さ れ る
京都市「ホテルグラン ＪＲを築こう！」のス
ヴ ィア 京都 」 にお い て 、 ロ ー ガ ン の 下 、 安 全 の
「第 回中央委員会」 確立、 春闘勝利、民
を 開 催 し 、 加 盟 単 組 か 主 化完 遂 と組 織 の 強化 、
ら中央委員、特別中央 政策実現などを柱とす
委員、傍聴者など約２ る当面する活動方針に
００名が参加した。
ついて満場一致で決定
前 田 副 会 長 の 挨 拶 で した。
始まり、議長に大谷副
ＪＲ連合を代表して
委員長を選出し議事が 挨拶に立った松岡会長
進められた。
は、「２０１４春闘に
向けてＪＲ７単組及び
グループ 単組が総力
を挙げて闘うことを要
請する」と挨拶した。
その後執行部より、
役員の一部補充並びに
中央委員の変更、大会
委員会は「新たな飛 以降の経過報告、当面
躍にむけ、政策制度、 する活動方針案及び統
組織課題を解決し、安 制委員会の設置等の提

自賠責共済募集のお願い！

回 レデ ィー ス
ミ ーテ ィン グ開 催

本部青年女性会議
は２月 日、高松市
において、第 回レ
ディースミーティン
グを開催した。
レディースミーティ
ングは、男女平等参
画推進の取り組みの
一つとして毎年開催
しており、今年は
名の女性組合員が参
加し、お菓子作り体
験を通じて、組合員
同士 の交 流を深 めた 。
お菓子作り後の意見
交換では、「女性が
働きやすい会社にす

回中央委員会開催】
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２０１４春闘方針をはじめ
当面の活動方針を満場一致で決定

【ＪＲ連合第

19

19

14

引き続き「目標賃金への
到達」を目指しベースアッ
プの獲得に取り組む。
具体的には、ＪＲ連合
統一要求、純ベア３︐０
００円を平均賃上げ方式
で要求することとする。
また、エキスパート社員
及び契約社員については、
秋の契約更新時に「月額
基本賃金の３％、時間給
額 円以上を目安」に引
き上げを要求していくこ
ととする。併せて、労働
時間短縮、制度改善等に
ついても、本日の意見等
も踏まえ要求することと
し、「総合生活改善闘争」

春闘方針が提起され、討
論の後満場一致で採択さ
れた。最後に、中濱議長
の団結ガンバローで集会
を終了した。

59

22

85

こさせない体制を構築し、 として本委員会終了後、
安全・安定・
安心輸送の確立 安全に対する意識の高揚 ＪＲ連合四国地協及び各
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会では、ＪＲ四国労組、
ジェイアール四国メンテ
ナンス労組、四国キヨス
ク労組、高松駅弁労組、
ジェイアール四国ホテル
開発労組の代表者など約
名が参加し、ＪＲ連合
の吉田教育部長から、
「２０１４春季生活闘争
を取り巻く情勢及びＪＲ
連合方針」について提起
があった。
その後、事務局より四
国地協における具体的な
50

26

30

県協等で春闘討論集会を
安全・安定・安心輸送 に努めることとする。
開催し、全組合員総掛か
の確保は、鉄道事業者・
りの闘いを展開していく。
バス事業者にとって最大 ２０１４春闘の
また、ジェイアール四
取り組み
の使命であるとともに、
ＪＲ四国の中間決算は、 国バスの賃金引き上げ、
輸送業に従事する者にとっ
ては最重要課題であり、 機構特別債権受取利息収 労働時間短縮等の制度改
経営基盤の確立に向けて 益等により純利益 億円、 善要求についても、ＪＲ
連合方針を基本に、本委
不可欠との認識のもと、 通期の見通しは純利益
今日まで労使を挙げて取 億円となっているが、鉄 員会の決定を受け、自動
り組んできた。しかし残 道運輸収入は依然として 車支部「業務委員会」に
念ながら、昨年８月 日、 厳しい状況が継続してい おいて意思統一を図るこ
運転中の普通列車の推進 る。しかし、組合員の生 ととする。
活実態も４月からの消費
軸が外れて、約５時間
分という長時間停車する 税率アップや物価上昇等 政策課題実現
昨年末に政府から公表
事故が発生した。幸い今 による可処分所得の目減
回の事故による傷害事故 りにより厳しい状況にあ された高速道路料金の基
はなかったが、車両部品 る。我々は、連合・ＪＲ 本的な考え方は、私たち
の落下事故がこの５年間 連合方針を踏まえ、本委 が訴えてきた多くの主張
で５件も発生するなど、 員会で議論した定期昇給 を受け入れた部分も含ま
の確保を絶対条件として、 れているが、鉄道やフェ
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ある。しかし、安全の確
Ｊ Ｒ四国 労組 及び
各 グ ル ー プ 労 組 の 立、政策課題の実現に向
春闘方針を確認 け奮闘し、会社の経営基
盤を支えているのは、我々
組合員である。ＪＲ連合
の一員として統一要求を
行い、組合員のしあわせ
実現に向け総掛かりで取
り組んでいく。地方協議
会に結集する仲間の団結・
強化を図り更なる飛躍を
目指そう」と訴えた。
また、定期委員会終了
後開催された春闘討論集
ＪＲ連合四国地方協議
会は２月 日、宇多津町
「ホテルサンルート瀬戸
大橋」において、第 回
定期委員会及び２０１４
春闘討論集会を開催し、
新年度の運動方針及び役
員体制を決定した。
冒 頭 、中 濱 議 長 は 、
「グループ各社を取り巻
く状況は、厳しい状況で

26

は、経営協議会等の場で 制度改善を要求していく。 安全を確保する上で看過
できない事故が発生して
会社に申し入れており、
いる。事故は労使の責任
会社からはきちんと調査 浅岡書記長
するとの回答を得ている。
総 括 答 弁 である。安全は企業風土
と言えるように、労働組
今後、改善策が出される
合は安全についてチェッ
ものと考えている。
ク機能を果たすと共に、
問題提起は組合から、そ
大谷副委員長
の対策は会社がキチンと
講じていく関係を今後も
確立させていかなければ
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

ジェイアール四国バス
の賃金については、以前
より会社に対し、年齢給
及び職能給、並びに 才
到達後の賃金改善を機会
ある毎に強く訴えるとと
もに、将来を見据えた望
ましい給与体系等につい
て勉強会的な意見交換の
開催を求めてきたところ
である。会社からは、平
成 年度中に何らかの方
向性を示したいとしてい
るが、現時点では何ら示
されていない状況である。
今春闘においても、引き
続き早期の賃金改善を強
く求めるとともに、労働
時間短縮、就業規則等の
55

ＪＲ連合 四国地協定期委員会
２０１４春闘討論集会開催
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