第

(5)

労働条件の維持 ・
改善について
１ 総 合労働 協約の 改訂
等について
本部は 、第１ 回業務 対
策委員会 におい て、基 本
的な考え 方の確 認と昨 年
までの未 解決事 項を中 心
に、各支 部より 提出さ れ
た要求事 項を精 査し、 昨
年８月 日、「 総合労 働
協約改訂 につい て」を 申
し入れる ととも に、併 せ
て「平成 年度 準組合 員
（エキス パート 社員及 び
契約社員 ）の賃 金引き 上
げ」につ いて申 し入れ ま
した。
労 使間ルー ルにつ い
ては、労 使対等 の立場 で
要求しま した。
労 働条件に 関する 要
求につい ては、 労働時 間
短縮、割 増賃金 の増額 を
中心に 項目要 求しま し
た。なお 、主な 要求は 以

(2)

(3)

(4)
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年 度に実施 した線 路の点
定期大会以降
検 や補修が 、適切 に実施
の経過について
さ れていな かった との指
安全・ 安定輸送に向け 摘 を会計検 査院よ り受け
た 事が明ら かにな りまし
た取り組みについて
た。これについて会社は、
点 検項目の 周知が 社員に
徹 底できて いなか った事
と あわせ、 検査結 果に基
づ く補修に ついて も重要
な 線路から 順次実 施して
いたことが原因とし、よっ
て 安全上問 題なく 、不正
な 行為もな いとの 見解を
明 らかにしま した。
しかしな がらＪ Ｒ北海
道 において は、レ ール修
繕 の放置が 「ずさ んな安
全管理」として問題となっ
て おり、今 回の報 道がＪ
Ｒ 四国の安 全に対 する取
り 組みと、 お客様 の信頼
を 揺るがせ かねな いこと
か ら、緊急 に経営 協議会
に 付議し、 徹底し た原因
究 明と今後 の抜本 的対策
に ついて回 答を求 めまし
た。

の使用範 囲の拡大 及びエ
キスパー ト社員が 使用で
きる等、 我々が求 めてき
た方向に 前進して きたこ
とと併せ 意義のあ るもの
であり、 準組合員 が休日
等に勤務 した場合 のＦ単
価適用に ついても 、不公
平感の是正とモチベーショ
ンの維持 が図られ る改善
であると 認識して いる。
また、半 休制度の 限度回
数の増加 も組合員 から強
い要望が あった項 目であ
り、利用 実績も高 く、評
価できる 改善であ るもの
の、この 制度は適 用勤務
種別が限られているため、
不公平感 を払拭す るため
の対応をとるべきである。
併せてそ の他の要 求項目
である年 間休日増 や、育
児に関す る制度の 改善、
各種手当の新設及び増額、
準組合員 の賃金引 き上げ
等、積み 残した課 題が多
くあるた め、次年 度に向
け前向き な検討を 要請す
る。」と強く訴えました。
組合は 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、 同日妥
結しました 。
なお、 協定に ついて
は、引き 続き労働 時間管
理等が適 切に行わ れてい
るか検証 を継続す ること
を業務対 策委員会 で確認
し、会社 の提案を 受け入
れ締結しま した。

断し妥 結しました 。

３ 職場環 境改善 につい
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１ ２４項目 を精査 し、
解決 に向けた 取り組 みを
行って きました。
また、組合はエキスパー
ト社 員制度を 設立し て以
降、 多様な勤 務制度 の早
期創 設や職種 の選択 等を
会社 に申し入 れてき まし
た。 さらに、 公的年 金の
報酬 比例部分 が段階 的に
引き 上げられ ていく なか
での 、 歳以 降の賃 金や
労働 条件の改 善など 、引
き続 き今後の 課題に 取り
組むこ ととしまし た。

(1)

74

20

83

60

４ 会社施 策等へ の対応
について
観光列車の車内業務
従事者 について
昨 年７月 日より 運転
が開 始されて いる観 光列
車「 伊予灘も のがた り」
の車 内業務に 従事す る乗
務員 について 、観光 列車
にお ける接客 及びサ ービ
ス等 は極めて 重要で ある
と認 識し、モ チベー ショ
ン向 上を図る ために も、
それ に相応し い勤務 制度
と労 働条件と 併せ、 業務
内容 等に見合 った適 正な
要員 の確保に ついて も求
めてき ました。
そ の後、会 社から 「観
光列 車に乗車 するア テン
ダン トの勤務 種別は 変形
勤務 を適用す る。ア テン
ダン ト等に対 する旅 費に
つい ては、観 光列車 内で
の接 客業務及 びその 訓練
に係 わる付帯 業務（ 食事
等の 運搬、発 着駅で の食

26

Ｊ Ｒ四国 は、「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、す べてに優 先す
る最 重要課 題である 。」
とし ています。
そ のよう な中、昨 年９
月 日に予 讃線、伊 予富
田～ 今治間 の泉川高 架橋
から コンク リート片 が駐
車場 に落下 する事故 が発
生し ました 。幸い、 この
事故 による 沿線住民 や他
への 被害は ありませ んで
した が、一 歩間違え れば
重大 事故に つながる 恐れ
のあ る事象 であるこ とか
ら、 速やか に原因究 明と
再発 防止策 の徹底を 申し
入れ 協議しまし た。
さ らに、会 社が平 成

【メインスローガン】

創ろう！

下のと おりです。
① 労働時 間短縮 の実
施計画 について
② 年間１ １９日 への
休日増
③ 育児支 援制度 及び
育児に 関わる 短時間 勤務
制度の 拡充
④ 半休制 度の取 得限
度回数 の増加 及び適 用勤
務種別 の拡大
⑤ 保存休 暇の使 用範
囲の拡 大及び 累積限 度日
数の増 加
⑥ 多様な 休暇制 度の
新設（ 配偶者 出産・ ボラ
ンティ ア・リ フレッ シュ
等）
⑦
歳以 上の基 本給
支給率 の改善 及び適 用時
期の見 直し
⑧ ３人目 以降の 子の
扶養手 当増額
⑨ 夜間特 殊業務 手当
の増額
⑩ Ｂ単価 、Ｃ単 価、
Ｆ単価 等の改正
⑪ ＳＡＳ の検査 ・診
察・治 療時等の対 応拡充
⑫ 人間ド ック補 助対
象年齢 の拡大 及び脳 ドッ
ク等へ の補助新設
⑬ 制服・ 防寒着 等の
改善
⑭ 女性用 トイレ の拡
充
⑮ 準組合 員の短 日数
勤務制 度の拡 充及び 乗務
員の専 用行路の新 設
⑯ 準組合 員が休 日等
に勤務 した場 合の適 用単
価の見 直し
⑰ 準組合 員の生 理・
結婚の 有給休暇新 設

２ 平成 年度 年末手 当
及び年末一時金について
本部は、昨年 月８日、
申第６号 「平成 年度年
末手当の 要求」及 び申第
７号並び に申第８ 号「準
組合員（ エキスパ ート社
員・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
日より 団体交渉 に入り
ました。
要求の根 拠として、

んでいる 。
「自立計画 の確立」
に向け 、今日ま で各種 施
策の見 直しや経 費節減 等
に対し て、責任 組合と し
て最大 限理解・ 協力し 提
言してき た。
「ＪＲ三島 経営安定
化ＰＴ 」に参画 し、直 面
する政策課題解決に向け、
組織を 挙げて取 り組ん で
きた。
鉄道運輸収 入確保に
向け、 全組合員 が一丸 と
なって 「四国再 発見」 増
収キャ ンペーン に取り 組
み、８ 月段階に おいて 一
人平均 千円の 実績を あ
げている 。
消費増税な どにより
可処分 所得は伸 び悩み 、
一時金 が生活費 に占め る
割合が 大きいこ とから 組
合員の強い期待感がある。
等を中 心に、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 精
力的に交渉を重ねました。
月 日の交 渉にお い
て、支 給月数は 基準内 賃
金の１ ． ヵ月 分、準 組
合員（ エキスパ ート社 員
及び契 約社員） の一時 金
につい ても昨年 実績を 上
回る回答 がありまし た。
組合 は持ち帰 り業務 対
策委員 会を開催 し、会 社
を取り 巻く状況 は、本 四
高速道 路料金の 割引施 策
の継続 に加え、 ＬＣＣ な
どの対 抗輸送機 関の増 便
等によ り依然と して厳 し
い状況が想定されるなか、
昨年の年末手当を０． ヵ
月分上 回ったこ と、及 び
台風災 害時の旅 客案内 や
早期復 旧に向け た安全 ・
安定輸 送、経費 削減施 策
への取 り組み、 並びに こ
れまで の政策課 題解決 に
向けた 取り組み を最大 限
考慮し ているこ と等に つ
いて議論・検討した結果、
今回の 回答は会 社とし て
精一杯 の回答で あり、 こ
れ以上 の前進は 困難と 判
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「安全・安定輸送」
の完遂と 、平成 年度事
業計画目標の達成に向け、
全組合員 が全力で 取り組

10

26

繋ごう！
新たな次代へ！

【サブスローガン】（案）

側 の要求主 旨を踏 まえ、
今 後鋭意検 討して いくこ
と としたい 。また 、準組
合 員（エキ スパー ト社員
及 び契約社 員）の 賃金引
き 上げにつ 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、 「準組 合員
（ エキスパ ート社 員及び
契 約社員） は、職 場での
任 務や役割 等は非 常に大
き くなって おり、 勤労意
欲 向上のた めにも 今後と
も 賃金改善 ・処遇 制度の
確 立に向け た取り 組みは
重 要である と認識 してい
る 。」と訴 え、持 ち帰り
業 務対策委 員会を 開催し
た 結果、現 在の会 社の状
況 等を考慮 すれば 、これ
以 上の前進 は困難 と判断
し、 同日了承し ました。
９月 日 の３回 目交渉
にお いて、
① 半休 は、各 年度に
回以内（ 暦日に 換算し
て ６日以内 ）を限 度に付
与 すること とする 。（実
施 時期は平 成 年 ４月１
日）
② 保存 休暇の 累積日
数 の限度を 日と する。
（ 実施時期 は平成 年４
月１ 日）
③ エキ スパー ト社員
が 休日等に 臨時に 勤務し
た 場合の超 過勤務 手当の
支 払額は、 その日 の超過
勤 務時間１ 時間に つきＦ
単価 の額とする 。
④ 契約 社員が 休日等
に 臨時に勤 務した 場合の
超過勤務手当の支払額は、
そ の日の超 過勤務 時間１
時 間につき Ｆ単価 の額と
する 。
（③、④ の実施 時期は
平 成 年４ 月１日 以降、
新 たに開始 となる 勤務か
ら適 用）
以 上の４項 目につ いて回
答を 引き出しま した。
これに対 し組合 は、
「 保存休暇 の累積 日数の
拡 大につい ては、 この間

36

26

12

44

１ 安全・安定・安心輸送の確立に向け、
最大限取り組もう！

26

25

２ ２０１５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！

26

27

(1)

(2)

28

３ ＪＲ連合との連携を強化し、
政策課題の解決を図ろう！

26 10

26

55

平成 年 度 準 組 合 員
の賃金 引き上げに ついて
平成 年度 準組合 員の
賃金引き上げについては、
エキス パート 社員及 び契
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 指して 取り
組みま した。
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、 「会社 の体力 、貴

30

(1)

(3)

(4)
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27

24

25

27

27
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器等の積 み下ろ し等の 作
業、運行 管理の ための 当
該列車へ の自動 車での 併
走等）に 対して 日当１ ０
０円を職 務旅費 （その 他
乗務の旅 費）と して支 払
う。」と の考え が示さ れ
ました。
また、 アテン ダント に
対する手 当につ いては 、
「アテン ダント 手当と し
て、列車 毎の発 車時刻 か
ら到着時 刻まで の時間 に
応じて特 殊勤務 手当と し
て支払う 。」と の回答 を
引き出しま した。
併せて 、「ア テンダ ン
トとして 雇用す る契約 社
員の取り 扱い」 につい て
も説明が あり、 「雇用 形
態はパー トナー 社員（ 月
給適用者 ）また はサポ ー
ター社員 （時給 適用者 ）
とする。 」など 、契約 社
員の取り 扱いを 適用す る
という内容 でした。
組合は 、この 間求め て
いた要員 の適正 化が早 急
に図られ ると判 断し了 承
しました。
乗務員として勤 務す
る社員等 の妊娠 時の取 り
扱いについ て
乗務員 など、 列車に 乗
車して勤 務する 社員等 に
ついて、 妊娠が 判明し た
場合の取 り扱い につい て
会社より 説明が ありま し
た。
対象職 種等は 、動力 車
乗務員、 列車乗 務員、 ア
テンダント、客室乗務員、
その他列 車に乗 車して 勤
務する社 員等で 、取り 扱
い方として 、
① 当 該社員 等は自 ら
(2)
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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、「 組
織体制の 充実・ 強化を 図
り、魅力 と活力 ある組 織
を構築す る。」 ことを 念
頭におき 、各級 機関と 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。
また、 各級機 関の執 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・強 化
を図りま した。 さらに 、
職場対話 行動及 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。
一方、 国労四 国に対 し
ては一昨 年の定 期大会 以
降、良識 ある国 労組合 員
について は組織 拡大の 対
象として 取り組 みを進 め
てきまし た。
組織 の現状
ＪＲ四 国労組 の組織 率
は、ＪＲ 四国で は ・ ４
％、ジェ イアー ル四国 バ
スでは ・１％ 、全体 で
・９ ％であり 、昨年 の
定期大会 と同率 であり 、
責任組合 として 当面の 目
標であっ た組織 率 ％ 台
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
は国労よ り１名 、中途 採
用者１名 の加入 があり ま
した。ま たジェ イアー ル
四国バス では、 昨年に 引
き続き 月に契 約社員 か
ら社員へ の登用 があり 、
名全 員の組織 拡大が 図

られま した。
マ ル派が組 織に深 く浸透
ＪＲ四国の契約社員は、 し ている実 態に変 わりは
本社、 駅、ワ ープ、 ジェ な く、国の 治安上 の深刻
イアー ル四国 バスに おい な 問題は放 置され たまま
て新規 採用者 を中心 に組 です 。
織拡大 を図っ ていま す。
また、Ｊ Ｒ北労 組にお
併せて 、エキ スパー ト社 い てはＪＲ 北海道 の再生
員等の 組織拡 大にも 取り に 向けた取 り組み 、そし
組んで きました。
て 貨物鉄産 労にお いては
ヤ ミ専従問 題の発 覚によ
２ 民主化 闘争への 取り り 、民主化 闘争は それぞ
れ 大きな山 場を迎 えてい
組みについて
ＪＲ 連合は 、１９ ９９ ま す 。
一方、Ｊ Ｒ東日 本にお
年に「 民主化 闘争宣 言」
を発し 、国鉄 改革の 残滓 い ては、東 日本ユ ニオン
である ＪＲ総 連に浸 透す お よびＪＲ Ｅユニ オンが
る革マ ル派を 一掃す るこ そ れぞれ組 織強化 ・拡大
とによ って、 ＪＲ労 働界 に 取り組む ととも に、共
の分裂 状況に 終止符 を打 闘 のあり方 につい て議論
ち、Ｊ Ｒ連合 への総 結集 を 行ってい ますが 、組織
を図る ために 今日ま で積 拡 大の成果 は見え ず、民
極果敢 に運動 を展開 して 主 化闘争の 取り組 みが停
滞 している 状況に あると
きまし た。
この ような 中、２ ０１ 言わ ざるを得ま せん。
こういっ た状況 の中、
２年２ 月の最 高裁判 決に
より浦 和電車 区事件 被告 Ｊ Ｒ四国労 組はＪ Ｒ労働
７名有罪が確定する一方、 界 の三極構 造の打 破、Ｊ
ＪＲ東 労組等 がＪＲ 東日 Ｒ 労働者の 社会的 地位の
本会社 に対し て訴え た浦 向 上に向け 積極的 に支援
和電車 区地位 確認等 請求 行動を展開してきました。
事件（民事事件）に関し、
昨年 月３日 に最高 裁は ３ ＪＲ四 国労組 退職者
上告を 棄却し 会社勝 訴で 連絡会について
結審しました。ＪＲ総連・
ＪＲ四国 労組退 職者連
東労組 は浦和 電車区 事件 絡 会は、退 職者の 生活保
裁判の 、組合 員に対 する 障 設計の充 実と福 祉事業
情報開 示を回 避する 一方 活 動推進を 目的に 結成さ
で、反 原発運 動や非 正規 れ ました。 昨年 月 日
社員の 雇用問 題など 、組 に、第 回総会を開催し、
合員の 目を他 に逸ら し、 一 年間の活 動方針 と組織
本事件 からの 幕引き を図 運 営につい て意思 統一を
ろうと してい ます。 組織 図 るととも に新た な役員
の最大 の求心 力を失 い、 体制 を決定しま した。
組織温 存にひ た走る 姿を
また、 月 日・ 日
見ると 運動の 終焉は 近い に 愛媛県で 開催さ れた、
と思わ れます。
Ｊ Ｒ連合退 職者連 絡会
しか し、 月 日 の衆 「 全国会長 会議」 の成功
議院予 算委員 会の「 政治 に 向け、準 備委員 会を開
とカネ 」問題 などの 集中 催 し意思統 一を図 るとと
審議に おいて 、安倍 首相 も に役割分 担を決 定し取
は民主 党・枝 野幹事 長へ り 組みの強 化を図 ってき
の答弁 の中で 「殺人 や強 ま し た 。
盗を行 った革 マル活 動家
がＪＲ 総連・ ＪＲ東 （労 青年女 性会議の育成・
組）に 影響力 を行使 しう 強化の 取り組みについ
る立場 に相当 浸透し てい て
る」と 厳しく 指摘し た上
で「由々しき事態である」
昨年 月 ５日に 香川県
と警鐘 を鳴ら すなど 、革 宇多津町「ホテルサンルー

ト瀬戸大 橋」にお いて、
「Ｂｅ Ａｃｔ ｉｖｅ！
～限り ない挑戦 新た
な未来へ ～」をス ローガ
ンに掲げ 、本部青 年女性
会議第 回定期委 員会を
開催しまし た。
委員会 では、「 安全」
「組織対策」「制度改善」
「福利厚 生」「男 女平等
参画」「 ワークラ イフバ
ランス」 「教育活 動」な
どについ て議論し 、活動
方針が採 択される ととも
に、新た な体制を 確立し
ました。
また、 月９日 の徳島
支部青年 女性会議 定期委
員会を皮 切りに、 ６支部
全てにお いて支部 青年女
性会議定 期委員会 が開催
され、新 たな各支 部体制
が確立され ました。
さらに 、ＪＲ四 国労組
の次代を 担う青年 女性組
合員の育 成を図る ための
ユニオン スクール の開催
及び組織 力の向上 を図る
ためレク 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 には以下 のとお
りです。
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 性会議常 任委員
会を開催し ました。
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」「レ ベルアッ プコー
ス」に参 加し、Ｊ Ｒ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、如何 にすれ

ば組織 力の向上 や交流 拡
大を図 れるのか を念頭 に
置き、 青年女性 会議自 ら
が企画 ・実施し ました 。
昨年７ 月 日に は、「 ア
クティブユース２０１４」
を開催 し、１月 日～
日には 「ＪＯＹ レク冬 の
陣２０ １５」を 開催し 、
組合員 同士の交 流拡大 に
努めまし た。
ＪＲ連合青 年・女性
委員会 に青年女 性会議 議
長が幹 事として 参画す る
ととも に、ＪＲ 連合が 主
催する 女性代表 者会議 や
研修会 等に積極 的に参 加
しました 。
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男女平等参画 推進の取
り組みについて

(5)

ＪＲ 四国労組 は、第
回定期 大会にお いて「 男
女平等 参画推進 委員会 」
の設置 を決定し 、ＪＲ 四
国労組 としての 目標を 設
定する など、男 女平等 参
画推進 に向けて 取り組 ん
できまし た。
具体 的な取り 組みと し
て、本 年１月９ 日に「 第
１回男 女平等参 画推進 委
員会」 を開催し 、男女 平
等参画 を推進す る上で の
問題点 の抽出、 総合労 働
協約改 訂への 反映及 び
「第３ 次男女平 等参画 推
進計画 」達成に 向けた 課
題等の 解決に向 けて議 論
を行いま した。
また 、近年増 加傾向 に
ある女 性組合員 に対し 、
アンケ ート調査 を実施 し
ました。

25

27

30

10

17

32

の妊娠 が判明 した場 合、
速やか に会社 に報告 する
ことと し、そ れ以降 妊娠
中は従 前の業 務には 就か
せない 。
② パート ナー社 員に
ついて は、本 人から の申
し出が あり、 会社が 認め
た場合 、妊娠 中にお いて
のみ業 務内容 を一般 事務
作業と する。 ただし 、一
般事務 作業に 変更し た場
合は、 その変 更した 月の
翌月以 降（月 の初日 に変
更した場合は、当月以降）、
事務職 の契約 基本賃 金に
改定す る。な お、一 時金
につい ては、 基準日 現在
の業務 内容による 。
という 内容で あり、 組合
は業務 対策委 員会で 議論
し、了 承しました 。
おい て会社 の経営状 況等 現 在の経営 状況を 踏まえ
を分 析、議 論し、昨 年と た 精一杯の 回答で あると
同月 数の２ ．７ヵ月 、契 判 断し、妥結 しました。
約社 員につ いても組 合員
定年 退職再雇 用契約
基準 に沿っ て要求す ると 社 員の賃金 におけ る特例
とも に、加 算額につ いて 措 置について
も要 求しまし た。 月
平成 年４月からの
日の 団体交 渉におい て、 「 改正高年 齢者雇 用安定
基本 給額の ２．４ヵ 月、 法 」への対 応とし て、昭
支払 日は 月５日以 降と 和 年４ 月２日以 降生ま
の回 答があ りました 。会 れ の者が定 年退職 再雇用
社の 回答は「 平成 年度 契 約社員と して採 用され
以降 減少し た高速バ ス輸 た 場合、契 約基本 賃金の
送人員は、その後のツアー 算 定におい て、老 齢厚生
バス 運行や 格安航空 （Ｌ 年 金（報酬 比例部 分）の
ＣＣ ）の影 響等が重 なり 受 給開始年 齢に到 達する
いま だ完全 回復でき てい 月 まで定年 退職時 の基本
ない 状況の 中、台風 や大 給 額を ％とされ ていま
雨の 影響に よる運休 も加 す 。その際 、「昭 和 年
わり 、中間 決算では 輸送 ４ 月２日以 降に生 まれた
人員 は対前年 ％売 上高 者 への対応 は、会 社の経
は３ ．９％ 減少しま した 営 状況等を 見極め ながら
が、 営業費 用も３． ７％ 判 断したい 」と考 え方が
減少 したこ とから、 経常 示 されていま した。
利益 は営業 外収益の 増も
本部はこ れを踏 まえ、
加わ り、前年 を ％ 上回 昭 和 年 ４月２日 以降の
る 百万円となりました。 者 への対応 につい て、
近 年の輸 送機関の 分配 月 日に 申第 号 として
率は 、格安 航空（四 国～
会
社
に申し入 れました。
成田 ・関西 ）の就航 によ
会社の回 答は、 月
り大 きく変 化し、高 速バ 日 の年末賞 与の団 体交渉
スに おいて は利用者 の減
の
席
上にお いて、 「昭和
少と いう形 で現れて いま
年４月 ２日から 昭和
す。 今後は 、これま でと 年 ４月１日 生まれ の男性
は異 なる経 営環境の 中、 に ついても 、職場 の提供
業務 運営の 効率化や コス と労働力確保の観点から、
ト削 減とも 合わせ、 新た 老 齢厚生年 金の受 給開始
な高 速バス 時代に打 ち克 年 齢までの 間、基 本給額
つ強 靱な経 営体質を 目指
％とす る。なお 、実施
して いかな ければな りま 期 日は平成 年４ 月１日
せん 。
と する。」 との内 容が示
今 後とも 、安全の 確保 さ れました。
と安 定経営 に向けた 基盤
職場 環境改善 の取り
整備 に邁進 すること を期
組 みについて
待し ます。 」との内 容で
本部は「 明るく 、働き
した 。
が いのある 職場づ くり」
本 部は、 持ち帰り 検討
の 観点から 、安全 ・事故
した 結果、 中間決算 にお
防 止、ダイ ヤ改正 等の職
いて 減収と なったこ とを
場 諸問題解 決に向 け、大
受け ての厳 しい交渉 でし
会 ・集会等 で出さ れた問
たが 、「黒 字を確保 でき
題 点や、各 分会の 代表者
たこ とは、 『安全・ 安心
が 出席する 業務委 員会で
輸送 』を第 一義に、 効率
議 論し、団 体交渉 等あら
化施 策等経 営基盤確 立に
ゆる場を通じて解決を図っ
向け 取り組 んできた 組合
て きました。
員の 努力で ある。」 と訴
えて きたこ とから、 会社
「 一企業一組合」に 向
の回 答は、 我々の主 張を
けた取り組みについて
最大限考慮するとともに、
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５ 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 り組みにつ いて
「安 全・安 心輸送 の確
保は輸 送業務 の最重 要課
題」で あるこ とから 、業
務委員 会や分 会大会 等の
場にお いて、 「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、
安全 安
･ 心輸送の確 立に
向け取り組んできました。
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 、昨年 ９月
日の 団体交 渉にお いて
「昇職 ・昇格 試験の 一次
合格者 （筆記 試験） は、
次年度 以降は 免除に 向け
検討す る。」 、「契 約社
員（パ ートナ ー）が 休日
等に臨 時に勤 務した 場合
の単価 の改善 」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
の取り 組みについ て
平成 年度 年末賞 与の
要求は 、例年 同様、 業務
委員会 及び執 行委員 会に
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労協・Ｊ Ｒ連合等 の主催
する諸活 動、及び 連帯活
動に積極 的に取り 組み、
昨年８月 には、ブ ルガリ
アで開催 された「 第 回
ＩＴＦ世 界大会」 に参加
し、国外労働者との交流・
連帯を図 るととも に、国
際意識の 高揚や知 識の習
得に努めて きました。
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１ 政治関係について

する民 主党国 会議員 全員 まし た。
に賛同 いただ き活動 を展
開して きまし た。１月
レクレ ーション・サー
日には 「ＪＲ 四国の 現状 クル活動について
と今後 の課題 等」に つい
て意思統一を図るために、 昨年８月 日に 「サー
第 回連絡会 を開催 しま ク ル協議会 運営委 員会」
した。
を 開催し、 平成 年度の
Ｊ Ｒ 四 国 労 組 議 員 団 取 り組み経 過と平成 年
会議と の連携 強化に つい 度 行事予定 につい て、確
認・検証を行うとともに、
て
地域 と密接 に関わ る議 本 部主催行 事にお ける運
員団会 員との 連携・ 協力 営 方法等に ついて も検討
が重要 である との認 識の を 重ね、よ り充実 した活
もと、 「２０ １４年 交通 動 と各級機 関にお いてそ
重点政 策」の 課題解 決の れ ぞれの行 事開催 を行う
ために 、連絡 体制を 密に こと を確認しま した。
今年度の 本部主 催行事
し取り 組みを 強化し てき
は、「第 回ゴルフ大会」
ました 。
を 月 日 に香川 県まん
12

20
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19

26

の う町「満 濃ヒル ズカン
２ 共闘関係について
ト リークラ ブ」に おいて
連合・交 運労協 につ
組 合員 名 参加の もと開
いて
催 し、連帯 と親睦 を深め
今年 度も「 連合２ ０１
まし た。
当
面 の 活動 方 針
４年釧 路平和 集会」 への
また、「 第３回 ドッジ
（案）について
参加や 、「連 合愛の カン
ボ ール大会 」を 月８日
パ」な ど、多 くの連 合運
に 香川県丸 亀市「 飯山総
※「は じめに」 ・「私
動に参 画し運 動を展 開し
合 運動公園 体育館 」にお
たちを 取り巻く 情勢」
てきま した。
い て開催し 、四国 各地よ
省略
また 、四国 交運労 協へ
り組合員１４０名が参加、
の取り 組みは 、昨年 月
大いに盛り上がりました。 安全・安定輸送に 向け
高知県 で開催 された 「第
た取り組みについて
回定期総会」に参加し、
福祉・ 共済事業活動の
交運労協運動の中心となっ
取り組みについて
ＪＲ四 国は、平 成 年
て支え ながら 、私た ちの
度事業計 画にお いて、
抱える 総合交 通政策 の課
組合員と その家 族の暮 「安全の 確保」を 事業運
題解決 に向け 様々な 要請
ら しを守る 福祉事 業活動 営の根幹として取り組み、
行動等 を展開しま した。
の 推進には 、組合 員の理 「 現 場 主 義 の 徹 底 」 、
ＪＲ連合 四国地 協に 解 と参画意 識の高 揚が必 「組織・ 個人の備 蓄（対
ついて
要 です。そ のため 、ＪＲ 応 能 力 等 ） の 増 強 」 、
ＪＲ 連合四 国地協 は、 四 国労組の 取り組 む各種 「グルー プ一体と なった
ＪＲ連 合の地 方機関 とし 共 済につい て継続 的に周 取り組み 」を重点 項目と
て地方 での産 別及び 単組 知活動を行ってきました。 して輸送 安全水準 の向上
との交 流と連 帯を深 め、
交
運
共
済
活
動
は
、
共
済
を
図るとし ています。
組織の 強化に 取り組 みま 担 当者会議 ・分会 長会議
ＪＲ四 国労組も 、安全
した。
等 への出席 など積 極的な の確立が 全てに優 先する
ＪＲ四国 グルー プ労 活動 を推進しま した。
こと、尊 い命を預 かる私
働組合 連合会につ いて
アフラック「がん保険」 たちの重 大な使命 である
月 日、 高松市 にお 及 びＪＲ連 合「長 期家族 ことを認 識し、基 本動作
いて「 第 回 定期大 会」 サ ポート共 済」「 ＪＲ私 の意義や 必要性の 共有化
を開催 し、新 執行体 制の 傷 病共済」 等は、 適宜、 による浸 透・徹底 に向け
確立と 一年間 の活動 方針 資 料送付を 行い情 報提供 て 取 り 組 む と と も に 、
を決定 しました。
に努 めました。
「ヒュー マンエラ ーは結
果であり 原因では ない」
四国再発 見の取 り組
国内外 労働者との連帯 との理念 に基づい て取り
みにつ いて
組みを強化 します。
執行委員会見解を発し、 活動について
その上 で、人命 を預か
組織を 挙げた 増収活 動へ
大会以降 、連合 ・交運 る基幹交 通を担う ＪＲに
の取り 組みを 要請し てき

47

第 回衆議 院選挙 の
取り組み 結果につい て
ＪＲ四 国労組 は、第
回衆議院 選挙候 補者８ 名
をＪＲ四 国労組 推薦候 補
者と決定 し各県 協を中 心
に全員当 選に向 けて総 力
を挙げ取 り組み を展開 し
てきまし た。そ の結果 、
民主党は （改 選前 ）
議席で野 党第一 党の座 を
なんとか 確保しまし た。
また、 ＪＲ四 国労組 の
推薦候補 におい ても、 ８
名中２名 の当選 という 厳
しい結果 となりまし た。
【香川県 協推薦候補 者】
・小川 淳也（ 民主党 ・
香川県第 １区） 【当選 ・
比例】
・玉木雄 一郎（ 民主党 ・
香川県第 ２区）【当 選】
・高田 良徳（ 社民党 ・
香川県第 ３区）【落 選】
【愛媛県 協推薦候補 者】
・永江 孝子（ 民主党 ・
愛媛県第 １区）【落 選】
・白石 洋一（ 民主党 ・
愛媛県第 ３区）【落 選】
【徳島県 協推薦候補 者】
・仁木 博文（ 民主党 ・
徳島県第 １区）【落 選】
【高知県 協推薦候補 者】
・大石
宗（ 民主党 ・
高知県第 １区）【落 選】
・武内 則男（ 民主党 ・
高知県第 ２区）【落 選】
ＪＲ連合国会 議員懇
談会の活 動について
ＪＲ連 合は、 昨年 月
９日に第 回国 会議員 懇
談会を開 催し、 新たに 事
務局長と して小 川淳也 氏
（香川選 出）を 選出す る
役員体制 を決定 し、政 策
課題や組 織課題 につい て
の当面の 取り組 み方針 を
決定しま した。
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26

(2)

(3)

47

73

59

ＪＲ四国労組 「四国
の鉄道を 考える 国会議 員
連絡会」 の活動につ いて
ＪＲ四 国労組 「四国 の
鉄道を考 える国 会議員 連
絡会」は 、四国 におけ る
総合交通体系の確立や様々
な政策課 題の解 決を目 指
し、四国 各県を 選挙区 と

18

20

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
さらに 強化する 運動を 展
開します 。

２０１５春季 生活闘争
と労働条件改 善の取り
組みについて

１ ２ ０１５ 春季生 活闘
争を取 り巻く 情勢に つい
て
連合は今春闘において、
「働く ことを軸 とする 安
心社会 」の実現 に向け 、
社会・ 経済の活 力の源 泉
である 「働くこ と」に 着
目し、 賃上げを はじめ と
して、勤労者全体の雇用・
労働条 件等に関 する問 題
解決を図るとしています。
ＪＲ 連合は、 全ての Ｊ
Ｒ関係 労働者に とって 相
応しい 労働条件 を「中 期
労働政 策ビジョ ン（２ ０
１４～ ２０１８ ）」で 掲
げ、そ の実現に 向けて 目
下加盟 全単組が 取り組 ん
でいま すが、２ ０１５ 春
季生活 闘争でそ の取り 組
みを着 実に前進 させな け
ればな りません 。その た
めにも 、全ての ＪＲ関 係
労働者 が提供し 続けて い
る「働 くこと」 全てに つ
いて、 労使間に おける 真
摯な議 論を通じ て価値 の
再評価 を行い、 諸労働 条
件を引 き上げる 総合生 活
改善闘 争を展開 すると し
ています 。

２ 連 合の取 り組み につ
いて
２ ０１５春 季生活 闘
争に臨 む連合の 基本的 な
考え方
① 賃金 相場の波及 力
を高め 、未組織 労働者 も
含め広 く社会全 体の底 上
げ・底 支えを図 り、格 差
の是正 （規模間 、雇用 形
態間、 男女間） に取り 組
む。
② 地域経済 の活性 化
や地域 との連携 のため に
も、中 小や地場 企業に お

(1)
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31
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(1)

26

(2)

(3)

(4)

10

24

26

26 26

部会活動の取り 組みに
ついて
教育 ・ 広 報 活 動 の 取 り
昨年８月 日に広報
組み に つ い て
担 当者会議 を開催 し、新
聞 、ニュー スの正 確な情
１ 教育活動について
報 伝達につ いて確 認しま
教 育 担 当 者 会 議 に つ し た。
いて
「
ＪＲ四国労組新聞」
昨 年 ８ 月 日に教 育担
を
７
回発行 し、情 報の提
当者 会議を 開催し、 平成
供
・
共有化に努めました。
年度の大 会方針に 基づ
団体交渉等速報性が
いた 具体的 な教育活 動実
求 められる 情報に ついて
施計画等を決定しました。
「ＪＲ四国労組ニュース」
ユニ オ ン スク ー ル
を
回発行し ました。
「フレッシュマンコース」
ジェイアール四国バ
月 日 から 日 にか
ス との団体 交渉等 の情報
けて 、入社 ５年以内 の組
について「自動車支部ニュー
合員を対象とした「フレッ
ス」を４回発行しました。
シュ マンコ ース」を 、香
ＪＲ四国労組ホーム
川県 三豊市 「ル・ポ ール
粟島 」で 名参加の もと ペ ージに、 「ＪＲ 四国労
組 ニュース 」、「 自動車
開催 しました。
四 国各地 より集ま った 支 部ニュー ス」及 び「Ｊ
受講 生は、 本部役員 等の Ｒ 四国労組 新聞」 等の情
講義 に熱心 に耳を傾 け、 報 を公開す るなど 、迅速
「労働組合の基本的認識・ な 更新に努め ました。
ＪＲ四国労組の取り組み」
「組 合と共 済・労金 活動 ボ ランティア活動の 取
の関 わり」 「ＪＲ四 国労 り組みについて
組の 歴史」 及び「安 全・
ＪＲ連合 は、労 働組合
安定 輸送の 確立及び 政策
課題 解決に 向けた取 り組 の 社会的な 役割に 鑑み、
み」 等労働 組合のあ るべ ボ ランティ ア活動 を重要
き姿を理解するとともに、 な 活動のひ とつに 位置付
組合 との関 わり方や 仲間 け て取り組 んでい ます。
意識 を深め る必要性 を学 昨 年９月 日から 日に
か けて、山 梨県早 川町に
びま した。
お いてＪＲ 連合第 １回ボ
ユニ オ ン スク ー ル
ラ ンティア 担当者 会議が
「レ ベルアップ コース」
開 催され、 各単組 でのボ
今 年度で ４回目の 開催
ラ ンティア 活動の 取り組
となる「レベルアップコー
み 状況や課 題につ いての
ス」 は、本 部・支部 ・分
意 見交換を 行い、 それぞ
会青 年女性 会議役員 を対
れ の地域で 主体的 なボラ
象に 、 月 日、本 部１
ン ティア活 動を積 極的に
階会 議室にお いて、 名
展 開するこ とを確 認しま
参加のもと開催しました。
し た。
日 頃、組 合活動に 取り
ＪＲ四国 労組に おける
組ん でいる 青女役員 を招
ボ ランティ ア活動 は、青
集し たスク ールで は、
年 女性会議 を中心 とした
「世 話役活 動」の重 要性
「 鉄道版交 通安全 教室」
や「ＪＲ四国労組の歴史」
の 他に、全 組合員 が参加
等に ついて 理解し、 組合
で きるボラ ンティ ア活動
運動 の原点 である「 分会
と して、空 き缶の プルタ
組織 の活性 化」の必 要性
ブ回収を実施しています。
や取 り組み 方、「労 働協
約」 の詳細 等につい て学
政 治・共闘の取り組 み
び、 次代を 担う組合 員の
について
レベ ルアッ プを図り まし
27

(1)

(2)

(3)

19

20

26

17

12

昨年８ 月 日 に「部 会
三役会議 」を開 催し、 一
年間の取 り組み の総括 及
び部会活 動の充 実を目 指
して部会 任務の 明確化 に
向けた意 思統一 を行い ま
した。
また、 業職種 別専門 部
会の「答 申」作 業や検 証
作業は、 年間を 通して の
活動と位 置づけ 、本部 執
行委員会 と各部 会がよ り
連携した 取り組 みを行 う
ことを確 認し、 経営協 議
会での議 論を視 野に入 れ
た取り組 みを進 めてき ま
した。
なお、 各部会 定期委 員
会の開催 日は次 のとお り
です。
・工務部 会第 回定期 委
員会 平 成 年 月６ 日
（土）本部 １階会議室
・運転部 会第 回定期 委
員会 平 成 年 月９ 日
（火）本部 １階会議室
・営業部 会第 回定期 委
員会 平 成 年 月 日
（金）本部 １階会議室
・関連部 会第 回定期 委
員会 平 成 年 ２月 日
（金）本部 １階会議室

25

政策・調査活動 の取り
組みについて

,

シフト 、③鉄 道特性 活性 等、 各種調 査にも協 力し た 。
化の３ ＰＴを 設定す るこ まし た。
２ 広報活動について
ととし ました 。そし て、
国交省 やＪＲ 各社等 関係
団体と の連携 を強化 しな
がら、中長期的視点に立っ
た産業 政策を 推進し てい
くこと とし、 ＪＲ四 国労
組も『 三島・ 貨物経 営安
定化Ｐ Ｔ』及 び『鉄 道特
性活性 化ＰＴ 』に委 員と
して参 加、Ｊ Ｒ四国 の経
営安定 化に向 け取り 組ん
できま した。
各Ｐ Ｔの開 催状況 は以
下のと おりです。
◎ 三 島・貨 物経営 安定
化ＰＴ （座 長：小 川淳
也衆議 院議員）
第７回 平成 年 月８日
◎ 鉄 道特性 活性化 ＰＴ
◎ 貨 物鉄道 モーダ ルシ
フトＰ Ｔ（座 長：榛 葉賀
津也参 議院議員）
第７回 平成 年６ 月９日
第８回 平成 年９ 月 日
ジェイア ール四 国バ
スにお ける課 題解決 につ
いて
国土 交通省は 平成 年
月に 「バス 事業の あり
方検討 会」を 設置し 、貸
切バス の安全 性向上 に向
けた施 策を中 心に検 討を
進め、 一昨年 ８月か ら新
高速乗合バス制度がスター
トしま した。 ＪＲ連 合自
動車連 絡会は 、昨年 ９月
５日に 新制度 移行一 年後
の実態 調査を 実施し まし
た。

24

(2)

10

10

２ 調査活動 の充実 強化
に向けて
２０ １４春 季生活 改善
闘争及 び賃金 到達目 標へ
の達成等の検証をはじめ、
賃金政 策議論 に反映 すべ
く、昨 年９月 に全組 合員
を対象 とした 「ＪＲ 連合
第 回 賃金実 態調査 」を
各級機 関の協 力のも と取
り組み ました 。（回 収者
数１ ８４７ 名 回 収率
％）
また 、連合 関係で は、
「２０ １４年 度労働 条件
等の点検に関する調査」、
「労働 条件関 係等調 査」
21

83

19

20

12

12

12

27

26

26

26

22

26

27

１ 政 策課題 の解決に 向
けて
Ｊ Ｒ三島・ 貨物の 経
営安定化 に向け た取り 組
み
ＪＲ連 合は、 ＪＲが 発
足して 年を迎 え、中 長
期的視点 に立っ た政策 立
案が必要 である との認 識
から、「 ＪＲに 関わる 中
長期政策 課題プ ロジェ ク
トチーム 」を結 成しま し
た。その 発足式 を平成
年９月５ 日に開 催し、 鉄
道が持続 可能な 発展を 遂
げるため にＪＲ 連合を 基
軸とする 政策立 案の構 築
が重要で あり、 そのた め
に①三島 ・貨物 経営安 定
化、②貨 物鉄道 モーダ ル
(1)

10

18

12

20

19

21

ける賃上 げを実 現させ る
ことが重要 である。
③ 家 計消費 の回復 が
求められ る中、 物価上 昇
や経済成 長と整 合した 賃
金引き上げを継続的に行っ
ていくこ とが「 デフレ か
らの脱却 」と「 経済の 好
循環実現 」のた めに必 要
である。
④ 賃 金引き 上げ幅 に
ついては 、定期 昇給・ 賃
金カーブ 維持相 当分の 確
保を前提 とし、 過年度 の
消費者物 価上昇 分や企 業
収益の適正な分配の観点、
経済の好 循環を 実現し て
いく社会 的役割 と責任 を
踏まえ、 すべて の構成 組
織が取り 組みを 推進し て
いくこと を重視 し２％ 以
上の要求 を掲げ 獲得を め
ざし、取 り組み を進め て
いく（定 期昇給 相当額 と
賃上げ額 を加え た要求 は
４％以上と する）。
具体的 な取り組み
① 定 常的な 収入で あ
る月例賃 金の引 き上げ が
継続的に 実施さ れるこ と
が必要で あるこ とから 、
底上げに こだわ り月例 賃
金の引き 上げを 求めて い
く。
また、 個別賃 金水準 の
絶対値に こだわ る取り 組
みも強化 する。 構成組 織
は個別銘 柄ごと にふさ わ
しい賃金 水準を 設定し 、
その水準 への引 き上げ を
図る闘争 を展開 する。 加
えて、中 小共闘 におい て
定める最 低到達 水準目 標
値の実現 にこだ わる取 り
組みを推進 する。
② 企 業内最 賃の抜 本
強化を図 るべく 、企業 内
最低賃金 の協定 の締結 拡
大及び水 準の引 き上げ を
行う。
③ 一時金水準の向上・
確保を図る 。
④ 重要労 働関係 法
（労働者 派遣法 、労働 契
約法、高年法）に伴うワー
クルール の確立 に取り 組
む。
⑤ 「 連合中 期時短 方
針」を踏 まえて 、総実 労
(2)

働時間 の縮減 をはじ めと
する労 働時間 規制の 取り
組みを 進める 。特に 労働
時間規 制の取り 組み（
協定に おける 特別条 項付
協定の 点検、 適正化 など
の取り 組み、 インタ ーバ
ル規制など）を実施する。
⑥ 職場に おける 男女
平等の 実現
⑦ 非正規 労働者 の労
働条件 改善
⑧ 運動の 両輪と して
の政策 制度実 現の取 り組
み
闘 いの進め方
すべ ての労 働者を 対象
とした 闘争を 展開す るた
めの重 層的か つ総が かり
での共 闘体制 を構築 する
ととも に、非 正規労 働者
の均等 ・均衡 処遇の 重要
性や集 団的労 使関係 の必
要性に ついて 社会で の理
解を広 げてい くため に、
社会的 キャン ペーン の実
施など 波及力 のある 運動
を展開 する。
また 、産業 間の経 済実
態を勘 案した 「共闘 連絡
会議」 をより 一層機 能強
化し、 共闘内 の情報 交換
の緊密 化等の 推進を 図る
ことで 総掛か り体制 での
闘争を 展開する。
情報 開示に ついて も積
極的に 行い、 相場形 成と
波及力 強化に 向けて 取り
組む。
さら に、非 正規労 働者
の労働 条件改 善を図 るべ
く、「 非正規 共闘」 の強
化を図 る。加 えて、 春闘
を通じ た組織 拡大の 取り
組み を展開し ていく 。
（１０００万連合の実現）
を 構成する 全ての 賃金項
目 について 検証し 、月例
賃 金総額の 引き上 げに徹
底 して拘っ た取り 組みを
展 開します。
② 賃金 カーブ 維持分
の 確実な確 保に取 り組む
と ともに、 ベース アップ
要 求による 統一行 動をは
じ め、賃金 項目全 般の引
き 上げを通 じて、 水準の
改 善に取り組 みます。
③ 総合 生活改 善闘争
の取り組みを加速すべく、
ワ ーク・ラ イフ・ バラン
ス 社会の実 現に資 する諸
手 当改善に 力点を 置いて
取 り組みます 。
④ 非正 規労働 者の正
社 員化はも とより 、時給
引 き上げを はじめ とする
雇 用・労働 条件に ついて
均 等・均衡 待遇の 実現を
求 めます。
賃上げ要 求の根拠
① 連合 に結集 する労
働 組合とし て、連 合方針
に 基づく月 例賃金 の向上
に 徹底して こだわ った闘
い の展開
② 「中 期労働 政策ビ
ジ ョン（２ ０１４ ～２０
１ ８）」に 掲げる 目標賃
金 （上位目 標賃金 、必達
目 標賃金） 水準と 実態と
の 乖離を踏 まえた 、ベー
ス アップを はじめ とする
月 例賃金の 引き上 げによ
る 目標賃金水 準への到達
なお、目 標賃金 水準に
達 した単組 につい ては、
さ らなる労 働条件 の向上
を 目指した 賃金全 体につ
い ての一層の 改善
③ 各社 におけ る業績
に 基づく適 正配分 を通じ
た 月例賃金 の底上 げによ
る 労働分配率 の是正
④ 私た ちが提 供する
労 働の価値 の再確 認、月
例 賃金総額 の向上 による
実 質的な給 与所得 の増大
を 通じた、 全ての ＪＲ関
係 労働者に おける 意欲を
持 って日々 の業務 に遂行
で きる環境の 創出
⑤ グル ープ労 組の賃
金 底上げと 労働条 件改善
を 実現する ための 積極的
な賃金引 き上げ 要求、 実
現を通じ た波及 効果の 創
出、及び 格差是 正と側 面
支援の強 化
具体 的な要求内 容
① 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 。
② Ｊ Ｒ各単 組は月 例
賃金総額 ６，０ ００円 以
上の引き上げを求めます。
③ そ のうち ３，０ ０
０円につ いて純 ベア統 一
要求を行 います。
④ 純 ベア統 一要求 以
外の賃金 要求項 目につ い
ては、総 合生活 改善や 格
差是正の 観点に 立って 各
単組にお いて判 断する こ
ととしま すが、 各単組 は
ワーク・ ライフ ・バラ ン
ス実現に 資する 要求項 目
を盛り込 む（例 ：長時 間
労働抑制 のため の超過 勤
務手当単 価の引 き上げ や
少子化対 策とし ての扶 養
手当増額 等）こ ととし ま
す。
⑤ 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 。
平 均・個別 各引き 上
げ方式に ついて
① 平 均引き上げ 方式
ア ２０１ ５年４ 月
１日現在 の賃金 諸元（ 想
定値）
平均 基準内 賃金
３１７ １３０ 円（ ．
６歳、定 昇相当分込 み）
イ 月例賃金総額６，
０００円 以上の引上 げ
ウ うち、 純ベア 統
一要求３ ，０００円
② 個 別賃金 引き上 げ
方式
ア ２ ０１４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
３００，７００円（ 歳・
男子・高 卒・標 準労働 者
層、回 帰値）
イ 月例賃金総 額６，
０００ 円以上の引 上げ
ウ うち、純ベ ア統
一要求 ３，０００ 円
賃金要求 項目の 集中
化
① 前述の 通り、 月例
賃金総 額の引 き上げ を図
るべく 、月例 賃金を 構成
する諸 手当の 引き上 げを
図りま す。具 体的な 要求
項目は 各単組 におい て判
断する ことと します が、
各単組はワーク・ライフ・
バラン ス実現 に資す る要
求項目 を盛り 込むこ とと
します 。
② 時間外 割増率 につ
いては 、各単 組が連 合の
目標（ 時間外 ％、 休日
１００ ％）実 現を早 期に
図りま す。
③ 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。
非正規労 働者に 関す
る要求
① 時間給 につい ては
「誰も が時給 １，０ ００
円」の実現を目指します。
② 時 給引き上げ につ
いては、正社員との均等・
均衡処 遇を目 指す観 点か
ら、 円を目 安とし て時
給の引 き上げ を目指 しま
す。
③ 正社員 との均 等・
均衡処 遇をめ ざす観 点か
ら、昇 給ルー ルの導 入・
明確化 の取り 組みを 強化
します 。昇給 ルール が確
立され ている 場合は 、そ
の昇給 分を確保し ます。
④ 正社員 化の制 度創
設を目 指します。
⑤ 諸手当 等（期 末手
当、時 間外手 当、通 勤費
など） を要求しま す。
⑥ 労働契 約法の 改正
趣旨を 踏まえ 、正社 員と
の均等 ・均衡 待遇（ 昇給
ルール、時間外割増適用、
無期契 約転換 後にお ける
均等・ 均衡処 遇の確 保、
慶弔休 暇等） を要求 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 につい
て
① 年間 総実労 働時間
１ ，８００ 時間を 目指し
ます 。
② 時間 外労働 等割増
率 について 、法定 割増率
水 準からの 引き上 げを求
め ます。特 に、中 小企業
に おいて１ ヶ月 時間を
越 える時間 外労働 に対す
る １５０／ １００ 以上へ
の 割増率引 き上げ を図り
ます 。
③
協定の遵守状況、
特 に特別条 項付協 定を締
結 している 単組に ついて
は その適宜 点検を 図りま
す。
④ 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。
⑤ 全て の単組 が採用
時 の年休付 与日数 日以
上を 実現します 。
⑥ 半日 休暇制 度の回
数制限撤廃を実現します。
⑦ 事業 所ごと に年休
取 得率を把 握し、 適正人
員 の措置を 通じて 取得率
の 向上に向 けた取 り組み
を展 開します。
⑧ 育児 ・介護 休職を
取 得するこ とによ る人事
考 課におけ る不利 益取り
扱いを禁止するとともに、
昇 給におけ る育児 および
介 護休職期 間除外 規定お
よ び昇格に おける 欠格条
項廃 止を求めま す。
⑨ 法定を超える育児・
介 護休業期 間の拡 充や育
児 ・介護に 係る短 時間勤
務 制度の拡 充、看 護休暇
制 度の拡充 等とい った、
育 児及び介 護に関 わる諸
制 度の拡充 、前進 を図り
ます。具体的には、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 めの代
替 要員の確 実な確 保と職
場 環境の整 備、仕 事と育
児 ・介護の 両立を 実現さ
せ るための 転勤に 対する
配 慮措置の 創設、 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、特 に仕事と 育児の
両立が可 能となる よう、
日勤職場 の拡大等 を求め
ます。
⑩
歳以降の 雇用制
度ならび に賃金制 度につ
いては、 希望者全 員を対
象とする 歳まで の継続
雇用を前 提とした 、合理
性のある 雇用制度 と賃金
制度の確 立に取り 組みま
す。
併せて 、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 むととも に、第
二基本給 の縮小に も取り
組みます。

合の方 針である 「最低 到
達水準 」へ確実 に到達 す
るとと もに、 ＪＲ連 合
「中期 労働政策 ビジョ ン
（２０１４～２０１８）」
に掲げ る目標賃 金をめ ざ
します。
① 連合の中小共闘は、
賃金の格差是正や底上げ・
底支え を図るた め、「 最
低到達 水準」を 設定し て
います 。その水 準を必 達
目標と 位置付け 、クリ ア
すること を目指しま す。
② 各単 組は分科会 別
の到達 すべき目 標賃金 を
設定し 、２０１ ８年度 ま
でに「第１四分位（Ｑ１、
必達目 標値）」 を必ず ク
リアす るととも に、参 考
値である「中位数（Ｑ２）」
「第３ 四分位（ Ｑ３） 」
への到達 をめざしま す。
具体 的な要求内 容
① 賃金カー ブ維持 を
前提と した定期 昇給制 度
の確立並 びに適正運 用
働く 者の生活 設計や 人
材の定 着と育成 、業務 遂
行力の 向上を通 じた会 社
の持続 的発展を 図る観 点
から、 月例賃金 水準の 確
保を求 めます。 定期昇 給
制度が 確立され ていな い
単組は 、制度の 確立（ 労
使協定 化）と適 正運用 を
強く求 めるとと もに、 制
度が確 立してい る単組 に
ついて は、定期 昇給の 実
施によ る賃金カ ーブの 維
持を求めます。とりわけ、
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 。

(3)
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４ グル ープ労 組の２ ０
１５春季 生活闘争 方針に
ついて
基本的 な考え方
ＪＲ連 合は、「 中期労
働政策ビ ジョン（ ２０１
４～２０ １８）」 に掲げ
る目標賃 金への到 達とグ
ループ全体での雇用確保、
労働条件 向上にむ けて、
グループ 単組と ＪＲ各
単組が一 丸となっ て闘う
２０１５ 春季生活 闘争を
構築する こととし ます。
とりわけ 、グルー プ会社
における 優秀な人 材の確
保と定着 化に向け た環境
の整備が 労使間の 共通か
つ喫緊の 課題であ ること
から、今 後のグル ープ会
社の更な る成長と 発展を
めざし、 雇用の維 持・確
保を含む 「人材の 確保と
育成」に 軸足を置 いた２
０１５春 季生活闘 争を展
開します。
そして 、「ＪＲ グルー
プ労働者 に相応し い労働
環境の実 現をめざ す取り
組み」と して、① 賃金の
維持・向 上、②総 合生活
改善に向 けた労働 条件向
上、③組 織化を含 めた非
正規労働 者の均等 ・均衡
待遇の実 現を運動 の三本
柱に据えて取り組みます。
賃上げ 要求について
グルー プ 単組 は、連

(1)

(2)

で取 り組む 初めての 春闘
とな ります 。全ての 加盟
単組 が、同 ビジョン で掲
げた あるべ き働き方 の実
現を 図るべ く、賃金 はも
とより、労働時間や休日、
育児 ・介護 、福利厚 生制
度な どあら ゆる労働 条件
につ いて検 証し、改 善を
図る 総合労 働改善闘 争に
徹底 してこ だわり、 諸労
働条件の着実な改善を図っ
てい くととしま す。
以上の基本認識により、
２０ １５春 季生活闘 争を
通じ て、賃 金をはじ めと
する 諸労働 条件全般 の改
善を 図り、 組合員が 成果
を実 感でき るよう、 加盟
する 全ての 単組が一 丸と
なっ た取り 組みを展 開し
ます 。

基本的な考 え方
① 「賃 金は最大 の労
働条件」との認識に立ち、
ベー スアッ プ要求に よる
統一 行動を はじめ、 賃金
項目 全般の 引き上げ を図
り、「中期労働政策ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
に掲 げた目 標賃金水 準へ
の到 達と適 正な配分 を求
め、 成果が 実感でき る取
り組 みを強化し ます。
② 労働 時間や休 暇・
休日 などの 諸制度、 福利
厚生 といっ た全ての 労働
条件 につい て検証を 行う
とと もに改 善を図る 総合
生活 改善の 取り組み を徹
底し 、ワー ク・ライ フ・
バラ ンス社 会の実現 を図
りま す。
③ 契約 社員・パ ート
など 非正規 労働者の 待遇
改善 に重点 を置いて 取り
組む ととも に、とり わけ
労働 契約法 改正を踏 まえ
た正 社員と の均等・ 均衡
処遇 の取り 組みを強 化し
ます 。併せ て未組織 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。
賃上げ 要求の基 本的
な考 え方
① 各単 組は月例 賃金

(4)

(5)
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３ ＪＲ連合 の２０ １５
春季 生活闘争 方針に つい
て
ＪＲ 連合は 昨年６ 月の
定期大 会にお いて、 中期
労働政 策ビジ ョン（ ２０
１４～ ２０１ ８）を 決定
し、ＪＲ関係労働者にとっ
ての相 応しい 働き方 を明
確にし ました 。２０ １５
春季生 活闘争 は、新 たな
労働政 策ビジ ョンの もと
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② 賃金 引き上げ要 求
ＪＲ連 合とし て一丸 と
なって闘 う春季 生活闘 争
を構築す るため 、以下 の
通りの賃 金引き 上げ要 求
を行います 。
ア 定期昇 給制度 の
ある労組
定昇の 確保を 前提に 月
例賃金総 額の６ ，００ ０
円以上引 き上げ を目安 と
します。
そのう ち３， ０００ 円
を目安に 純ベア として 求
めます。
加えて 、３， ０００ 円
以上を目 安に制 度改善 分
として求め ます。
イ 定期昇 給制度 の
ない労組
定昇が ない場 合は、 月
例賃金総 額の１ ０，５ ０
０円以上 引き上 げを目 安
とします。
そのう ち４， ５００ 円
を定期昇 給相当 分、３ ，
０００円 を目安 に純ベ ア
として求めます。加えて、
３，００ ０円以 上を目 安
に制度改 善分と して求 め
ます。
※参考 第 回 グルー プ
労組賃 金実態 調査結 果
（２０１４ 年８月実施 ）
～ 歳の１ 歳・１ 年
間差額 ４ ，２３６円
グルー プ平均 賃金 ２
４４，７ ４０円 （ ． ４
歳、勤続８ ．７年）
③ 賃 金到達 目標水 準
の設定
ア 最 低到達水準
各都道 府県に 符合す る
「連合リビングウェイジ」
における 水準を クリア す
ることを目 指します。
20
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イ 分科会到 達水準
それ ぞれの 業種・ 業態
に応じ た第１ 四分位 （Ｑ
１）を 「必達 目標値 」と
して、 その速 やかな 到達
をめざ します 。Ｑ１ に到
達し た単組は 、中位 数
（Ｑ２ ）及び 第 四 分位
（Ｑ３ ）を「 参考値 」と
して、 上位へ の到達 を念
頭にお いて月 例賃金 の引
き上げ に取り 組むこ 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 要求に つい
て
総労 働時間 の短縮 、諸
制度改 善等総 合生活 改善
に向け て、Ｊ Ｒ各単 組と
同様の テーマ を掲げ て取
り組み ます。 なお、 要求
策定に あたっ ては、 各単
組の置 かれて いる実 態に
応じた目標を各々設定し、
実現を 図って いくこ とと
します 。
また 、非正 規労働 者の
均等・ 均衡待 遇の実 現に
向けた 取り組 みにつ いて
も、Ｊ Ｒ各単 組要求 で掲
載した 要求と 同内容 とし
ます。
要求・交 渉・回 答引
き出し の日程設定
① 要求提出
可能 な限り、 ２月 日
（金） に一斉 に要求 書の
提出を行うこととします。
② ヤマ場 と回答 指定
日
連合 の設定 する中 堅・
中小集 中回答 ゾーン （３
月 日 ～ 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。
なお、 妥結に ついて は、
原則年 度内、 可能な 限り
４月中 決着を 目指し て取
り組み ます。
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５ ＪＲ四国 労組の ２０
１５ 春季生活 闘争方 針に
ついて

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
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
Ｊ Ｒ四国 労組は、 ＪＲ
連合「中期労働政策ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
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。
２ ０１５ 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、 月例
賃金 総額６ ，０００ 円以
上の 引き上 げを求め 、そ
のう ち３， ０００円 につ
いて は純ベ アとして 要求
して いくことと します。
ま た、エ キスパー ト社
員及 び契約 社員の賃 金引
き上 げにつ いては、 賃金
カーブ維持相当分として、
時間 給額 円の引き 上げ
を目 安とし 、契約更 新時
期に 要求します 。
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 て取り組 んでき ました
が 、ＪＲ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
１ ９日
③
条協定における
時 間外労働 時間を 年間１
５ ０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 の次の 未解決
事 項を中心 に、２ ０１５
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 Ｂ単価、 Ｃ単価、
Ｆ 単価等の改 正について
② 扶養手 当の改善
③ 配偶者出 産・ボラ
ン ティア休 暇の有 給化や
多 様な休暇 制度の 新設に
つ いて
④ 育児及び 介護に関
わ る諸制度 の拡充 につい
て
⑤ 職務手当 等の改善
に ついて
⑥ ＳＡＳ治 療の対応
等 について
⑦ 準組合員 （エキス
パ ート社員 ）の多 様な勤
務 制度の新 設・拡 大につ
いて
⑧ 準組合員 （契約社
員 ）の生理 ・結婚 の有給
休 暇の新設に ついて
要求と回答引き出し
の 日程設定
① 要求提 出
２月 日（木） までに
要 求書を提 出する ことと
し ます。
② 山場と 回答指定日
連合の設 定する 先行組
合 回答ゾー ン（３ 月 日
～ ３月 日［最大 のヤマ
場 ３月 日］）、 中堅・
中 小集中回 答ゾー ン（３

月 日 ～３月 日）で の ９ ジェイ アール四 国バ
回答引き 出しに 向け取 り スの 労働条 件改善等 の取
り組みについて
組みます 。
６ 職 場環境 改善に つい
て
職場諸 問題の 解決及 び
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 、「明 るく働 き
がいのあ る職場 づくり 」
の観点か ら諸問 題の解 決
及び改善 に向け て取り 組
みの強化 を図ります 。
具体的 には、 支部・ 分
会を通じ て職場 諸問題 を
集約し、 職場環 境、福 利
厚生等の 問題点 につい て
精査し、 経営協 議会に 付
議するな ど解決 及び改 善
に向けて 取り組みま す。
７ 会 社施策 の対応 につ
いて
ＪＲ四国の経営状況は、
全国に先駆けた人口減少、
少子高齢 化やＬ ＣＣの 運
航拡充等 により 、厳し い
経営環境 が続く 事が想 定
されます 。
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。

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 業 計
画にお いて、 「お客 様か
ら信頼 され安 心して 選択
して頂 けるバ ス事業 者の
要件は 、安全 輸送と お客
様の目線に立った接客サー
ビスの 提供が 欠かせ ない
という 認識の もと、 全社
員がプ ロ意識 に徹し 、引
き続き 安全・ 安心運 転の
推進に 向け、 ハード ・ソ
フトの 両面か ら取り 組ん
でいく 」としてい ます。
ＪＲ 四国労 組も、 「安
全の確 保」は 輸送機 関の
最大の 使命で あり、 組合
員一人 ひとり が自ら の職
責を自 覚し、 悲惨な 事故
を起こ さない 起こさ せな
い強い 決意で 取り組 みの
強化を 図ると ともに 、安
全衛生 委員会 等を活 用し
労働災 害の撲 滅に向 け取
り組み ます。
２ ０１５春季生活闘
争の取 り組みにつ いて
２０ １５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。
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会におい て議論 し、要 求 「一企業一 組合」組織
すること とします。
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 ％を維持しています。
ＪＲ四国 労組の 最終目
的は 一
｢企業 一組合 で
｣あ
り 、その目 的達成 の為に
は 、私達が 主体性 を持っ
て 運動の展 開を図 らなけ
れば なりません 。
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 、「一
企 業一組合 」に向 けた運
動を 展開してき ました。
一方、国 労四国 におい
て は、昨年 ４月の 新入社
員 に対する 組合加 入行動
の ように組 織拡大 に向け
た 行動を行 ってい ます。
ま た、７月 に開催 した第
回全国大 会にお いて、
執 行部が「 闘いの 基調」
の 一部差し 替え、 「補強
提 案」との 位置づ けで修
正 提案した ことを めぐり
大 会は混乱 し、最 終的に
委 員長、書 記長等 が辞任
し 新しい役 員を選 出して
いま す。
なお、「 補強提 案」な
る ものは、 国労を 企業別
の 連合体と し、ナ ショナ
ル センター ・連合 への加
盟を図る趣旨のものであっ
た ことから 、今後 の国労
の 動向につ いては 注視し
てい くこととし ます。
こういっ た状況 を踏ま
え 、引き続 き良識 ある国
労 組合員に ついて は組織
拡 大の対象 とする ととも
に 、自らの 組織強 化にも
取 り組んで いくこ ととし
ます 。

２ 組織の 充実・ 強化の
取り組みについて
組合員に 対し、 あるべ
き 労働組合 像に基 づいた
組 織運営等 を継承 するた
め に、次の 具体的 取り組
みを 行います。
組織対策委員会の活

用
本部組 織対策委 員会を
適時開催 し、目的 達成に
向けた具 体的取り 組みを
検討する とともに 、あら
ゆる機会 を活用し 情報収
集・分析 ・検討を 重ね、
各級機関 での合意 形成を
図ります。
拡大分会長会議（春
闘討論集会 ）の開催
３月初 旬から中 旬を目
処に各県 協におい て開催
し、２０ １５春闘 をはじ
めとする 当面する 取り組
みについ て意思統 一を図
ります。
職場対話行動及び地
区集会の開 催
本部・ 支部・分 会の連
携強化に より、各 職場に
おける問 題点の把 握、さ
らには当 面する諸 課題に
ついて地 区集会等 で討論
を行い合 意形成に 努めま
す。

(2)

出向組合 員への対応
各支部 主催によ る出向
組合員対 話集会を より充
実したもの とします。
未加入者及びエキス
パート社 員、契約 社員の
組織化に 向けた取 り組み
について
未加入 者に対し てもき
め細やか な対応を 行い、
加入促進 を図るこ ととし
ます。
準組合 員対話集 会の充
実と、日 常的な世 話役活
動に重点 を置き、 契約社
員の組織 拡大に取 り組み
ます。
エキス パート組 合員の
拡大状況 にあわせ て、エ
キスパー ト組合員 対話集
会の開催を 検討します。
分会組織の活性化に
ついて
運動の 原点であ る分会
組織の活 性化及び 充実強
化に向け て、必要 により
学習会の 開催など 支援体
制の強化を 図ります。
新規採用者に対する
組織拡大 の取り組 み及び
歓迎会の開 催
新規採 用者の全 員加入

(3)

(4)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)
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８ 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 依然と して厳 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、 組
合員の強 い期待 感やそ の
努力に報 いるた めにも 、
会社の経 営実績 及びＪ Ｒ
他社や世 間相場 等の動 向
を見極め ながら 執行委 員

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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基本的な 考え方 につ
いて
ＪＲ 四国労 組の２ ０１
５春季生活闘争は、連合、
ＪＲ連合の方針を基本に、
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(4)
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に取り 組みます 。また 、
加入後 のフォロ ーアッ プ
体制を充実していきます。
また 、新規採 用者の 歓
迎会を ４月に開 催し、 配
属先と なる各支 部・分 会
におい ても新入 組合員 の
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 及
び歓迎会 を開催しま す。

３ 民 主化闘 争への 取り
組みについて
民主 化闘争の 最終目 標
は、革 マル派浸 透問題 を
解決す ることに よって Ｊ
Ｒ労働 運動の分 裂状況 に
終止符 を打ち、 真にＪ Ｒ
の健全 な発展に 資する Ｊ
Ｒ労働 運動の一 元化を 達
成する ことにあ るとい え
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 た組織 拡大運 動
「民主 化闘争の 完遂」 に
向けて ＪＲ連合 と連携 を
強化していきます。また、
新たに 結成され た「東 日
本ユニ オン」「 ＪＲＥ ユ
ニオン 」につい ては、 そ
の運動 や共闘の あり方 等
につい て見極め ていく こ
ととしま す。

４ Ｊ Ｒ四国 労組退 職者
連絡会 の充実 強化に つい
て
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。

青年女性会議 の育成・
強化について

青年 女性会議 独自の 学
習会等 の開催や 、基本 組
織であ る本部・ 支部・ 分
会の各 種活動に も積極 的
に参画 し、青年 女性会 議

交通重点 政策実 現に
向けた 取り組みに ついて
「中期労働政策ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
実践の 取り組み
ジェイア ール四 国バ
スにお ける課 題解決 につ
いて

につい て
２ 調査活動 の充実 強化
に向けて
激変 する社 会環境 の変
化に伴 い、労 働環境 も大
きく変 わる中 、幅広 く組
合員の 意見集 約を行 う調
査活動 の充実 ・強化 が求
められ ていま す。今 後も
実施が 予定さ れてい る、

保に向 け「四 国再発 見増
ボ ランティア活動の 取 ２ 共闘関係について
収キャ ンペー ン」に 取り
り組みについて
連合 ・交運労協
連合四 国ブロ ック・ 四 組むこ とを要請し ます。
国交運労 協の提 唱する 国
民運動等 の諸行 動に積 極 レクレーシ ョン・サー

青年女性 会議を 中心と
し た「鉄道 版交通 安全教
室」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。
また、新たなボランティ
ア 活動を検 討する など、
ＪＲ 連合賃 金実態調 査を 活 動の充実を 図ります。
はじ め、Ｊ Ｒ連合及 び連
合な どの実 施する各 種調 政 治・共闘の取り組 み
査に 積極的 に参加し 回収 について
率向上に努めるとともに、
ＪＲ 四国労 組運動に 反映 １ 政治関係について
させ ていきます 。
政治活動 について
ＪＲ四国 労組「 四国の
教育・ 広報活動の取り 鉄 道を考え る国会 議員連
組み に つ い て
絡 会」やＪ Ｒ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 携し、
総 合交通政 策の実 現や、
具 体的な課 題の解 決に向
け て政治活 動を展 開しま
す。
１ 教育活動について
Ｊ Ｒ四国 労組運動 をさ
らに 継承・ 発展させ てい
くた め、魅 力ある教 育活
動に取り組んでいきます。
なお 、今後 の主な取 り組
みに ついて は次のと おり
です 。

す。
ＪＲ四 国労組 独自共
済 制度「乗 務員共 済」の
加 入促進と 健全運 営に努
めま す。

的に参加 するこ とを通 じ クル活動について
全労済 「ＪＲ 四国労
て、ＪＲ 連合運 動を地 域
組 セット共 済」の 加入促
昨 年８月に 開催 した
に浸透さ せる取 り組み を
進に 努めます。
「サー クル協 議会運 営委
行います 。
ＪＲ連 合「Ｊ Ｒ私傷
員会」 で確認 された とお
ＪＲ連 合四国地協
病 共済」の 加入促 進に努
ＪＲ連 合四国 地協は 、 り、第 回ボ ウリン グ大 めま す。
連合四国 ブロッ ク及び 四 会を開 催する ととも に、
「長期 家族サ ポート
国交運労 協に対 し、Ｊ Ｒ 従来か らの県 協・支 部・ 共 済」の更 新に向 けて取
連合の窓 口とし てＪＲ 連 分会主 催行事 への補 助に り組 みます。
合運動へ の理解 や信頼 を ついても有効活用を図り、
「Ａ Ｎ
i ＥＸＴ アイ
高めるこ とに努めま す。 それぞ れの独 自性の ある
サーク ル活動 を支援 して ネ クスト」 （落合 総合保
ＪＲ四国グル ープ労
険 事務所か ら社名 変更）
いきま す。
働組合連 合会
のアフラック「がん保険」
グルー プ労組 組合員 の
福祉・共済 事業活動の の加 入促進に努 めます。
労働条件 改善と いう目 的
取り組みについて
組合員 の財産 形成を
達成に向 け、Ｊ Ｒ四国 連
図 るため、 各種財 形貯蓄
合がＪＲ 四国グ ループ 組
福祉 ・共済 事業活 動の の 加入促進 等、労 働金庫
合員全体 にとっ て、真 に
推進に 向けて 、以下 の項 運動 に取り組み ます。
その役割 を果た してい く
目に取 り組みます 。
ため、組 織活動 ・政策 活
新規採用 者の交 運共 国内外 労働者との連帯
動の両面 から、 今後の 活
済「総 合共済 」の全 員加 活動について
動を展開 します。
入に向けて取り組みます。
四国再発見の 取り組
国内外労働者との交流・
交運共済 「自賠 責共
みについ て
済」及び「マイカー共済」 連 帯を通じ 、広範 な知識
今年度 も、運 輸収入 確
の加入 促進に 取り組 みま の 習得と視 野を深 める観

第６回本部
執行委員会開催

13

の自由な 発想に 基づく 活 組織を 挙げて 取り組 んで
動の充実 を図り 、組織 の いくこ ととします 。
強化に向 けて「 明るく ・
ＪＲ四国 の経営 安定
楽しく・元気よく」ステッ 化に向 けた取 り組み につ
プアップ するこ とを目 指
い
て
します。
高速道路 料金施 策へ
の対応 について
男女平等参画推 進の取
鉄道の抜 本的高 速化
り組みについて
に向け た取り 組みに つい
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 決や目 標の達 成
に向け、引き続き議論し、
取り組んで いきます。

政策・調査活動 の取り
交通政策 基本法 の有
組みについて
効活用 に向け た取り 組み
１ 政 策課題 の解決に 向
けて
諸課題 の解決 や政策 の
実現に向 けて、 ＪＲ連 合
をはじめ 、ＪＲ 連合国 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、

第 １ 回 男 女 平 等参画推進
委員会開催

１月９日 （金）
時 分よ り本部１階
会議 室で「 第６ 回本
部執 行委員 会」 を開
催した。
経 過報告 と議 事に
ついては次のとおり

ユ ニ オ ン ス ク ー ル 開 催

本部 は 、 月 日 今 後 の 労 働 運 動 の 在
（土）本部１ 階会議 り方 について学び レ
室 に お い て 青 年 女 性 ベルアップを図った。
会議役員を対 象にし
たユニオンス クール
「レベルアッ プコー
ス」を総勢 名参加
のもと開催した。
四国各地より集まっ
た受講生は「 労働組
合の目的と機能」
「組合組織の 運営」
「国鉄からＪ Ｒへの
歴史」「ＪＲ 四国労
組の取り組み 」「政
策課題解決に 向けた
取り組み」等 につい
て本部の浅岡書記長、
眞鍋教育部長 の講義
に熱心に耳を 傾け、

点から、連合、交運労協、 組間交 流をはじ め、地 域
ＩＴＦ等 の主催す る諸活 社会活 動等に積 極的に 取
動及びＪ Ｒ連合の 主催す り組むこ ととします 。
る国際交 流、連帯 活動に
可能な限 り参加す るとと
もに、国 内におい ても単

・第 ２回男 女平 等参
て
・ グルー プ分 科会 Ｐ
画 推進委 員会 及び
⑥ユ ニオ ンス クール
Ｔ
第 １回本 部組 織対
「 ニュ ーリ ーダー
・ 自動車 連絡 会幹 事
策 委員会 、並 びに
コ ース 」の 開催に
会
次 期（第 ７回 ）執
ついて
・組織戦略会議
行 委員会 の開 催に
⑦ユ ニオ ンス クール
「 ステ ップ アップ
ついて
コ ース の開 催につ
いて
⑧ＪＲ四 国労組第
回 ボウ リン グ大会
の開催について
⑨当面するスケジュー
ルについて
⑩その他
・ＪＲ連 合第 回中
央委員会について
・各県協定期委員会・
春 闘討 論集 会の開
催日程について
・青女「冬季レクレー
ショ ン」 の開 催につ
いて

【議事】
① ＪＲ四 国労 組「 新
春セミ ナー ・新 春
交歓会 」の 開催 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
④ ＪＲ連 合四 国地 方
協議 会第 回 定期
委員会 の開 催に つ
いて
⑤レディースミーティ
ングの 開催 につ い
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各級機関の新任役員
を対象とした「ニューリー
ダー コース」
支部三役を対象とし
た「 ステッ プアップ コー
ス」

第 回統一自治体
選 挙の取り組 みについて
私たちの 制度政 策要求
を 実現させ るため の政治
活 動は、「 三島・ 貨物経
営 安定化」 に向け た支援
策 の取り組 み等で も明ら
か なように 大変重 要であ
り 、４月に 実施予 定の統
一自治体選挙については、
各 県協の推 薦候補 者当選
に 向け積極 的な活 動を展
開 します。

20

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

12

(1)

(2)

(3)

28

27

(1)

(2)

（青女）
・愛媛 支部 青女 定期
委員会
（財政）
・第３ 回組 織・ 財政
専門委員会
（男女）
・第１ 回男 女平 等参
画推進委員会
（事業）
・第１ 回犠 牲者 救済
委員会
（教育）
・ユニ オン スク ール
「レ ベル アッ プ」
コース
（共闘）
・四国 交運 労協 定期
総会
・ＪＲ 四国 グル ープ
労働 組合 連合 会定
期大会
（ＪＲ連合）
14

21

ＪＲ 四国労組 議員団
会 議との連 携強化 につい
て
現在、Ｊ Ｒ四国 労組議
員 団会議に 加盟す る会員
は ２名です 。今後 も連絡
体 制を密に し、政 策課題
の 解決に向 けて取 り組み
を 強化します 。

18

(4)

【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（部会）
・運 転部会 定期 委員
会
・工 務部会 定期 委員
会
・営 業部会 定期 委員
会

23

管理者組合員を対象
とし た「特 設コー ス」
（管 理者セミナ ー）
２ 広報活動について
「 ＪＲ四 国労組新 聞」
につ いては 、引き続 き、
各種 会議や 行事の内 容及
び各 級機関 の活動な ど、
組合 員と密 着した記 事に
重点 を置き 、親しみ やす
い紙面づくりを行います。
また、「ＪＲ四国労組ニュー
ス」や「自動車支部ニュー
ス」 もタイ ムリーで わか
りや すい内 容として 発行
しま す。

28

28

30

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

また 、近年増加傾
向にあ る女性組合員
に対す るアンケート
調査の 実施に向けて
意見交換を実施した。

13

(2)

(3)

21

１ 月 ９日 （ 金 ）
時 分 より 本 部 １ 階
会議室で「第１回男
女平等参画推進委員
会」を開催した。
委員会では、引き
続き「レディースミー
ティング」をはじめ
とする学習会等の場
を通じて、男女平等
参画推進についての
理解を深めていくと
ともに、各種制度改
善に向けて女性の立
場から継続して提言
を行っていくこと等
を確認した。
30

