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り大会宣言案が提起され、
承認の 後、Ｊ Ｒ四国 労組
の団結 と更な る躍進 を確
認する ため、 中濱執 行委
員長の「団結ガンバロー」
で 時に終了した。

来賓のみな さま

私たちは組織結成以来、
「一企業 一組合 」を目 指
し、組織 の拡大 に向け 取
り組んできた。その結果、
現在では 組織率 ．２ ％
となり、 自他共 に認め る
責任組合 として の地位 を
確立した 。先日 、組合 員
の年齢構 成を調 べてみ る
と、ＪＲ 採用の 組合員 が
％に 到達して いた。 他
の単組で は ％ を超え て
いる組織 もある と聞い て
いたが、 ＪＲ四 国労組 も
来年の定 期大会 では逆 転
している かもし れない 。
それだけ に次の 世代へ の
バトンタッチは急がれる。
次代の仲 間に「 結成の 理
念」や繰 り返し てはな ら
ない「対 立」を 伝え、 備
えること が重要 である 。
しかし、 その上 で次代 を
担う若者 には、 いつも 変
わること の重要 性を認 識
し、運動 を継続 してい た
だきたい と考え る。Ｊ Ｒ
四国労組 の運動 を継続 す
るために は「常 に未来 を
見つめ歩 む営み 」を忘 れ
てはいけ ない。 「過去 を
追い、未 来を語 らない 組

組織の強化・拡大
について

退職者連絡会
安全・ 安定・安心輸送 入れ、人 を育て 、職場 に
西山 實紀 会長
の確立について 「安全風 土」を 築いて い
株式会社アイネクスト
かなくてはならない。
落合 信行
労働組 合の役 割は、 現
専務取締役
場の声を 聞き、 現場の 組
徳島ターミナルビル
合員が考える「安全対策」
労働組合
について経営側と議論し、
樫本 光 之 書 記 長
悪いこと は悪い 、ダメ な
事はダメ と経営 陣には っ
きり伝え 、「安 全監視 」
祝電・メッセージ
に取り組 むと同 時に、 実
効性のあ るもの に変え て
いくことである。
鉄道事 業・バ ス事業 に
求められる「確実な安全」
を確保す るため 、職場 で
の安全作 業に関 わる不 具
合を見つ け出し 、如何 に
会社の安 全対策 に反映 さ
せるか、 支部、 分会、 部
会との連 携を密 にし、 取
り組みたいと考える。
【国会議員】
衆議院議員
小川 淳也
玉木 雄一郎
参議院議員
広田 一
【労働組合等】
ＪＲ北海道労働組合
ジェイアール
イーストユニオン
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
（敬称略）

中 濱執行 委員長
挨 拶（要 旨）

私たち輸 送事業 に従事
す る者にと って、 「安全
の 確保」は 最重要 課題で
あ り、尊い 命を預 かる重
大 な使命で ある。 職場の
最 前線にお いて、 何より
も 安全を最 優先す る「安
全 文化」を 醸成し なけれ
ば ならない 。それ がお客
様 の命を守 り、組 合員を
守 り、そし て職場 を守る
こ とに繋が る。そ のこと
は 全ての組 合員が 理解し
つ つも、日 々業務 を遂行
す る中で、 ミスす ること
な く実践す ること が難し
いことも理解している。
しかし、 命を守 るため
の 近道はな く、ル ールを
理 解し、遵 守しな ければ
ならない。
ＪＲへ移 行して から、
輸 送業務を スムー ズに完
遂 するため のシス テムが
機械化されたことにより、
確 かに事故 は減少 してき
た 。しかし 、その システ
ム の設計も 設備も そのメ
ン テナンス も、多 くはま
だ 「ひとの 手」を 必要と
する。操作する者は「人」
で ある。で すから システ
ム を導入す る場合 、なぜ
そ う取り扱 うのか 、なぜ
そ う対処す るのか 、シス
テ ムによる 事故防 止を理
解 する「ひ とへの 技術継
承」が極めて重要である。
不 具合が発 生した 時、な
ぜそうするのかを教えず、
考 えず、「 こうす れば良
い 」だけを 伝える と、そ
の 奥に潜む 原因を 発見す
る ことが出 来ず、 傷口が
大 きくなっ てしま うこと
が ある。変 だな、 不思議
だ なと思う 感情を 常にも
て ること、 事故が 発生し
た 時、柔軟 な対応 が出来
る こと、こ れらの 感情や
動 きは「人 」が持 つ素晴
ら しいシス テムで ある。
安 全の仕組 みを「 伝える
バ ランス」 をうま く取り
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も 時代は大 きく変 わろう
と している 。今後 、厳し
い 状況にな ろうと も、力
を 合わせ乗 り切り 、新た
な 教訓と知 恵を次 の世代
に 残してい こう」 と訴え
た。
経過、決算が承認された。
続いて、 平成 年度 運
動 方針案 及び予 算案が 提
起 され、 第１日 目を終 了
した。
第２日 目は、 午前９ 時
よ り議事が 再開さ れ、
名 の代議 員より 、運動 方
針 に肉付 けする 活発な 討
論 が行わ れた。 各担当 部
に よる答 弁の後 、浅岡 書
記 長より 総括答 弁が行 わ
れ 、運動 方針及 び予算 は
満場一致で承認された。
また、 役員改 選では 、
今 日まで ＪＲ四 国労組 運
動 を積極 的に牽 引して き
た 大谷副 委員長 、浅岡 書
記 長が退 任され 、中濱 執
行 委員長 を再任 すると と
も に、眞 鍋新書 記長を 選
出 し、新 たな役 員体制 の
下 、新年 度の運 動を力 強
くスタートした。その後、
弓 立青年 女性会 議議長 よ
27
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（順不同）
連合徳島
森本 佳広 会長
四国交運労協
長尾 伸夫 副議長
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
吉良 次雄
代表取締役社長
近藤 盛一
常務取締役総務部長
四国労働金庫
小川 俊 理事長
全国交運共済生協
四国事業本部
立川 幸一 本部長
全労済徳島県本部
川越 敏良 本部長
ＪＲ連合
松岡 裕次 会長
ＪＲ四国労組議員団
江渕 土佐生
事務局長

50

運動方針を満場一致で決定！

49

Ｊ Ｒ四国 労組は、 ７月 日・ 日 の両日、 徳島市 「ホテ ルクレメ ント徳 島」
にお いて、代 議員、 特 別 代 議 員 、 傍 聴 者 等 、 約 １ ７ ０ 名 の 参 加 の 下 、 第 回 定
期大会を盛大に開催した。大会スローガンとして「職場で 地域で 夢を語ろう！
次代 への挑戦 ！」を 掲げ、 ①安全・ 安定・ 安心輸 送の確 立②組 織の 強化・ 拡大
③労働環境の改善の取り組みを柱とした運動方針を満場一致で可決した。
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大会には 、連合 四国ブ
ロ ック を代 表し て 連合徳
島 森本会長 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
松 岡会長に 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
がなされた。
議事では、執行部より、
一 般経過報 告・決 算報告
が行われ、質疑応答に入っ
た 。初日は 、４名 の代議
員 から発言 があり 、執行
部 答弁の後 、満場 一致で

49
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大 会は、４ 月に亡 くな
られ た井浦執 行委員 に黙
祷を 捧げた後 、嶋田 副委
員長 の開会挨 拶で始 まっ
た。 まず、大 会準備 委員
長の 徳島支部 浦川委 員長
より 歓迎の挨 拶を受 けた
後、 石川資格 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。
そ の後 、議 長団 に は森
安代 議員（本 社支部 ）、
尾之上代議員（徳島支部）
を選出し議事に入った。
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 げた３ 本の
柱に ついて所 見を述 べる
とと もに、「 ＪＲ四 国労
組は結成 年目を迎えた。
この 間私たち を取り 巻く
政治 ・経済・ 社会情 勢は
大き く変化し 、そし て今
29

織」に 展望は ない。 運動
の主役 は紛れ もなく 組合
員であ り、そ の牽引 は組
織の半 数を占 める次 代の
若者で ある。 しっか り地
に足を つけ、 まずは 分会
での運 動を実 践し力 を蓄
えてい ただき たい。 それ
から、 民主化 の闘い は、
その主 戦場で ある東 の地
で組織 が二つ に分裂 する
など、 組合員 からそ の経
過と対 応につ いて分 かり
にくい との声 が聞か れる
が、Ｊ Ｒ連合 は民主 化闘
争を開 始した 時と考 え方
は全く ぶれて おらず 、Ｊ
Ｒ産業 に過激 派はい らな
いとの 考えの もとＪ Ｒ連
合執行部の運動を支持し、
支援したいと考える。

労働環境の改善
について

２０ １５春 期生活 闘争
も、厳 しい交 渉環境 の中
であっ たが、 賃金の 「底
上げ」 を図る ため、 ベア
にこだ わり交 渉を強 化し
た。結 果、定 期昇給 は確
保した ものの ベアの 獲得
には至 らなか った。 交渉
中、組 合員の 働く意 欲を
維持す るため 「人へ の投
資」の 必要性 を訴え てき
たが、 会社と の溝は 埋ま
らなか った。 しかし 、近
い将来 に向け 、初任 給を
改善し なけれ ば、新 たな
人材を 確保す ること も難
しくなるのではと考える。
労使交 渉を通 じて、 しっ
かり議 論をし たいと 考え
る。「職場対話行動」は、
各支部 の連絡 体制が うま
く機能 し、多 くの職 場の
組合員 ・準組 合員と 意見
交換が 出来た ことで 、例
年にな く多く の提言 ・質
問を集 約でき た。窓 口を
通じ、 出来る 限り改 善を
図りたいと考える。昨年、
駅の組 合員の 高齢化 に伴
う要員 不足や 技術継 承に
ついて 「まっ たなし 」に
なって いるこ とから 、会
社に改 善策を 申し入 れた

ところ、理解し、例えば、
管理業 務の委 託の可能 性
などに ついて 検討を進 め
ている との考 えが示さ れ
たので 、安全 確保と負 担
の軽減 につい て議論し 、
説明を受けたいと考える。
大量 退職時 代に入っ た
歳以 降の働 き方につ い
ては、 この間 、働く側 の
選択や 職種・ 労働条件 等
につい て取り 組んでき た
が、魅力ある制度とはなっ
ていな い。乗 務員など は
職場を 去る人 もあり、 少
し、遅かりし面はあるが、
何とか 年金満 額支給開 始
年齢ま で勤め られるよ う
取り組 みを強 化したい と
考える。
自動 車支部 は大会の 冒
頭で黙 祷をお 願いした と
おり、 分社化 以前より 長
きにわ たり、 その先頭 に
立って 支部を 牽引して い
ただい た井浦 委員長を 亡
くして しまっ た。委員 長
がいつ もおっ しゃって い
た、「 せめて 分社化以 降
の組合 員だけ でも」と の
回答を 、今春 闘で勝ち 取
る事が 出来た 。世代間 の
調整も 含め、 交渉委員 の
頑張り に敬意 を表する 。
残され た運転 手不足の 取
り組み や、改 善基準告 示
の見直 しなど 、魅力あ る
職場づ くりに 向けて、 Ｊ
Ｒ連合 とも連 携しなが ら
取り組む。
それ から、 工務職場 で
は、安 全対策 や運転保 安
設備の 老朽取 り替え等 に
よる設 備投資 により、 業
務量が 大きく 増え、要 員
不足も 平行し て厳しい 状
況にあ る。ま ずは安全 作
業を第 一義に 、工務部 会
の答申 にある 業務体制 や
エリア の見直 しを図る よ
う訴え ていく 。さらに 、
検修職 場にお ける外注 先
との業 務移管 や技術継 承
などに ついて は、部会 で
の議論 を踏ま え、具体 的
な問題 点から 改善に向 け
取り組む。
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そ れから、 来年の 夏、
第 回参議院 選挙が 実施
され る。そ の闘い に、
「Ｊ Ｒ連合国 会議員 懇」
であ り、「四 国の鉄 道を
考え る国会議 員連絡 会」
の広 田一参議 院議員 が高
知県 選挙区よ り出馬 する
予定 である。 広田参 議院
議員 には、議 員懇・ 連絡
会の活動はもちろんの事、
四国 高速鉄道 へのご 理解
やＪ Ｒ会社法 改正法 案の
審議における、三島特例・
税制 特例の取 り扱い 等の
「付 帯決議」 にご尽 力を
いただいた。我々の制度・
政策 課題の実 現には 政治
の力 は欠かせ ない。 よっ
て、 来年夏の 参議院 選挙
にお いて、広 田一参 議院
議員 を最重点 候補に 推薦
し、 高知県協 を中心 に必
勝に 向けた闘 いを展 開す
る。 高知県協 組合員 の奮
闘をお願いする。
最 後に、Ｊ Ｒは発 足し
て 年目を迎 えた。 日本
の大 動脈と言 われる 新幹
線は 、この春 、北陸 に延
長さ れ、来年 春には 北海
道に も延伸さ れる。 国の
重要 なインフ ラは四 国を
のぞ いて、ほ ぼ全国 で繋
がる 。四国で は「四 国の
高速 化検討準 備会」 が新
幹線 が建設さ れた場 合の
概算 事業費や Ｂ／Ｃ 、四
国へ の経済波 及効果 など
を試 算し、そ の必要 性と
重要 性を訴え ている 。私
たち も、四国 の公共 交通
とし て、まず は、安 全第
一に 、地域の 人に愛 され
必要 とされる バス・ 鉄道
であることを認識しつつ、
若者 が住んで みたい と思
う四 国、魅力 ある利 便性
の高 い四国の 交通網 を目
指し 、職場で 、地域 で、
夢を 語ろう！ ではあ りま
せん か。そし て、今 年も
また 、力を合 わせて 乗り
切っ て、新た な教訓 と知
恵を次の世代に残しましょ
う。

質疑討 論（要旨）
代議員
（徳島支部）

合員 の収入 確保への 取り
組み 、そし て何より 日々
の安 全・安 定輸送へ の取
り組みを訴え続けてきた。
この ような 状況下に おい
て昨 年より 増回答を 引き
出せ たのは 、会社は それ
らを 精一杯 評価した 結果
であると判断し妥結に至っ
た。
手 荷物検 査など、 安全
に関 する取 り組み指 針等
は、 安全推 進室が担 当す
ると 思われ る。巡回 の強
化以 外に具 体的な取 り組
みは 聞いて いないが 、異
常時 訓練な ど順次、 展開
していくと思われる。

前田特別執行委員

向井

特別代議員
（ 工務部会）

先 日、Ｊ Ｒ東日本 ユニ
オン はＪＲ 連合に対 して
一旦 、脱退 届を提出 した
うえ で、Ｊ Ｒ労組と 合同
での 再加盟 申請を提 出し
てき た。Ｊ Ｒ連合と して
は、 その取 扱いにつ いて
協議中である。
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員 として は、１ ．９ヶ 月
に 近い数 字を期 待して い
た 。妥結 に至っ た最終 的
な 決め手 を教え ていた だ
きたい。

代議員
（愛媛支部）

手当の み支給 する、 とい
う回答であった。
第二 基本給 の改善 ・撤
廃につ いては 、何年 も前
から求 めてい る。会 社の
体力に よって 違いも ある
が、本 部とし ては撤 廃が
一番望 ましい と考え る。
改善に ついて も今後 求め
ていきたいと考えている。
要員の確保については、
乗務員 のみな らず全 職場
の方が 望んで いるこ とで
あり、 会社に 対して は引
き続き 、適正 な要員 の確
保は求 めてい きたい 。乗
務員の 勤務時 間の短 縮に
ついて は、現 状、限 られ
た人員 ・列車 運行体 系か
らする と、現 在の勤 務時
間を短 縮する のは、 会社
の体力 も勘案 し、難 しい
と考えている。
歳以降の 基本給 支給
率の改 善につ いては 、こ
れまでの 交渉に よって
％まで 引き上 げた経 緯が
ある。 本部と しても これ
で満足 するの ではな く、
今後も 引き続 き求め てい
きたいと考えている。
夏季 手当に ついて は、
最終黒 字を確 保した とは
いえ、 過去最 低の鉄 道運
輸収入 であり 下がり 続け
ている 。また 、営業 損失
も１０ ０億円 を超え た状
況の中 、基金 運用益 や株
価の上 昇によ る営業 外利
益で黒 字を確 保して いる
のが実 態であ る。交 渉で
は、当 初会社 は「下 げ」
の考え を持っ ていた 。し
かし、 組合は この間 の組

支援措置 の追加 につい
て 、工務系 職場で は今ま
で 以上に工 事量が 増加す
る のではな いかと 危惧し
て いる。現 在の工 事量で
も 保全にか ける時 間を犠
牲 にし、工 事設計 、監督
を 行ってお り、無 理な工
程 で工事を 行うと 、事故
を 起こすリ スクも 大きく
な るため、 単純に 工事量
を 増やすの は現実 的に無
理 がある。 工事に 負担の
か からない 方法で 活用す
る 、工事を 増やす のであ
れ ば、工事 発注方 法を簡
素 化する、 外注責 任施工
範 囲の拡大 等を行 い、少
な い人数で も施工 できる
体 制を作る べきだ と考え
る。

嶋田副委員長

代議員
（香川支部）

追加支援 につい ては、
人 工が必要 となら ないよ
う な使い方 をする よう会
社 に訴えて いる。 会社も
組 合の考え を理解 してお
り 、労使と も同じ 考えで
ある。

石野

今年の４ 月に行 われた
県 議会選挙 におい て山本
悟史県議の推薦を決定し、
本 部・支部 ・分会 の協力
も あり、当 選とい う結果
を 出すこと ができ た。ま
た 、山本県 議にＪ Ｒ四国
労 組議員団 に加入 してい
た だいた。 この間 の組合
員 の尽力に お礼申 し上げ
る。
ＪＲ四国 は平成 年ま
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津野

６月 日、東 海道新 幹
線 の車内 に可燃 物を持 ち
込 み火災 が発生 し、２ 名
の 方が亡 くなる 事故が 発
生 した。 このよ うな事 故
を 防止す るにあ たって 、
会 社は、 どのよ うな安 全
対 策をす るのか 。列車 火
災 事故に 対する 乗務員 の
訓 練や手 荷物検 査など 、
分 かって いる範 囲で教 え
ていただきたい。
東日本 の情勢 につい て
教えていただきたい。

嶋田副委員長
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西口

衛生管理 者手当 につい
て 、職務手 当と併 給でき
な いため、 車掌に は手当
が 支給され ている が、運
転 士にも手 当が支 給され
るよう改善を要請する。
第二基本給については、
退 職金を抑 制する 制度で
あ り、ＪＲ 採用に とって
は 退職金に 相当な 影響が
生 じる。夢 ややる 気の持
て る制度と なるよ う廃止
をしていただきたい。
徳島運転 所では 、重い
病気を患う者が毎年いる。
乗 務員への 負担は 増えて
お り、ＪＲ 世代も 疲労は
蓄 積されて いる。 適切な
要 員の確保 につい て今後
も 取り上げ ていた だきた
い 。また併 せて、 乗務員
の 乗務時間 短縮も 実現し
ていただきたい。
歳から の基本 給減額
に ついて、 同じ仕 事をし
て いるにも 関わら ず、基
本賃金が減額されている。
モ チベーシ ョン確 保のた
め にも、早 期改善 を要請
する。

代議員
夏季手当 が昨年 より増
額と なったが 、平成 年
度 決算や夏 季手当 回目
の 交渉ニュ ースで の会社
側 とのやり 取りの ように
ベ アを我慢 してい る組合

代議員
（愛媛支部）

で５年間 にわた り、安 全
投資と車 両や線 路など の
修繕に合 わせて ９６０ 億
円を投資 する計 画を策 定
している 。必要 な資金 を
確保する ため国 に支援 を
求めてい た、と あり追 加
支援がも らえた 。この 支
援策につ いては 、安全 ・
安定輸送 を最優 先課題 と
し、取り 組んで いかな く
てはなら ないと 考える 。
また、新 車購入 につい て
は、ＪＲ 北海道 の大量 発
注により 四国の 受注が で
きかねな い状況 だと聞 い
ている。 支援策 の５年 間
という期 間を延 長され る
ことも考 えてい ただき た
い。
５月３ 日讃岐 相生駅 ・
阿波大宮 駅間の レール 上
に毛虫が 大量発 生した こ
とにより 空転し 、普通 列
車が運休 する事 象が発 生
した。今 回は「 登り切 れ
ず」での運休であったが、
下り列車 であれ ば「停 ま
り切れず 」とな り大き な
事故が起 こる可 能性を 秘
めている 。こう 配線区 ・
危険箇所 を把握 し、関 係
箇所と協 力し的 確な対 処
を行っていただきたい。
現在の ＪＲ四 国の列 車
本数を維持するためには、
エキスパ ート社 員の雇 用
は必然だと理解している。
エキスパ ート社 員は０ ．
８掛けの 勤務形 態の方 も
おり、ま た超過 勤務が で
きないた め、現 役社員 へ
の負担が 大きく なると 考
える。現 場への 計画的 な
要員需給をお願いする。

正岡

代議員
（愛媛支部）

範囲な 担当エ リアに 伴う
移動時 間の長 さや夜 間作
業帰り の交通 事故の リス
クの高 さを感 じてい る。
このよ うな問 題点を 昨年
末に工 務部会 で精査 し、
答申書 を会社 へ提出 して
いる。 本部も 経営協 議会
等で議 論して いると 思う
が、現 在の進 捗状況 や今
後の電 気職場 がどう なっ
ていく のかを 教えて いた
だきたい。
近年 、補助 金や支 援策
等で工 事量が 増加し てい
るが、 工事量 の増加 に伴
う人員 の確保 ができ てい
ないの が現状 である 。中
途採用 や逆出 向で補 う動
きは見 受けら れるが 、退
職によ り人員 が減少 する
のが現 実であ る。人 員が
減少す るので あれば 補充
するな ど、き ちんと した
方向性 を出し た対策 をし
ていただきたい。

西山

平成 年に電 気職場 の
効率化が 行われ 丸７年 が
経過した 。この 間、改 善
点につい て提起 してき た
が体制の 見直し に至っ て
いないの が現状 である 。
特に工事 グルー プのあ り
育児 休職か ら復帰 する
方は、今 の体制 の大き な
問題点と なって いる。 広 場合、 乗務員 は不規 則勤
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青木
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衛生管 理者手 当と職 務
（愛媛支部）
手 当の併 給につ いては 、
過 去にも 会社に 考え方 を
確 認した 。会社 は従来 通
り 、職務 手当を 支払わ れ
て いる者 には技 能手当 は
併 給せず 、高い 方の職 務
2
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関を 新たに設 置する こと
が有効だと考える。現在、
四国 新幹線を 整備す るこ
とに ついて、 関係機 関へ
の働 きかけ及 び協力 を求
める など進め ている 中、
四国 新幹線の 実現、 その
後の 維持管理 が必須 であ
るこ とからも 早期に 体制
を構 築し、ノ ウハウ を蓄
積す ることが 必要だ と考
える。

嶋田副委員長

動を継 承・牽 引して いく
人材を育成するためにも、
重要で あると 議論さ れて
きた。 現在ど のよう な議
論が行 われて いるの か、
また専 従指定 される ので
あれば 、どの ような スケ
ジュー ル間で 行われ るの
か教えていただきたい。

髙島

得が 第一だ と思うが 、そ で あると考 える。 複線区
れが 無理な のであれ ば、 間 で運転さ れてい るワン
ＪＲ 採用者 の基本給 表を マ ン列車は 、早急 に廃止
新た に設け 、その基 本給 するべきである。
表だ けのベ アを実施 する
こと を検討 していた だき
嶋田副委員長
たい。
エキスパ ート社 員の手
当 の係数は 、過去 の交渉
に よるもの である 。概ね
川﨑 特別代議員
（運転部会） ３ ００万円 ルール という
の もあり、 超えて しまう
と 国からの 公的年 金が減
少することから現状に至っ
て いる。エ キスパ ート社
員 が減少し 、列車 を間引
く 事態にな らない よう先
手 先手で対 策を講 じるべ
きである。
過去の交 渉内容 をひも
と いてみる と、資 格手当
が 職務手当 に相当 すると
考 えている 、との 会社の
回 答を受け ている 。しか
し 、実態と 合致し ている
か どうか、 また今 後の要
求 等につい ても併 せて勉
強させていただきたい。
過去に速 度発電 機の落
下 が高徳線 で発生 し、今
年 、土讃線 で発生 した。
高 徳線で発 生した 際に、
経 営協議会 で申し 入れ、
速 度発電機 の円盤 を金属
製 から樹脂 製に交 換する
対 策を講じ た。部 品は十
分 届いてい るが、 それを
交 換できる 技術を 持った
方 が１人し かいな いとい
う ことで、 作業が 間に合
わ ず、今回 落下し た部品
は 、改良前 の金属 製であ
る と聞いて いる。 業務体
制 の問題も 含めて 、改善
を求めている。
初任給の 改善に ついて
は 、本部と しても 改善す
べきであると考えており、
引き続き訴えていきたい。
Ｊ Ｒ採用者 のみの 基本給
表 の改善は 、世代 間で格
差 が生じる ため考 えてい
ない。
本部とし ては、 ハード
面 での安全 対策が 整備さ
れ るまでは 複線区 間での
ワ ンマン運 転は廃 止すべ
き であると 訴えて いる。
安 全面では 問題な いとい
出 発信号 機のＡＴ Ｓ直
特別代議員
（本社支部） 下が 動作し て非常停 止し
た場 合、出 発信号機 の外
方に 停車し 、信号機 の進
行を 指示す る信号の 現示
が確 認でき る場合は 、指
令の 指示に より運転 を継
続し ても構 わない、 とい
う掲 示があ った。停 止位
置が 外方・ 内方に関 わら
ず、 これま で運転士 は、
出発 信号機 のＡＴＳ 直下
によ り非常 停止した 場合
は、 地上子 の故障か 車上
子等 の故障 かを確認 する
ため 、退行 して再確 認す
ると 教育を 受けてき た。
現場 の運転 士は混乱 して
いる 。誤出 発ＡＴＳ が動
作し た場合 の取扱の よう
に執 務要領 等に明記 して
いただきたい。
現 在、複 線区間に おい
てワ ンマン 列車を運 行し
てい るが、 単線区間 にお
いて 、ホー ムと反対 側の
ドア を開け る事象が 発生
して いる。 ドアセン サー
を試験中と聞いているが、
試験が終わりドアセンサー
が確 実に動 作するこ とを
確認 し、反 対側のド アが
開か ないこ とが実証 され
てか ら運用 するのが 順序
大企 業では 、景気 が上
向きベ アも実 施され てお
り、有 効求人 倍率も 上昇
してい る。こ のよう な状
況の中 、優秀 な人材 を確
保する のが難 しくな って
きてい ると考 える。 就職
活動の応募要件の中には、
初任給 がある 。当社 の初
任給が 、ＪＲ 四国を 選択
しても らえる 金額か どう
かの検 証が必 要だと 考え
るが、 選択し てもら えな
い金額 という ことで あれ
ば、優 秀な人 材を確 保す
るためにも、初任給のアッ
プをするべきだと考える。
そのた めには 、ベア の獲

う会社と は平行 線では あ
るが、引 き続き 申し入 れ
ていく。
出発信 号機の ＡＴＳ 直
下が動作 した場 合は、 信
号機の外方だけではなく、
ＡＴＳ直 下地上 子の外 方
まで退行 するの が運転 士
の基本で ある。 今回の 取
扱につい ては、 多くの 運
転士から 疑問の 声が本 部
にもあげ られ安 全推進 室
との意見交換も行った。
その中で 、出発 信号機 の
ＡＴＳ直 下が動 作した 場
合でも、 その停 止した 場
所から信 号機の 進行を 指
示する信 号の現 示が確 認
できれば 良いと いう考 え
方や、出 発信号 機を踏 み
込んで停車した場合でも、
退行は信 号機の 現示が 確
認できる 位置ま での退 行
で良いと いう考 え方が 示
された。 本来な ら、Ａ Ｔ
Ｓ直下の 地上子 の外方 ま
で退行し 、再度 ＡＴＳ を
動作させ ること によっ て
故障の有 無を判 断する も
のだと認 識して いる。 し
かし、Ａ ＴＳ直 下地上 子
の外方ま で退行 しなく て
良いので あれば 、その 旨
を規程に 明記す べきで あ
るし、運 転関係 指導集 及
び乗務員 執務要 領も改 定
していく べきで あると 申
し入れて いる。 誤出発 Ａ
ＴＳが動 作した 場合の 取
扱のよう にきち んと明 記
すべきで あり、 現場の 運
転士が混乱しないような、
安全最優 先の取 扱規程 と
するよう 訴えて おり、 か
つ早急に 対応す るよう 申
し入れている。

大谷副委員長

青女議 長の専 従化に つ
いては、 運動の 継承と 人
材の育成という観点から、
組織財政 専門委 員会で １
年かけて 議論し てきた 。
財政面に おいて は、数 年
程度は可 能であ るとい う
結論に至 った。 規約の 関
係におい ても、 青女の 定
期委員会 で改正 すれば 可

能であ るとい うこと で、
スケジ ュール として は、
月 の定期委 員会に おい
て規約 改正を 行い、 その
内容を 踏まえて 、 月か
ら青女 議長が 専従に なっ
ていただく。

浅岡書記長

エキ スパー ト組合 員の
脱退に ついて は、様 々な
要因が あると 考える 。日
頃の分 会活動 のキメ 細や
かさや 仲間意 識など 、分
会での 世話役 活動の 強化
をお願いする。
歳からの 選挙権 が来
年の参 議院選 から適 用と
なった が、選 挙や支 援策
の重要 性は、 分会に おい
て日頃のコミュニケーショ
ンの中 で教育 しても らう
のが、 一番の 近道だ と考
える。 選挙制 度の改 正や
選挙の 取り組 み等の 周知
は本部 で行う が、若 手組
合員へ の協力 要請や 教育
は分会でお願いする。
国労 四国に ついて は、
四国全 体で決 めたこ とを
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代議員

代議員
（香川支部）

願 いたい。 計画的 な要員
需 給は、常 々申し 入れて
お り、会社 からも 適正な
要 員は考え ていく と回答
は得ている。各区所によっ
て エキスパ ート社 員は増
加 し、要員 需給が 悪化す
る のであれ ば、そ れに見
合 った列車 体系に しなけ
れ ばならな いと考 えてい
る。
工事グル ープの エリア
の 関係は、 工務部 会や職
場 諸問題等 で見直 しが必
要 であると 組合員 から聞
い ている。 高松電 気区に
お いては、 月１ 日から
エ リアの見 直しを すると
聞 いている 。松山 地区に
お いては、 大洲駐 在を廃
止 した関係 でエリ アが広
範 囲になっ ている ため、
元 大洲駐在 を整備 して中
間 拠点とし 、効率 的なエ
リ アの移動 を今後 行って
い くと回答 を得て いる。
し かし、こ れで全 て改善
できるとは思っていない。
今 後、問題 点があ れば提
起していただきたい。
育児休職 から復 帰後の
職 場につい ては、 乗務員
職 場及び駅 だけで なく、
工 務職場や 検修職 場等の
日 勤職場を 含めて 整備す
るよう会社に求めている。
本四備讃 線の関 係は、
提 案をいた だいた 専門機
関 の整備を 本部と しても
真 摯に受け 止め、 早急に
申し入れていきたい。

岡本
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特別代議員
（徳島支部）

員 には各 手当、 及び賞 与
に 係数が 付いて いる。 係
数 が付い た理由 は理解 で
き るが、 それに よりモ チ
ベ ーショ ンが低 下して い
る のが現 実だと 受け止 め
て いる。 これか らエキ ス
パ ート社 員が増 加する と
思 われる が、残 ってい た
だ いた方 が一斉 に辞め 、
要 員不足 により 列車を 間
引 くとい う事態 になら な
い よう、 手当関 係の改 善
を お願い する。 また、 エ
キ スパー ト社員 には、 職
務 手当が 支給さ れてい な
い ため、 新設を お願い す
る。
歳を過ぎてエキスパー
ト になっ た組合 員が脱 退
し ていく 話を聞 く。エ キ
ス パート になっ ても組 合
に残っていただくために、
今 後どの ような 取り組 み
を 強化し ていく のか教 え
ていただきたい。
公職選 挙法の 改正に よ
り 、選挙権 が 歳に引 き
下 げられ 、さっ そく来 年
の 参議院 選挙か ら適用 さ
れ る。こ れによ り、若 手
組 合員や 新入組 合員へ の
教 育が急 務にな ると考 え
る 。参議 院選挙 の推薦 候
補 者全員 当選に 向けて 、
教 育活動 を強化 してい た
だきたい。
国労愛 媛は、 まだオ ブ
加 盟して いると 聞いた 。
今 現在の 国労の 状況と 、
国 労に対 しての 取り組 み
方を教えていただきたい。
四国新 幹線の 実現に 向
け て、全 国的に 機運を 高
め るよう な取り 組みを 要
請する。

笹岡
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青女議 長の専 従化に つ
い て、こ こ数年 の定期 大
会 や本部 委員会 におい て
発 言して きたが 、昨年 か
ら 青女議 長が組 織財政 専
門 委員会 に参加 し、発 言
す る場を 設けて いただ い
て いる。 青女各 級機関 に
現在、エ キスパ ート社 お いて、 ＪＲ四 国労組 運

10

務のた め子供 がいると 続
けるの が難し い。専用 の
日勤行 路を作 るなど、 今
後も育 児と両 立できる よ
うな勤 務の検 討をお願 い
する。 また、 親元から 離
れた勤 務地の 場合、両 親
に頼れ ないた め、子供 に
なにか あった 時には、 す
ぐに仕 事を抜 ける体制 を
とって もらえ るようお 願
いする。

山本
山 本県議の みなら ず、
（香川支部）
市議 会議員に おいて も全
員当 選させて いただ き、
香川 県協の皆 さんに お礼
申し上げる。
追 加支援に ついて は、
従前 の支援策 の上乗 せと
いう 認識であ る。国 土交
通省 四国運輸 局への 要請
行動 の中で、 支援は あり
がた いが、そ の支援 金を
使う 人工がい ない、 また
新車 購入をす るにし ても
北海 道の大量 発注に より
受注 してもら えない のが
現状 であるた め、使 用期
限を 延長する よう訴 えて
いる。
以 前、土讃 線で滑 走に
より 場内信号 機を行 き過
ぎた 事象が発 生した 。こ
の時 は、レー ルの削 り方
を変 更した対 策を講 じた
と聞 いている 。毛虫 対策
につ いては、 要注意 箇所
は把 握できて いるの で、
何ら かの対策 をする よう
会社に求めていきたい。
今 後も、エ キスパ ート
社員 に残って いただ きた
いと 考えてい るので あれ
ば、 多様な働 き方の 整備
を早 急に構築 すべき と従
前より求めてきた。特に、
動力 車乗務員 の専用 行路
新設 やロング ラン行 路の
乗り 継ぎ行路 への変 更な
ど、 今後も引 き続き 求め
てい く。超過 勤務に つい
ては 、短日数 勤務を 選択
した エキスパ ート社 員の
方も 臨時勤務 は可能 であ
る。 要員需給 の関係 で発
生す るという ことは 承知

道路 法に関 する省令 告
示に伴 い道路 橋の定期 点
検が義 務付け られた。 こ
の点検 は跨線 橋もその 対
象であ り、線 路内から の
点検が 必要と なる場合 が
ある。 この場 合は、道 路
管理者 との協 議のうえ 、
線路閉 鎖工事 及び保安 停
電など が必要 となり一 般
的な線 路・電 路管理業 務
以外の 新たな 業務が増 加
する。 瀬戸大 橋につい て
は、協 議と準 備に時間 を
要し本 年度か らスター ト
した。 本四道 路橋につ い
ては、 今回の 省令改正 に
伴い、 本四備 讃線にお け
る管理 業務が 大幅に増 加
することが明らかである。
さらに 現在行 われてい る
耐震補 強工事 も増加す る
見込み である 。このま ま
業務量 の増加 ・煩雑化 が
進むと 安全を 確保でき な
くなり 、事故 を起こし か
ねない と考え る。本四 備
讃線に 関する ことを専 門
とした 本社機 関と現業 機
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愛媛だ けが守 れていな い
状況を 見ても 、組織と し
て統一 が図れ ていない の
は明ら かであ る。中央 を
含めて 何らか の変化が あ
る場合 は、情 勢分析を し
て対応する。

嶋田副委員長
働き方改革については、
労働局 から要 請があ った
ものだ と考え る。フ レッ
クスタ イムの 導入は 過去
から求 めてお り、働 き方
改革も 否定す るもの でな
いと考える。
業務 量に見 合った 要員
の確保 とその 配置や 、適
正な勤 務時間 管理に つい
ても、 引き続 き会社 と議
論していきたい。

浅岡書記長

代議員
（本社支部）

ていきたいと考えている。
契 約社員 の育児休 職を
３年 とする ことにつ いて
は、 今後法 律・制度 の改
正を 見極め ながら対 応し
ていきたい。

三好

特別代議員
（愛媛支部）

今 年３月 に北陸新 幹線
が開 業し、 来春には 北海
道新 幹線の 開業も控 えて
いる 。７月 ７日から は世
界高 速鉄道 会議が新 幹線
発祥 の地、 日本で開 催さ
れた 。この ように日 本・
世界 で高速 鉄道が注 目さ
れて いる今 こそ、四 国の
新幹 線計画 の実現に 向け
た大 きな一 歩を踏み 出す
チャ ンスだ と考える 。収
入の 柱なく して経営 安定
は不 可能で ある。本 部と
して も国会 議員・地 方議
員と 協力し 、中断し てい
る国 費によ る新幹線 調査
の再 開など 具体的な 目標
を持 って取 り組むよ う要
請する。
エ キスパ ート組合 員の
脱退 がある 中で、組 合に
残っ ていた だくため にも
組合 の魅力 を伝えて いく
必要があると考えている。
本部 の考え を教えて いた
だきたい。

新田

扶 養手当 は第２子 まで
は月 額５千 ５百円、 第３
子以降は４千５百円となっ
てい る。子 供１人に かか
る費 用は変 わらない にも

代議員
（徳島支部）

関 わらず減 額とな ってい
る ため、子 育てを 行いや
すい環境を作るためにも、
第 ３子以降 も月額 ５千５
百 円に増額 するよ う要望
する。

岩水

近年、パ ワフル 活動と
は 別に確認 会話事 例集の
作 成やリス クアセ スメン
ト の取り組 みを行 ってい
る 。安全の 確保と いう面
で は重要で あると 考える
が 、資料作 成など 、かな
り の時間を 要して いる。
安 全の取り 組みに は理解
で きるが、 現場社 員の負
担 が大きく なるた め、パ
ワ フル活動 を現行 年２回
か ら年１回 にする よう検
討していただきたい。
輸送指令 員手当 のこれ
ま での取り 組みに 感謝申
し 上げる。 引き続 きの取
り組みを要請する。
平成 年度の効 率化施
策 について 、職場 対話行
動 での聞き 取り・ 対応に
感謝申し上げる。会社は、

業務量を 精査し たうえ で してお り、国 の次世 代育
効率化を 行った として い 成支援 推進法 に鑑み て、
るが、徳 島地区 では、 精 引き続 き改善 するよ う求
査したか 疑うよ うな駅 が めていきたい。
実際にあった。
リス クアセ スメン トの
取り組 みを行 うこと で現
場社員 は非常 に忙し く、
横田 特別代議員
（工務部会） 混乱し ている と聞い てい
る。リスクアセスメント、
ヒヤリハット、パワフル、
提案と 多くの 取り組 みが
あり、 期間的 に優先 順位
をつけ るなど して、 取り
組み内 容を精 査すべ きで
はないかと要請している。
徳島 管内の 駅での 業務
量と勤 務時間 の疑義 の問
題は、 所管す る現場 長が
対応をすると聞いている。
問題が 解決し ていな いよ
うなら連絡いただきたい。
安保 法制関 係につ いて
部会答 申につ いて、 保 は、連 合・Ｊ Ｒ連合 の考
線業務に おいて は、ほ ぼ え方を 踏襲し 行動に 参加
１００％ の回答 を得て い していこうと考えている。
ることに感謝申し上げる。
瀬戸大 橋の利 用料に つ
浅岡書記長
いては、 本体の 利用料 と
組合 の魅力 がどれ だけ
して新幹 線未稼 働分を 含 伝わるかジレンマがある。
めた設計 荷重に より道 路 各種共 済に加 入でき る等
％、 鉄道 ％となっ て あるが 、労働 条件が 華々
いる。瀬 戸大橋 も老朽 化 しく改 善され ない現 状の
が進み値 上げが 囁かれ て 中、そ こを埋 めるた めに
いる。使 用して いない 新 も魅力 ある分 会組織 にし
幹線未稼 働分を 含めた 利 ていた だきた いと考 えて
用料を負 担して いるこ と いる。 本部も 組織率 や組
に疑問を 感じる 。なお か 織人員が交渉する時のバッ
つ、受託 工事に よりＪ Ｒ クボー ンとな るため 、協
四国の社 員の負 担が増 え 力を要請したい。
ているた め、早 急に見 直
ロン グレー ルの答 申に
しをしていただきたい。 ついて は、会 社から １０
安保法 制につ いて、 世 ０％の 回答を 得てい る。
論の盛り 上がり には欠 け 電気関 係につ いては 、回
ていると 感じる が、今 の 答が答 申書か ら若干 乖離
子供に大 きな影 響を及 ぼ はある が、問 題点が ある
す法案だ と考え ている 。 ことは 認識し ていた だい
万が一の 時はテ ロの標 的 ている 。高松 電気区 管内
にされる と思う ので、 連 であれ ば、保 守エリ アの
合等の取 り組み には積 極 見直し 、松山 電気区 管内
的に参加 してい くべき だ であれ ば、エ リアが 広範
と考える 。単組 だけで な 囲に及 ぶため 夜間作 業明
く、連合 と連携 して取 り けの自 動車の 運転の 危険
組んでい きたい と考え て 性もあ ること から、 旧大
いる。
洲駐在 を拠点 にする 、工
事グル ープで あれば 、工
事測量 の集中 化を行 うな
嶋田副委員長
扶養手 当の第 子の 格 ど、答 申を意 識した 内容
差は本部 として も意識 を を検討 してい ると聞 いて
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の労働条件改善について、
これ まで以上 に大き な前
進が あったこ とに、 感謝
申し上 げる。特 に 歳到
達後 の年令給 ・職能 給の
係数 の撤廃は 、青年 女性
組合 員にとっ てイン パク
トの ある前進 であり 、将
来へ の不安の 低減や モチ
ベーション向上に繋がる。
ジ ェイアー ル四国 バス
の社 長挨拶の 中で「 自動
車支 部の組合 費が割 高で
ある 。」とあ ったが 、改
めて 組合費の 算出方 法を
教えていただきたい。

井村

代議員
（高知支部）

恐らく 増 減の 案で
いくだ ろうと 思うが 、自
民党内 でも足 並みが 揃っ
ていな い状況 である と報
道され ている 。民主 党の
県連がどう対応するかは、
民主党 も連合 も含め て対
応して いきた い。本 部と
しては 、現職 の広田 氏が
公認候 補にな るのが 常識
である と考え ており 、高
知県協 と徳島 県協が 情報
交換を しなが ら、広 田氏
の当選 に向け て最大 限の
取り組 みを進 めるの が基
本であると考えている。
10
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昨年 の大会 で女性 に対
するア ンケー ト調査 を実
施する という 方針を 提起
し、今 年の１ 月に実 施し
た。そ の中で 、今後 必要
と思う 制度と して要 望が
多かっ たのは 、結婚 出産
後も安 心して 働ける 職種
の確保 ・拡大 や育児 等に
より一 旦退職 した後 の再
雇用制 度であ った。 その
後の交 渉等に よって 、や
むを得 ない理 由によ り退
職した 場合の 再雇用 制度
が新設された。引き続き、
女性の みなら ず、男 性も
働きや すい職 場環境 の改
善に取り組んでいきたい。
男性 の育児 休職の 取得
も必要 と考え ており 、昨
年の総 合労働 協約の 改訂
交渉か ら、短 期間の 育児
休職を 取得し た方に 対し
ては所 定号俸 の昇給 を求
めてお り、引 き続き 求め
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現在 、入社 ５年目ま で
を対象 にした フレッシ ュ
マンコ ースに おいても 、
政治活 動の重 要性は取 り
組んで いる。 この内容 を
更に充 実させ 、教育活 動
に取り 組んで いきたい と
考える 。また 、他のコ ー
スにお いても 、政治活 動
の重要性については、しっ
かり取 り組ん でいきた い
と考える。
ＪＲ 連合が 交通重点 政
策を取りまとめているが、
来年度 の交通 重点政策 に
は、四 国の鉄 道高速化 を
入れて もらえ るように 取
り組む。

堺原 特別代議員
（自動車支部）

代議員
（本社支部）

雇 用制度 が新設 された 。
ま た本社 女性ト イレの 増
設 、女性 組合員 へのア ン
ケ ート調 査等、 この間 の
取 り組み に感謝 申し上 げ
る 。しか し、全 ての社 員
が 一生涯 働ける 環境に す
る ために は、ま だ十分 で
は ないと 考える 。本社 の
女 性トイ レの洋 式化や 増
設 及び更 衣室の 増設、 乗
務 員休憩 室の増 設、規 程
類 のタブ レット 化によ る
乗 務員鞄 の軽量 化など 女
社 ・家族に とって 有用な 性 組合員 の実態 に即し た
取 り組みだ と思う が、現 設 備等の 整備を お願い す
在 の自己申 告のみ による る ととも に、男 性用の 乗
勤 務時間の 管理で は、実 泊 所も老 朽化が 進んで い
態 の把握が 難しく 、十分 る ため改 善を要 請する 。
な 効果は期 待でき ないの ま た、育 児休職 期間も 昇
で はないか と考え る。場 給 の計算 に含む ことや フ
合 によって は、サ ービス レ ックス タイム 制度の 導
残 業や休日 出勤を 助長す 入 等、出 産・育 児に対 す
る のではな いかと 心配し る 制度改 善を求 めてい た
て いる。そ こで、 タイム だ きたい 。女性 の契約 社
カ ードやＩ Ｃカー ド、パ 員 につい ても、 育児休 職
ソ コンの稼 働時間 の管理 期 間を 年にす るなど 、
等 により勤 務時間 を客観 女 性が多 い職場 の育児 休
的 な記録で 管理す る必要 職 を取得 するこ とので き
が あると考 える。 また、 や すい適 正な要 員の確 保
将 来的には フレッ クスタ を求めていただきたい。
イ ム制度の 導入も 検討し
ていただくよう要請する。 大谷副委員長
ジェイ アール 四国バ ス
の 労働条 件の緩 和につ い
橘 特別代議員
（徳島支部） て は、自 動車支 部委員 長
を はじめ 、交渉 の場で 会
社 と真剣 に議論 した結 果
だ と考え る。自 動車支 部
の 皆さん に感謝 申し上 げ
る 。これ に満足 するこ と
な く前進 してい かなく て
は ならな いが、 責任組 合
と して厳 しい経 営環境 を
認 識し、 前向き に検討 し
ていきたいと考える。
組合費 は、ジ ェイア ー
ル 四国も ジェイ アール 四
国 バスも 算出基 準は同 じ
で あり、 バスの 組合員 が
高いということではない。
算 出基準 につい ては、 定
期 大会資 料を確 認して い
た だきた い。会 社によ っ
て 違いが あるわ けでは な
く 、人に よって 違いが あ
る のでご 理解い ただき た
い。
今までに 女性乗 務員の
増 加や乗泊 所の拡 大など
設 備や制度 の改善 、出産
に 関わる保 存休暇 の適用
範 囲の拡大 の制度 改善が
行 われてき た。ま た４月
か らは、育 児等を 理由に
退 職した社 員に対 する再
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来 年の参議 院選は 広田
一氏 を最重点 候補と して
取り 組むとし ている が、
増 減 に伴い、 高知と
徳島 が合区と なるこ とに
合意したとニュースであっ
た。 民主党徳 島県連 がど
のよ うに対応 するの か、
また 本部とし てどの よう
に対 応してい くのか 。高
知支 部として は、広 田氏
の当 選に向け て県協 が一
丸と なって取 り組ん でい
く。

南

10

先 日「働き 方改革 の取
り組 みについ て」と いう
文書 が出た。 長時間 労働
の抑制や年休の取得促進、
本社 において はノー 残業
デー の徹底や 早朝勤 務の
推奨などが書かれている。
ジェ イアー ル四国バ ス 上手 くいけば 、本人 ・会

3

10

3

いる。 今後、 現場の実 態
にそぐ わない 部分があ れ
ば、各 級会議 ・部会等 を
活用し て本部 に提起し て
いただきたい。

代議員
（香川支部）

期間 が短いた め、教 える
側も 、教えら れる側 も不
安が あると聞 いてい る。
十分 な教育期 間を必 要と
する ため、見 習い期 間の
延長をお願いする。
国 労は、今 年も新 採の
組織 拡大とし て日新 寮前
にお いて勧誘 行動を 行っ
てい た。我々 も青女 組合
員を 中心に分 会世話 役活
動や 、ユニオ ンスク ール
「フレッシュマンコース」
を活 用しなが ら、若 手組
合員とのコミュニケーショ
ンを しっかり と取り 、組
織拡 大をしな ければ なら
ない と考えて いる。 また
分会 段階での 学習会 の開
催も 含め本部 の後押 しも
お願 いする。 また、 若手
組合 員の中に は組織 問題
を知 らない組 合員も 多く
いる 。組織の 強化、 若手
組合 員に向け た分か りや
すい 学習会の 開催を する
よう要請する。

中間

代議員
（自動車支部）

本 社社員は 朝勤務 開始前
に 業務を行 い、実 態を伴
う 場合は超 勤手当 を支給
す るとあっ たが、 朝・夜
に 関わらず 超勤で あり長
時 間勤務の 抑制に は繋が
らないと考える。

木谷

代議員
（高知支部）

社長挨 拶でも、バスは
年 間労働時 間が長 いと話
が あったよ うに、 その観
点 から年間 休日を 本体同
様 の１０７ 日への 休日増
加 に向けて 、交渉 の強化
をお願いしたい。
また、扶 養手当 が基準
内 賃金に含 まれる よう改
善をお願いしたい。

河野

契約社員 車掌は 、地元
の 者を採用 し地元 の運転
区 所に配属 して車 掌に従
事 させるた め、寮 の利用
や 住宅補給 金等、 他の契
約 社員と同 様、考 えてい
な いという ことで 理解し
働 き方改革 につい て、 て いる。し かし、 ほとん

ど の者が 県外出 身で、 特
に高知運転所においては、
こ れまで 年間 で 名 の
配 属があ ったが 、全員 が
県 外出身 であり 、 名 は
四国島外の出身であった。
ま た、そ のうち 名は 家
賃 負担等 が大き いため 、
生 活が困 難にな ったこ と
に より退 職して いる。 本
来 の目的 を考え た場合 、
こ の施策 を成功 させる 必
要があると考える。また、
成 功させ るため には多 少
の 経費負 担は仕 方ない の
で はない かと考 える。 住
宅 補給金 の支給 が難し い
の であれ ば、せ めて寮 の
使 用を許 可して もらえ る
よう働きかけを要請する。

西岡

2

3

2

特別代議員
（関連部会）

2

ホテル やショ ッピン グ
セ ンター 等の施 設にお い
て も鉄道 やＪＲ グルー プ
を 活用し ている お客様 は
多 数いら っしゃ るため 、
列 車の運 行状況 が分か る
情 報発信 装置の 設置を お
願いしたい。
グルー プ労組 の中で 、
女 性間同 士のい じめに よ
り 、退職 や休職 に追い 込
ま れた事 象が発 生した と
聞 いてい る。本 部とし て
も グルー プ労組 の役員 に
対 する教 育を行 うよう 要
請する。
東日本 ユニオ ンとイ ー
ス トユニ オンの どちら が
Ｊ Ｒ四国 労組の 考えに 近
い のか、 本部の 考えを 教
えていただきたい。

代議員
（愛媛支部）

民主 党は、 昨年国 会で
幹事長 に対す る革マ ルか
らの献 金問題 が議論 にな
り、先 日も議 事を妨 害す
るため に暴力 的な国 会戦
術を行 い、そ れを党 代表
が容認 するよ うな発 言を
してい た。四 国では 私た
ちのた めに頑 張って いた
だいて いる民 主党の 議員
もいる 。同じ 政党で あり
ながら 、考え 方が違 う組
織とな ってい る。Ｊ Ｒ四
国労組 として も民主 党に
対して 是々非 々の対 応を
しない と、個 人は応 援で
きても 政党は 応援で きな
いとい うスタ ンスに 立つ
のではないかと考える。

福岡

追加 支援に ついて 、新
聞報道 による と、元 々の
計画を 見直し ての追 加支
援とな った訳 である が、
内訳は 特急車 両の延 命、
軌道の 強化、 駅施設 等の
耐震化、車両の修繕、レー
ルやマクラギの交換となっ
ていた 。松山 運転所 には
特急車 両のほ かに多 くの
一般気 動車が 所属し てお
り、最 近は老 朽化に 伴う
故障も 多発し ている 。一
般車両 の新車 を松山 地区
に導入 できる よう支 援策
の活用 法につ いて会 社へ
申し入れていただきたい。
現在 、乗務 員の職 務手
当は動 力車乗 務員の 職に
ある者 と一括 されて いる
が、技 能別に 新設す るべ
きだと考える。

吉岡

曽川

田中

所 は先頭車 両の最 前列、
代議員
（香川支部） 運転席のすぐ後ろである。
当 社では、 ワンマ ン列車
が 多数運行 されて おり、
そ のほとん どの車 両は運
転席がむき出しで、チェー
ン やロープ などで 仕切ら
れている簡単な構造となっ
て いるため 、運転 席に容
易 に侵入す ること が可能
で ある。お 客様の 安全は
も ちろんの こと、 乗務員
の 安全確保 のため 、運転
席 に仕切り ドアや 防犯カ
メ ラの設置 をする よう要
請する。
坂出駅で の１２ １系ワ
ン マン列車 の折り 返し時
間 は現行７ 分とな ってい
る 。確認す ると 両ワン
マ ン列車の 標準折 り返し
時分が 分とのことであっ
た 。しかし 、１２ １系は
後 部車両が 回送車 両であ
り 、７分で の折り 返しは
困 難である 。折り 返し時
分の改善を要請する。

特別代議員
（運転部会）

平成 年 に三島特 例・
承継 特例が 期限切れ とな
るが 、引き 続き恒久 化に
向け て取り 組むよう 要請
する。
今 春闘に おいてＢ 単価
を引 き上げ ていただ いた
こと に感謝 申し上げ る。
今後 もＣ単 価、Ｆ単 価、
その 他賃金 の向上に 向け
ての 取り組 みを要請 する
と同 時に、 エキスパ ート
社員 におい ても、Ｂ 単価
につ いては 同条件と なる
よう取り組みを要請する。
夏 季手当 について 、過
去最 低の鉄 道運輸収 入で
あり ながら 、昨年を 上回
る結 果とな ったこと は感
謝す る。し かし、過 去最
高益 であり 、また春 闘に
おい てベア を獲得で きな
かっ た状況 である。 今後
も取 り組み の強化を 要請
する。
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1

特別代議員
（営業部会）

7

夏季手当 につい て、当
社の経営状況が厳しい中、
昨 年より上 回る回 答を引
き 出したこ とに感 謝申し
上 げる。年 末手当 につい
て も、引き 続き粘 り強い
交 渉で取り 組むよ う要請
する。
現在、ワ ープで 勤務す
る 契約社員 の勤務 種別は
日 勤２種で あるが 、完全
週 休２日が 望まし いこと
東 海道新 幹線車内 の火 か ら、日勤 １種と なるよ
災に ついて 、発生し た箇 う改善を要請する。

代議員
（香川支部）

徳島運 転所の 車掌科 は
慢性的な要員不足であり、
７月現在で予備１名となっ
ている。 早急に 改善し て
いただくよう要請する。
エキス パート 社員の 運
転士は、 通常勤 務と時 間
短縮勤務 が選択 でき、 ま
た将来的 にも働 きやす い
行路の作 成を検 討して い
ると聞いている。しかし、
エキスパ ート社 員の車 掌
について は、既 存行路 の
乗務のみ となっ ている た
め、専用 行路の 作成を し
ていただくよう要請する。

大西

見習い 運転士 の現場 で
の営業列 車を使 用して の
訓練につ いて、 最初の 数
時間は回 送列車 やシミ ュ
レータを 使用し て訓練 す
るべきで あると 考える 。
小さなミ スも全 て事故 に
あがるた め、乗 務員に な
る方の大 きな負 担とな っ
ており、 そのよ うなリ ス
クを軽減 させる ために 教
導を辞退 する方 もいる と
聞いている。
高松・ 多度津間 の 駅
にＩＣカ ードが 導入さ れ
ているが 、導入 以降Ｉ Ｃ
カード非 対応駅 での旅 客
対応によ り、列 車が遅 延
する傾向が見受けられる。
特にワン マン列 車にお い
ては、２ 分～６ 分程度 の
列車遅延が発生しており、
他列車に も影響 を及ぼ し
ている。 駅の掲 示物や 車
内アナウ ンスに より周 知

13

眞鍋執行委員

代議員
（香川支部）

ＪＲ 四国労 組のスタ ン
スとし ては、 四国に高 速
鉄道は 必要で あると考 え
ている 。会社 も四国の 鉄
道高速 化連絡 会と連携 し
て、地 元の機 運の醸成 に
取り組 んでい ただいて お
り、大 幅な時 間短縮効 果
も期待 でき、 外国人観 光
客及び 日本人 観光客の 増
加に繋 がり、 四国の経 済
発展に寄与することから、
四国新 幹線の 導入に向 け
て取り 組んで いきたい と
考えている。具体的には、
ユニオ ンスク ールの中 で
政策課 題とし て、新幹 線
導入効果を周知している。
また、 政治の 力も必要 だ
と考え ている ため、Ｊ Ｒ
四国労 組とし ては玉木 議
員に国 会の場 で発言し て
いただ くよう 取り組ん で
いきたい。報告になるが、
ＪＲ会社法の改正に伴い、
参議院 の国土 交通委員 長
である 広田議 員にＪＲ 四
国及び ＪＲ北 海道の経 営
安定化 に向け て鉄道の 高
速化や 税制関 係の付帯 決
議をしていただいた。
本四 利用料 は未稼働 部
分の支 払いを 免除する よ
う、四 国交運 労協から 国
交省に 要請し ている。 国
は切り 分けが 難しいと の
ことで あるが 、引き続 き
要請したいと考えている。

藤原

20

乗務 員の乗 り継ぎの あ
る観音 寺駅・ 多度津駅 等
にはＴＩＤの設置がなく、
異常時 等に運 行状況が 把
握でき ないた め、ＴＩ Ｄ
の設置をお願いする。
現在、 車掌見 習いは
日間ほ ど見習 い期間が あ
るが、 実質乗 務するの は
日間 ほどで ある。乗 務
14

されて いるの にも関 わら
ず、３ ヵ月の間 に 名の
お客様 がＩＣ カード 非対
応駅で 降車さ れてい る。
ＩＣカ ード利 用区間 の拡
大を強く要望する。

代議員
（香川支部）

ＴＩ Ｄの設 置につ いて
は引き 続き求 め続け てい
きたい と考え る。ま た、
お客様 の利便 性向上 のた
め関連 施設や ショッ ピン
グセンター等にも設置を、
と貴重 な意見 もいた だい
た。あ わせて 要求し てい
きたいと考える。
車掌 の見習 い期間 の延
長は、 各区所 によっ て乗
務する 車種の 数など アン

嶋田副委員長

高松 車掌区 では、 客室
乗務員 や他区 所に助 勤を
出して いるた め、慢 性的
な要員不足となっている。
適正な 要員の 配置を して
いただくよう要請する。
現在 １両で 運転し てい
るツーマン列車について、
お客様 の乗車 が多い 列車
は２両 編成で 運転す るよ
う改善を要請する。
契約 社員車 掌から 運転
士に登 用され 社員と なっ
た場合 、給与 面等ど のよ
うな処 遇にな るか不 安が
あると 聞いて いる。 年令
保障給 等はあ るのか 、ま
た辞め る場合 には違 約金
等が発生するのか、分かっ
ていれ ば教え ていた だき
たい。

安藤
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バランスがあると考える。
ぜひ業 研で提 案してい た
だきたい。
働き 方改革 が、「絵 に
描いた 餅」と ならない よ
う会社 に対し て訴えて い
きたいと考えている。
契約 社員車 掌は、本 人
の希望 により その勤務 地
に就い ており 、特定の 契
約社員 だけが 福利厚生 施
設を使 用する のは整合 性
が取れ ないた め難しい と
考える 。また 、本人の 意
見や実 態も教 えていた だ
きたい。
追加 支援は 車両や軌 陸
車など の保守 用車、ま た
老朽建 物の更 新等に活 用
すべきと訴えている。
技能 別の職 務手当に つ
いては 、考え 方を勉強 さ
せていただきたい。
単価 の引き 上げにつ い
ては、 更なる 改善が図 ら
れるよ う取り 組んでい き
たいと考えている。なお、
今回は 組合員 のみの改 善
となっ たが、 総合労働 協
約改訂 交渉で は、準組 合
員も併 せて求 めていき た
いと考えている。
ベア の獲得 は難しい 状
況では あるが 、春闘の 取
り組み の強化 は図って い
きたいと考えている。
ワン マン列 車の折り 返
し時間 につい て、現行 ７
分で行 ってい るのであ れ
ば、大 丈夫と 判断され る
ため、 遅延が 発生した 場
合は、 きちん と運転成 績
報告書 に記載 していた だ
きたい。
ワー プの契 約社員の 勤
務種別 につい て、恒常 的
に超勤 が発生 する実態 が
あり、 １日の 勤務時間 を
長くし なけれ ばならな い
実態が あるの であれば 、
個別的 に調べ ていただ き
たい。
車内 防犯カ メラ等の 設
置につ いては 、運転部 会
等で意 見集約 ・精査の う
え本部 に提案 をしてい た
今 の経営状 況や長 期的な
人件費等も考慮しながら、
責 任組合と して今 後も自
動車支部が中心となって、
何 を求めて 勝ち取 ってい
く か、とい う議論 をして
いただきたい。
契約社員 車掌か ら運転
士 となった 場合の 賃金等
に ついては 、まだ 会社か
ら 示されて いない 。示さ
れ たら周知 したい と考え
ている。

プ 労組連 絡会等 を活用 し
て議論していきたい。
三島・ 承継特 例につ い
て は、来 年期限 切れに な
る ことか ら、各 議会に お
け る意見 書採択 や署名 活
動 等、総 掛かり の取り 組
みをしたい考えている。

浅 岡 書 記 長
総括答弁（要 旨）

らず、時 短や制 度改善 全
般を含め て、で きると こ
ろから実 を結ぶ ばせる な
ど、総合 生活改 善の立 場
から取り 組むこ とが基 本
になると考えている。
私たち は、ま ずは定 期
昇給の確 保を絶 対条件 と
して、「 ２０１ ６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。

各支部定期大会開催日程

高知支部

８月 日（金） 時
高知市 高知城ホール

愛媛支部

９月３日（木） 蒔
松山市 東京第一ホテル

本社支部

９月４日（金） 時 分
高松市 高松東急ＲＥＩ

香川支部

９月５日（土） 時
ホテルサンルート瀬戸大橋

徳島支部

９月７日（月） 時
ホテルクレメント徳島

自動車支部

９月 日（火） 蒔
ホテルサンルート瀬戸大橋

おりである。

第 １回 本 部 執 行 委 員 会 開 催

風 が吹く中 での取 り組み
と なったが 、結果 は残念
な がらベア 獲得に は至ら
な かった。 総合生 活改善
闘 争として 取り組 み定昇
確 保で決着 したが 、非常
に 残念な結 果と言 わざる
を 得ない。 春闘の あり方
に ついて、 ２０１ ４春闘
か らの安倍 内閣の 関与な
ど から春闘 見直し 論など
の論評も出されているが、
私 は、同じ 時期に 労働者
が 一丸とな って賃 上げに
取 り組むこ とによ り世間
相 場が生ま れ、グ ループ
企 業で働く 仲間を 含め相
乗 効果が期 待でき る。こ
の ことが春 闘の特 徴だと
思 うし、継 続すべ きだと
思っている
ＪＲ四国 労組が 取り組
む ２０１６ 年春闘 につい
て は、連合 、ＪＲ 連合方
針 を基本に 取り組 むが、
四 国内の地 場企業 の低迷
は 全国ベー スより も一層
深 刻な現実 と併せ て、Ｌ
Ｃ Ｃなどが 影響す る経営
状 況からも 、厳し い状況
も 想定され 、覚悟 して臨
ま なければ ならな いと考
え ている。 賃上げ のみな

30

開催について
⑦ 平成 年 度部 会三役
会議の開催について
⑧その他
・予備費の支出に
ついて
・次期（第２回）
執 行委 員 会の 開催
について
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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、
会社の 安全へ の取り 組み
が現場 の実態 を踏ま え実
効性の あるも のとな って
いるのか組合の持つチェッ
ク機能 を発揮 しなが ら取
り組みを強化してきた。
しか し残念 ながら 、今
回で３ 度目と なる速 度発
電機落 下事故 など、 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 と認
識し、 安全は ＪＲ四 国の
企業風土と言えるように、
組合は安全についてチェッ
ク機能を強化すると共に、
問題提起は組合から発し、
安全対 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 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。
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浅岡書記長

２日間 にわた り、延 べ
名の 代議員・ 特別代 議
員 の方か ら、貴 重なご 意
見 をいた だいた ことに お
礼を申し上げる。
本日い ただい 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、ス ローガ ン
に あるよ うに、 次代に 挑
戦 するた めに、 どのよ う
に 運動を 継承し ていく の
か を意識 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。
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【議事】
①専 従の 指定 及 び任 務
分担について
②平成 年度 各種委 員
会等名簿について
③年 間ス ケジ ュ ール に
ついて
④第 １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 ル
協 議会 運営 委 員会 の
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組織の強化・拡大の
取り組みについて

長の 専従化 について も決
断を した。 様々な組 織運
営を 通じて 継承を図 って
いこうと考えている。
国 労本部 の動向だ が、
昨年 の定期 全国大会 で、
現行 の全国 単一対か らエ
リア 連合体 への移行 、連
合加 盟への 模索等を 柱と
する 「国労 組織の展 望と
運動 の展開 」なる方 針を
委員 長、書 記長らの 辞任
と引 き替え に強行採 決し
た。 しかし ながら、 １年
が経 過した 現時点で も具
体的 な議論 がなされ てお
らず 、その 混乱は継 続さ
れている。
ま た、国 労四国に おい
ては 、昨年 に続く新 入社
員組 合加入 行動や各 級機
関会 議での 方向性を 分析
する と、昨 年と同様 の運
動ス タンス に立って いる
と考えている。
国 労四国 は責任組 合で
ない ため、 組合員の 悩み
や不 満に対 して、無 責任
な言 動でつ けいろう とす
る。 私たち は、責任 組合
とし て、し っかりと そし
てき め細や かに組合 員の
悩み や不満 の解消に 取り
組もうではありませんか。
今 後とも 、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、私 たち
が主 体性を 持って『 一企
業一 組合』 という目 標達

第１ 回本 部執 行 委員
成に 向けて 、ＪＲ四 国に
会は 、７ 月 日（ 土）
働く 仲間を 総結集し て、
「自 由にし て民主的 な労 定期 大会 終了後 時
働運 動」を 最大限に 発揮 分 より ホテ ルク レ メン
でき る体制 を確立す るこ ト徳島で開催された。
冒頭、中濱委員長は、
とが 今後の ポイント だと
考え ている 。ぜひ、 職場 「第 回定期 大会 は
段階 におい ても自ら の運 名 の代 議員 から 方 針を
動に対する理解度を深め、 補 強す る発 言が あ り、
運動 を活性 化し、自 信と ３本の柱が確認された。
確信 を持っ て行動す るこ 各 支部 も、 今後 、 方針
に 沿っ て具 体的 に 取り
とについて要請する。
組 んで ほし い」 と 要請
労働環境の改善に
し、議事に入った。
ついて
なお 、今 回の 執 行委
員 会で の議 事は 次 のと
今年の２０ １５年春季
生活 闘争に ついては 追い
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だきたい。
要 員確保の 問題は 、ほ
とん どの職場 におい て共
通の 課題であ ると認 識し
てお り、特に 車掌の 要員
不足 について は、客 室乗
務員 への助勤 が根底 にあ
ると 考える。 それが 原因
であ るのであ れば、 客室
乗務 員の制度 を見直 すよ
う訴えていきたい。
シ ミュレー タ等に より
事前 準備をす ること は、
非常 に良い意 見であ る。
ぜひ 現場でも 提案し てい
ただきたい。
会 社は、現 時点で はＩ
Ｃカ ードの利 用区間 の拡
大は 考えてい ないと 聞い
てい る。列車 遅延が 発生
した 場合は、 運転成 績報
告書 に記載し ていた だき
たい 。それに より、 列車
遅延 の発生状 況が判 明す
る。
車 両運用の 関係は 、個
別具 体的に安 全事故 防止
の諸 問題にて 提出し てい
る。 今後も引 き続き 、諸
問題 としてあ げてい ただ
きた い。本部 として も対
応し ていきた いと考 えて
いる。
これまで は、Ｊ Ｒ四国
労 組も青女 組合員 を中心
に 研修セン ター前 で新採
加入行動を行っていたが、
今 年は趣を 変えて 何も行
わ なかった 。来年 は、教
育 担当と相 談しな がら、
対 応を検討 したい と考え
ている。
組織問題 につい ての学
習会は、毎年行っている。
今 年は高松 運転所 分会か
ら も依頼が あり、 学習会
を 行った。 今後、 希望す
る 支部・分 会があ れば本
部 も対応し たいと 考えて
いる。
革マル疑 惑が払 拭され
て いないＪ Ｒ労組 と統一
した東日本ユニオンより、
そ れを善し としな いで東
日 本ユニオ ンから 脱退し
た イースト ユニオ ンの方
が 、ＪＲ四 国労組 の運動
に近いと考える。
民主党に ついて は是々
非 々で対応 したい と考え
て いる。今 現在の 四国出
身 の民主党 国会議 員の先
生 は個人的 にもす ばらし
い 方であり 、ＪＲ 四国労
組 運動にも 理解を いただ
いている。

本定期大会の方針（案）
を見て 、気が ついた 組合
員もい ると思 うが、 方針
の中で 国労に ついて 触れ
ていない。
国労 に対す る組織 方針
につい ては、 昨年と 変更
がない ことか ら、来 年に
は組織 の過半 数を超 える
であろ うＪＲ 採用組 合員
に組織 強化の 重要性 を優
先した結果である。
そう 遠くな い時期 に、
「 安全・安定・安心 輸
ＪＲ四 国労組 の執行 体制
送の確立」について
は、Ｊ Ｒ採用 組合員 が運
営して いくこ とは、 誰も
が疑わ ない事 柄だと 思う
し、青年女性会議の育成・
強化の ために も、青 女議
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
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眞鍋執行委員
組織関 係の教育につい
て は、本部 として も引き
続 き取り組 んでい きたい
と考えている。
グループ 労組役 員への
教 育は、Ｊ Ｒ四国 グルー

11

大谷副委員長
ジ ェイアー ル四国 バス
の年 間労働時 間の短 縮及
び年 間休日の 増につ いて
は、 春闘をは じめ総 合労
働協 約改訂交 渉にお いて
求めている。会社からは、
今の 経営体力 では出 来な
いと 聞いてい るが、 本部
とし ては出来 ないか ら諦
める のではな く、引 き続
き求 めていき たいと 考え
ている。
扶 養手当の 関係に つい
ては、十分理解出来るが、
過去 に基準内 賃金に 含む
ので あれば、 賞与の 支給
月数 を減らす と言わ れた
経緯 がある。 本部と して
は、 手当では なく基 本賃
金部 分の改善 を求め てい
きた いと考え ている が、
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