エキスパート・
準組合員の賃金引き上げについては
月給適用者は賃金カーブ維持相当分
時給適用者は時間給額 円の引き上げを目安に要求
40

２０１６春闘方針

中濱執行委員長
挨拶（要旨）

20

世 界経済 は、米 国の追
加利 上げや 中国景 気の下
振れ に伴う 株価の 下落に
加え て、ヨ ーロッ パ諸国
にお けるテ ロによ る景気
への 影響が 懸念さ れるな
ど不 安定な 状況に ある。
国 内では 、人件 費を抑
制す るため 非正規 雇用へ
の置 き換え が進行 したこ
とで 、内需 の縮小 ・日本
経済 全体の 収縮が 起こり
始め 、賃金 が上が らない
中、 税や社 会保障 の負担
に加 え物価 のみ上 昇する
とい うこと になれ ば、働
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く 若者 を結 婚や 子 育て が
困 難な状況 に追 いやり 、
日 本の将来 その ものを 危
うくしてしまう。
正規・非 正規 、組織 ・
未 組織、企 業の 枠を越 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 会的 相 場を 形
成 し、社会 全体 に波及 効
果 を高める 運動 を繰り 広
げなければならない。
一方、日 本の 人口減 少
は 、加速度 的に 進行し て
お り、 ２０ ５０ 年 には １
億 人を 割り 込む と想定 さ
れ ている。 これ に伴う 労
働 力人口の 減少 は、そ の
内 訳である 生産 人口の 減
と 併せ て消 費人 口 も減 る
こ とか ら、 生産 ・ 内需 の
拡 大と とも に低 下 する と
も推測されている。
このよう な状 況の中 、
連 合は、２ ０１ ６春季 生
活 闘争 を、 日本 の 長期 的
な 社会・経 済の 構造変 化
を 見据 えて それ に 対応 し
て いく契機 とし なけれ ば
な らないと し、 そのう え
で 、労働組 合の 社会的 役
割 とし て、 その 問 題解 決
を 図るため 「け ん引役 」
を 果たさな けれ ばなら な
いとも訴えている。

これに 対し経 営側 は、 賃金総 額６， ０００ 円以
春 闘指針 を発表 し、 ベア 上の引 き上げ を求め て闘
について容認したものの、 うこととする。
私た ちの職 場や、 その
ベ アを賃 上げの 「選 択肢
の 一つ」 と明確 に位 置づ 周りで 働く仲 間の労 働条
け た昨年 と異な り、 「一 件改善 に向け しっか り取
律 のベア に限ら ず様 々な り組む ことは 、その 波及
選 択肢が 考えら れる 」と 効果も 踏まえ 、連合 、Ｊ
ト ーンダ ウンし 、月 例賃 Ｒ連合 に加盟 するも のの
金 の引き 上げに こだ わる 使命でもある。
２０ １６春 季生活 闘争
連 合の要 求とに 乖離 がみ
ら れるこ とから 、賃 上げ は、連 合の提 唱する 「働
交 渉は厳 しさを 増す と考 くこと を軸と する安 心社
会」に向けて、「底上げ・
えられる。
これら を踏ま えＪ Ｒ連 底支え 」「格 差是正 」に
合 は、一 昨年、 「中 期労 取り組 み、Ｊ Ｒ労働 界の
働 政策ビ ジョン 」を 改定 責任産 別とし て、Ｊ Ｒ四
し、ＪＲ関係労働者にとっ 国の責任組合として、我々
て 相応し い働き 方を 明確 が目指 す「あ るべき 雇用
に した上 で、連 合方 針を と働き 方」を 経営側 に提
踏 まえ、 ２月３ 日に 大阪 示し、 月例賃 金引き 上げ
市 におい て開催 した 中央 を含め た総合 生活改 善闘
委 員会に おいて 、定 期昇 争とし て、組 合員の 負託
給 の確保 を前提 に、 産別 に応え るべく しっか り取
統 一要求 「ベア ３， ００ り組みたいと考える。
０ 円」を 含む、 月例 賃金
総 額６， ０００ 円以 上の 安全・安定・安心
引 き上げ を求め る方 針を
輸送の確立
決定した。
昨年 、あわ や、一 つ間
ＪＲ四 国労組 も、 会社 違える と大惨 事と言 う運
を 取り巻 く厳し い経 営環 転支障 事故や 四国運 輸局
境 を踏ま えつつ も、 産別 による 行政処 分など 、安
方 針に基 づき、 統一 要求 全運行 に対す る信頼 を損
と して、 定期昇 給の 確保 なう事 柄が発 生した 。い
を 絶対条 件に「 ベア ３， ずれの 事象も 、命に 関わ
０ ００円 」を含 む、 月例 ること はなか ったが 、今

ＪＲ四国労組は２月５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、春闘を中心とした当面
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ともに、ＪＲ連合から吉田組織部長に
参加いただき、「職場で 地域で 夢を語ろう！ ～次代への挑戦！～」をメインスローガ
ンに「安全・安定・安心輸送の確立」「２０１６春闘勝利」「政策課題の解決」「参議院
選挙勝利」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 名から発言があり、執行部答弁及び書記長総括答弁を受けた後、全議案が
満場一致で決定された。

第29回定期本部委員会

一度 、私た ち輸送 業務に
携わ るもの にとっ て「安
全・ 安定・ 安心輸 送の確
立」 は絶対 に守る べき全
てに 優先す る重大 な使命
であ ること を認識 し、事
故撲 滅に向 けて職 場から
安全 チェッ クの取 り組み
を強 化しな ければ ならな
い。
Ｊ Ｒ連合 は、安 全の取
り組 みの中 で、「 すべて
のＪ Ｒ関係 労働者 の死亡
事故 ・重大 労災ゼ ロ」を
掲げ、「ヒューマンエラー
は結 果であ り、原 因では
ない 」との 理念の 下運動
を展 開して いる。 人はエ
ラー を犯す 。よっ て、人
間は 必ずミ スを冒 すんだ
と言 うこと を前提 に安全
対策 を構築 する必 要があ
る。会社の安全対策がヒュー
マン エラー を前提 とし、
働く 者が遵 守でき る実効
性の ある対 策にな ってい
るか 検証し 提言し なけれ
ばならない。そのために、
各級 機関会 議等で 出され
た現 場第一 線で安 全を守
る組 合員の 声を聞 き、そ
の声 を生か すため 、会社
と真 摯に協 議し、 「安全
確立」に努める。
「 安全第 一」を 腹に据
え、 軽視せ ず、愚 直に真
摯に 向かい 合い「 命を守
る」 取り組 み、「 傷害事
故を 防ぐ」 取り組 みを職
場から実践していきましょ
う。

政策課題実現の
取り組み
ＪＲ四国を取り巻く経
営環境は、地方の過疎化
や高速道路無料化区間の
延伸に加えＬＣＣの路線
拡大などにより、とりわ
け鉄道事業において大変
厳しい状況にある。これ
らの状況を踏まえ、ＪＲ
四国が抱える政策課題の
解決に向け、ＪＲ連合が
立ち上げた「ＪＲ三島会
社経営安定化プロジェク
ト」に参画し、中期視点
に立脚した安定経営に向
け取り組みを強化してき
た。特に今年は、来年３
月で期限切れを迎える税
制特例（三島・承継）の
延長を求める取り組みを
展開しなければならない。
具体的には、前回延長時

にお願いをして取り組ん 会社は事 故を 受けて 様々
だ地方議会での意見書採 な対策を 講じ ている が、
択や署名活動、国会議員・ 精神論に よる 事故防 止対
国土交通省等への要請行 策だけで はな く、人 はミ
動など、出来ることすべ スをする こと を前提 とし
てに取り組みたいと考え たハード 面で の安全 対策
る。そして、今、申し上 を講じるよう要請する。
先日、 降雪 による 停止
げた政策課題の実現には
政治の力が重要である。 位置不良 が四 国内で ６件
その実現を図るため、私 発生した 。多 くの乗 務員
たちの政策課題に理解頂 が経験し たこ とのな い状
ける候補者の支援に取り 況でなぜ 運転 を継続 する
組む。今年の夏には、第 ことを判 断し たのか 。多
回参議院選挙が実施さ くの列車 が正 常なブ レー
れることから、支援体制 キによっ て停 車でき ない
の強化に向けて、各県協 状況での 運転 継続は 会社
の取り組みを要請する。 としては 大変 危険な 判断
である。 また 、情報 共有
が上手く され なかっ たと
感じてい る。 このこ とに
ついても 検証 すると とも
に、危な い時 は早い 段階
で列車を 運休 させる こと
を徹底す るこ とが必 要と
考える。
複数車 両で の信用 降車
型ワンマン運転について、
列車によ って 運賃の 収受
方が異な ると お客様 が困
惑する恐 れが ある。 収入
状況の調 査を するの であ
れば、該 当区 間の無 人駅
では車掌 乗務 列車や 通常
のワンマ ン列 車でも 信用
質疑討論 要
(旨 ) 降車とし 、調 査すべ きだ
と考える 。ま た、車 掌ス
イッチに より 全ドア 開扉
となるが 、定 時制・ 安全
大西 委員
（香川支部） 性確保の ため、 秒 もし
くは１分 停車 となっ てい
るのか教 えて いただ きた
い。

川崎 委員
（運転部会）
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マン運 行にな り車 内が混
雑する 事象も 発生 してい
る。こ れまで 利用 してい
ただい たお客 様も 利用し
ていた だけな くな る恐れ
がある ため、 改善 を要請
する。
信用 降車型 ワン マン運
転につ いて、 現時 点での
運転士 の取り 扱い を教え
ていた だきた い。 組合と
しても 問題点 につ いて早
急に対 応する よう チェッ
ク機能 を発揮 して いただ
きたい 。また 、運 転士の
負担も 増加し てい ること
から、 他社の 良い 所も取
り入れ つつ四 国独 自の安
全を追 求した ハー ド・ソ
フト面 での対 策を 要請す
る。
２月 ２日に 予讃 線にお
いてき 電トリ ップ により
約３時 間運転 を見 合わせ
る事象 が発生 した 。原因
につい て分か って いるこ
とがあ れば教 えて いただ
きたい。

青木 委員
（愛媛支部）

現場 組合員 は少 ない要
員の中 、日々 の業 務や異
常時対 応等に 取り 組んで
いる。 その頑 張り に報い
るため にもベ アの 獲得を
要請す る。ま た、 今春闘
におい て夏季 手当 を同時
要求す るが、 鉄道 運輸収
入も堅 調に推 移し ている
ことか ら、ベ アも 夏季手
当も勝 ち取る よう 要請す
る。

森 委員

会社の 経営 状況等 によ
（愛媛支部）
りワンマ ン列 車を運 行し
各職 場にお いて 要員が
なければ なら ないこ とは 不足し ている 。引 き続き
理解して いる 。しか し、 適正な 要員の 確保 につい
お客様が 多い 列車も ワン て要請する。

三好議長（本社支部）

昨年末 に高徳 線オレ ン
ジ タウン 駅で発 生した 列
車 脱線事 故は、 運転士 が
出 発信号 機を見 落とし た
こ とが原 因とさ れてい る
が、なぜヒューマンエラー
に 至って しまっ たのか 、
な ぜ未然 に防げ なかっ た
か を検証 すると ともに 、
２ 度と重 大事故 を発生 さ
せないことが重要である。
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く の職場 におい ても 逼
迫 してい るのが 現状 で
あ る。今 の大量 退職 時
代 を 乗 り 切 る た め に も、
定 年退職 再雇用 の組 合
員 のご協 力や新 規採 用
者 の確保 、中途 採用 等
取 り組ん でいる とこ ろ
で ある。 一気に 好転 す
る のは困 難とは 考え る
が 、会社 には引 き続 き
適 正な要 員配置 を求 め
て いく。

宮西 委員
（ 青 年 女 性 会 議）

平 成 年 度末には 三
島 ・承継 特例の 期限 切
れ となる ため、 全組 合
員 が税制 特例措 置の 恒
久 化と政 策課題 解決 に
向 け協力 しなけ れば な
ら ないと 考える 。税 制
特 例をは じめと する 支
援 措置の 実現に は、 政
治 の力が 必要で あり 、
夏 の参議 院選挙 での 推
薦 候補者 当選の ため に
も 、青女 組合員 の選 挙
へ の携わ りが重 要だ と
考 え る 。 そ の た め に も、
無 関心に 近い組 合員 を
減 らす方 策とし て、 ユ
ニ オンス クール の開 催
回 数の増 加や参 加人 数
制 限の拡 大等、 今後 の
教 育活動 の充実 を要 請
す る。

津野 委員
（ 愛 媛 支 部）
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現在 、Ｊ Ｒ四国 が受
けてい る税 制特例 措置
（三 島特 例・ 承継 特例）
が平成 年３月 で期限
切れと なる 。これ らの

眞鍋 書記長

お客 様の 傷害事 故防
止のた めミ ラー確 認も
重要だ が、 信号確 認が
最も重 要で ある。 発車
連動に つい ては組 合か
らも会 社に 訴える が、
現場か らも 声を上 げて
いただ 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
を整備 すべ きと従 前よ
り求め てき た。今 後も
引き続 き求 めてい きた
いと考 えてい る。

嶋田 副委員長

勤務体 制が 確立さ れて
いない 。更 に出産 や育
児を理 由に 退職す る者
も 少 な く な い 。 そ こ で、
会社と して の方針 を明
確 に す る よ う 要 請 す る。
また、 女性 社員が 働け
る工務 系や 工場な どの
日勤職 場へ の異動 など
女性の 職域 の拡充 を要
請する 。
現状 では 男性社 員が
育休を 取得 しづら い環
境にあ り、 取得者 が少
なく、 取得 しても 期間
が 短 い の が 現 実 で あ る。
全ての 組合 員が育 休を
宮地 委 員
（ 高 知 支 部） 取 得 し や す い 環 境 作 り
のため にも 、引き 続き
欠格条 項撤 廃に向 けて
取り組 んで いただ きた
い。そ して 「プラ チナ
く る み ん 」 取 得 に 向 け、
会社が 積極 的に推 進す
るよう 取り 組みを 要請
する。

エ キ ス パ ー ト 社 員 は、
要 員や 技術継 承に おい
て 重要 だと考 える 。こ
れ まで も多様 な勤 務制
度 の新 設や拡 大等 訴え
て いた だいた が、 現状
ど のよ うにな って いる
の か教 えてい ただ きた
い 。も し会社 に動 きが
な いよ うなら 、今 後も
粘 り強 く訴え てい ただ
く よう要 請する 。

一宮 委 員
（ 青 年 女 性 会 議）

ワンマ ン列車 の発 車
連 動につ いて、 現在 ミ
ラ ー注視 に重点 を置 い
た ものに なって おり 、
信 号注視 が疎か にな っ
て しまう 場合が ある と
感 じてい る。今 一度 、
現場 では、 産休 ・育
信 号注視 に重点 を置 い
た 発車連 動とす べき で 休 に入 って復 帰し た事
例 が少 なく、 復帰 後の
あ る。

支援 措置の 恒久 化なり
延長 を求め るこ ととな
るが 、具体 的な 取り組
みと しては 、地 方議会
での 意見書 採択 行動や
全組 合員参 加に よる署
名活 動を行 いた いと考
えて いる。 組合 として
も労 働条件 の維 持・向
上の ために も政 策課題
解決 に向け た取 り組み
は重 要であ ると 認識し
てお り、今 回の 取り組
みが 春闘や 期末 手当の
交渉 材料と なる ことか
ら、 全組合 員総 力を挙
げて の取り 組み を要請
する 。

幸 執行委員

教 育活動 につ いては
定期 大会で 承認 をいた
だい た活動 方針 と限ら
れた 年間予 算の 中で取
り組 んで い る。 現在 行っ
てい るユニ オン スクー
ルを 複数回 開催 するの
は困 難な状 況で はある
が、 参加人 数に ついて
は調 整でき る部 分もあ
るこ とから 、ぜ ひ多く
の組 合員に 参加 してい
ただ きたい 。ま た、各
級機 関にお いて の教育
活動 をより 充実 させる
ため 、本 部 とし ても バッ
クア ップを しっ かり行
いた いと考 えてい る。
産 休・育 休か らの復
帰職 場につ いて は、従
前 よ り 申 し 入 れ て お り、
会社 からは 原則 現職で
の復 帰、乗 務員 につい
ては 、希望 する 育児環
境や 就労条 件に ついて
箇所 長と事 前に 面談を
行い 本人の 意向 を確認
する 。現職 以外 での復
帰と なる場 合は 、配属
先の 要員状 況や 本人の
適性 や能力 など を総合

的 に判断 して 決定す る
が 、本人 の意 向は一 定
の 配慮を 行う との回 答
を 得てい る。 復帰後 の
職 場につ いて は、工 場
や 工務職 場を 含め、 確
立 に向け て引 き続き 取
り 組んで いく。
昨年の 総合 労働協 約
改 訂交渉 にお いて、 育
児 短時間 勤務 制度取 得
者 に対す る昇 給欠格 条
項 が削除 され ること と
な ったが 、育 児休職 取
得 者につ いて も休職 期
間 中も昇 給の 所要期 間
に 含める べき と考え て
お り、引 き続 き申し 入
れ ていき たい。

堺原 委員
（ 青 年 女 性 会 議）

現在、 ジェ イアー ル
四 国バス には 資格取 得
奨 励金制 度が あり、 指
定 された 資格 等を取 得
し た場合 に奨 励金が 支
給 される 。た だし、 こ
の 中には 語学 に関す る
も の は 含 ま れ て い な い。
近 年イン バウ ンドに よ
る 外国人 観光 客も増 加
し ており 、来 年春に は
四 国ＤＣ の開 催も控 え
て いるこ とか ら外国 人
の お客様 への 対応が 急
務 だと考 えて いる。 こ
の 好機を 逃さ ないた め
に も語学 に対 する奨 励
金 の支給 を求 めるよ う
要 請する 。

岩本 委員
（ 自 動 車 支 部）

昨年、 高松 支店及 び
観 音寺営 業所 に対す る
四 国運輸 局の 行政処 分
を 受けた が、 会社の 管
理 体制改 善と 再発防 止
策 の徹底 を訴 えてい た
だ きたい 。

春闘 につい て、 昨年
は準組 合員に 対し て大
幅な基 本給の 改善 がな
された が、今 年こ そは
組合員 のベア 獲得 に向
けて取 り組む よう 要請
する。
先月 、スキ ーバ スツ
アーの 大事故 が発 生し
た。お 客様の 命を 守る
ため、 またジ ェイ アー
ル四国 バスに 働く 社員
を守る ため会 社と して
「安全 ・安心 輸送 の確
立」を 目指し て、 乗務
員の安 全性、 労働 条件
の改善 等、今 後の 会社
の取り 組みを 明確 にす
べきだ と考え ている 。

安部 委 員
（ 愛 媛 支 部）

駅に おいて 安全 及び
サービ ス維持 、ま た諸
先輩方 が退職 して いく
中で技 術継承 も必 要だ
と考え ること から 、適
正な要 員配置 につ いて
要請す る。
駅・ ワープ の将 来展
望につ いて、 経営 協議
会等で の最新 の情 報が
あれば 教えて いた だき
たい。

向井 委員
（ 工 務 部 会）

会社 は昨 年の安 全・
事故防 止の 経営協 議会
におい て実 在員確 保が
必要で ある として いる
が、半 年以 上経過 した
が何ら 対策 がされ てい
ない。 それ どころ か工
事量は 増加 の一途 を辿
り、年 度末 の工事 が重
複し協 力会 社も含 めて
パンク しか ねない 状況
で あ る 。 こ の ま ま で は、
安全を 脅か すこと にも
繋がり かね ない。 会社
はもっ と現 場、施 工業
者の状 況を 把握し 、要
員の確 保、 業務量 、工
事量の 精査 を行う べき
だと考 える 。実在 員確
保を含 め、 安全に 仕事
ができ る環 境と考 えて
いるの か、 聞かせ てい
ただき たい。

嶋田 副委員長

ジェ イア ール四 国バ
スにお ける 訪日外 国人
対応に つい て、語 学習
得の必 要性 がある と判
断する なら 、まず 会社
が社員 教育 に取り 組む
べきだ と考 える。 制度
要求に つい ては自 動車
業務委 員会 におい て議
論して いきた い。
自動 車支 部にお いて
は、２ ０１ ５春闘 にお
いて 歳以降の 組合員
及び準 組合 員に対 して
賃金改 善が 図られ た。
今春闘 にお いても 組合
員のモ チベ ーショ ン向
上の観 点か ら、更 なる
改善に 向け て交渉 を強
化して いきた い。
バス 会社 におけ る安
全対策 の取 り組み は、
今月予 定さ れてい る経
営協議 会で 議論し たい
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先日 、大 雪の影 響に
より停 止位 置不良 が６
件、ま た緩 解不良 も発
生した 。安 全より 利益
を重視 して いたと 考え
ざるを 得な い。利 益よ
りも安 全最 優先と なる
よう、 この ような 状況
下での 判断 や対策 を要
請する 。

いる 。また 今後 、安全
側線 がある 箇所 におい
て、 安全側 線の レール
終端 までに 停止 できな
い駅 につい て早 急に検
討を 行い、 優先 順位を
定め ながら 誤出 発防止
用Ａ ＴＳを 整備 してい
きた いとい う回 答を得
てい る。
ワ ンマン 運転 につい
て、 今の会 社の 体力か
らす ると、 安全 の確保
を前 提に継 続し ていか
なけ ればな らな いと考
えて いる。 しか し、複
線区 間での ワン マン運
転は 、ホー ムセ ンサー
等の 保安設 備が 整備さ
れる までは 実施 すべき
では ないと 訴え 続けて
いる 。安全 面で は問題
ない とする 会社 とは平
行線 ではあ るが 、引き
続き 申し入 れて いきた
い。 信用降 車型 ワンマ
ン運 転の収 入状 況調査
方は 、会社 も様 々な検
討を しての 結果 だと考
える が、今 後の 問題点
も合 わせて 会社 と議論
して いきた い。 なお停
車時分 につい ては 秒
を確 保して いる と聞い
てい る。ま た、 試行実
施後 に浮上 する 問題点
は順 次改善 する よう会
社に 申し入 れて おり、
会社 もでき る限 り改善
を図 るとの 回答 を得て
いる が、ま ずそ の前に
運転 取扱手 順等 を早く
現場 に示し 、修 正すべ
き点 は試行 開始 前に改
善し ておく べき である
と経 営協議 会の 中でも
強く 訴えて いる 。早期
に現 場に示 すよ う引き
続き 訴えて いきた い。
き 電トリ ップ は、７
００ ０系車 両の ＳＩＶ
装置 の不具 合に よる地
絡が 原因で あり 、当該
車両 と原因 究明 に時間
を要 したこ とで 長時間
抑 止 し た と 聞 い て い る。
春 闘につ いて は、組
合員 の期待 感、 また日
頃の 組合員 の努 力に報
いる ために も交 渉を強
化す る。総 掛か りの春
闘と すべく 、組 合員皆
さん の後押 しも お願い
した い。
要 員につ いて は、運
転職 場のみ なら ず、多
29

嶋田 副委員長

極寒 時・ 大雪時 の運
行につ いて は、現 場の
状況を 一番 的確に 把握
してい るの は運転 士で
ある。 制動 効果な ど、
状況を 事細 かく指 令に
報告す ると ともに 、運
転を継 続さ せるの は危
険と判 断し たら、 運転
士の側 から その旨 を報
告して いただ きたい 。
オレ ンジ タウン 駅の
ハ ー ド 対 策 に つ い て は、
組合と して も緊急 に申
し入れ を行 った。 会社
からは 対策 として 、直
下地上 子の 通過速 度を
抑える ため 、上り １番
線の停 止位 置目標 を移
設、ま たそ れに伴 うお
客様の 移動 距離を 考慮
して、 上り １番線 に停
車する列車 本中 本
を２番 線に 着発線 を変
更した との 回答を 得て
28
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と考えている。
わる 機会が 少ない ことも
ワー プの将 来展望 につ 現状としてあると考える。
いて、 会社か らは引 き続 今後 、組合 と大い に関わ
き検討 してい きたい とい る組 合員と 関わる ことが
う回答 であり 、今後 開催 少な い組合 員との 幅が大
される 経営協 議会に 付議 きく なるこ とも予 想され
を申し 入れ、 議論し てい るこ とから 、全組 合員に
きたいと考えている。
興味 を持っ ていた だくた
昨年 の経営 協議会 で、 めの 取り組 みをど のよう
駅の管 理業務 の委託 につ に展 開して いくか 聞かせ
いて検 討した いとい う会 ていただきたい。
社から の回答 があっ た。
今後、 会社か ら提案 があ
吉岡 委員
ると思 われる が、業 務委
（香川支部）
託をす ること によっ てエ
キスパ ート社 員等の 職場
の確保 にも繋 がり、 また
管理業 務と兼 務して いた
組合員 につい ては各 業務
に専念 して就 けると 考え
られる ことか ら、少 しで
あれ要 員不足 の解消 に繋
がるの ではな いかと 期待
している。
電気 職場の 要員に つい
ては、 現場か らも職 場の
現状を 会社に 訴えて いた
だきた い。組 合とし ても
会社に 現場の 声を聞 いて
反映するよう訴えていく。
現場と 組合が 歩調を 合わ
昨 年の年 末手当 につい
せて取 り組ん でいき たい て、 前年を 上回る 回答を
と考えている。
引き 出して いただ いたこ
とに お礼を 申し上 げる。
笹岡 委員
今春 闘にお いても 定期昇
（青年女性会議） 給を 絶対条 件に労 働条件
改善 に向け て粘り 強い交
渉を 要請す る。ま た、今
春闘 より夏 季手当 を同時
要求 するが 収入動 向が不
透明 な中、 交渉方 法を変
更するのは得策なのか。
昨 年、青 女議長 を専従
化し たが、 これま でどの
ような効果があったのか、
また ＪＲ連 合の幹 事をし
てい るが、 専従化 したこ
とに よって これま でと変
わっ た取り 組み、 新たに
担っ た役割 がある のか聞
かせていただきたい。
Ｊ Ｒ連合 の春闘 方針に
おい て産別 統一要 求が月
例賃金６，０００円以上、
その うち純 ベア３ ，００
０円 と示さ れたが 数字の
根拠 を教え ていた だきた
い。ま た、年休 取得率
％を 目指す とされ ている
が、 賃金実 態調査 におい
てＪ Ｒ四国 におけ る年休
取得 率はど のくら いだっ
たか教えていただきたい。
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 。取り

近年 、組合 におい ても
技術継 承が課 題とな って
いる中 、青女 組合員 の念
願であ った青 女議長 を専
従指定 してい ただい たこ
とに感 謝申し 上げる 。青
女組合 員とし てもし っか
り声を 聞いて もらえ る機
会が増 加し、 活動の 拡大
と深度 化が図 られて いる
と感じ ている 。また 、基
本組織 におい てもＪ Ｒ採
用の先 輩方が 要職に 就い
ている 反面、 国鉄採 用の
先輩方 に比べ て組合 と関
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を 出すこ とが出 来な かっ
た 青女の 行事等 に積 極的
に 足を運 んで青 女組 合員
の 声を聞 くよう 取り 組ん
で いる。 また、 団体 交渉
や 経営協 議会に 入る こと
に よって タイム リー な情
報 を青女 組合員 に展 開す
る ととも に組合 活動 を身
近 に感じ ていた だく よう
努めている。
ＪＲ連 合の活 動に 関し
て は、こ れまで は担 当が
なかったが、現在広報リー
ダ ーとし て取り 組ん でい
る ところ である 。ま た、
Ｊ Ｒ連合 の幹事 とし て各
単組との情報交換等も行っ
ている。
ＪＲ四 国労組 の青 女に
お いても 、これ まで の活
動 の内容 の変更 や改 善を
行 うとと もに、 新た なこ
と に挑戦 し取り 組ん でい
る。

浦川 執行委員

ている 。引き 続き親 しみ
やすい 組織を 目指し 取り
組んでいく。
ジェ イアー ル東日 本労
働組合 につい ては８ 月以
降加盟 費の未 納が確 認さ
れてい る。Ｊ Ｒ連合 中央
委員会 におい て統制 委員
会の設置が検討されたが、
設置は 見送ら れるこ とと
なった 。まず は排除 の論
理では なく民 主化共 闘会
議等を 活用し てしっ かり
と対話 したう えで、 今後
の対応 を検討 してい きた
いと考えている。
エキ スパー トの方 の脱
退につ いて、 組合の 魅力
がどれ だけ伝 わるか ジレ
ンマが ある。 今後の ＪＲ
四国労 組を支 えてい く若
手組合 員のた めにも 脱退
阻止に 向けて お願い して
いく必 要があ ると感 じて
いる。

嶋田 副委員長
春闘 方針の 金額に つい
て、連 合方針 はこれ まで
賃金改 善がさ れてい ない
企業は 「格差 是正」 分を
含めて４％としているが、
ＪＲ四 国にお いては 定期
昇給制 度があ るため 、Ｊ
Ｒ連合 算出の 平均基 準内
賃金３ ００， ０００ 円に
「格差 是正」 分を除 く２
％を乗じて算出している。
そのう ち、３ ，００ ０円
を純ベアとして、残り３，
０００ 円を制 度改善 とし
て要求 し、実 質の月 例賃
金の引 き上げ を目指 し取
り組んでいく。
年休 取得率 につい て、
組合員 に協力 いただ いた
昨年の 賃金実 態調査 結果
による と、Ｊ Ｒ四国 にお
いては年 間平均 約 日の
取得で ある。 個々に より
年休付 与日数 等の違 いは
あるが、 分母を 日とす
ると約 ％ の取得 率とな
る。意 図的に 年休を 温存
してい る旨の 回答も あっ
たこと を勘案 すると 年休
取得率 はまず まずと 考え
る。
待避 不良の 関係は 、緊
急に申 し入れ を行い 協議
してお り、ハ ード対 策に
ついて も従前 より申 し入
れてい る。会 社から は、
ソフト 面と並 行して ハー
ド面の 対策を 検討す ると
いう回 答を得 ている 。組
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組みをするだけではなく、
何 らかの結 果を 得られ な
い とこのま ま組 合離れ が
進 んでいく と思 われる 。
会 社もエキ スパ ート社 員
が 必要と考 えて いるの で
あ れば、何 らか の対策 を
講じるべきである。
２月３日 のＪ Ｒ連合 中
央 委員会に て統 制委員 会
が 設置され ると 聞いて い
た が、ジェ イア ール東 日
本 労働組合 に対 する制 裁
決議等、状況に変化があっ
た のか教え てい ただき た
い。

中間 委員
（香川支部）

今年度、 工務 職場に お
い てヒヤリ ハッ ト等を 含
めた待避不良が多発した。
人 間が行う こと である た
め 、時間の 見間 違え、 作
業 区間の見 間違 え等は ど
うしても発生してしまう。
ヒ ューマン エラ ーが発 生
し た場合も 現場 組合員 の
命 を守るた めの ハード 対
策を講じるよう要請する。
列 車見張員 は作 業員の 命
を 預かる重 要な 役割の た
め 、ハード 対策 が困難 で
あ れば、作 業線 区・作 業
時 間に応じ た列 車見張 員
に 対する手 当の 新設も 検
討していただきたい。

幸 執行委員

弓立 特別執行委員

青女議長 を専 従化し た
こ とによっ て、 事務所 に
立 ち寄る青 女組 合員が 増
組合と しても 技術 継承
加 した。こ れは 予想し な
か った効果 であ り、よ り は 課題で あると 認識 して
本 部を身近 に感 じても ら お り、組 合との 関わ りに
う とともに 、青 女の活 動 ついては、まずはレクレー
も 活発にな って きてい る シ ョンか ら参加 して いた
だ き、そ こで色 々な 話を
と感じている。
することにより興味を持っ
て いただ き、教 育活 動の
これまで 、な かなか 顔 活 性化に も繋が ると 考え
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合と しては 、他社 の事例
も参 考とし 、実効 的対策
に取 り組む よう引 き続き
会社に申し入れる。
夏 季手当 同時要 求につ
いて 、これ までの 春闘交
渉で はそこ で議論 が終わ
り、 夏季手 当交渉 は最初
から 議論を やり直 してい
た。 今後、 更に厳 しい経
営状 況が想 定され る中、
賃金 項目を 集中的 に春闘
も夏 季手当 も同じ 土俵で
踏み 込んで 会社と 議論す
べき という 思いか ら同時
要求したいと考えている。 入 された 。これ は、一 昨
年 に発生 した土 砂流入 に
よ り直前 で列車 が停止 し
森安 委員
（本社支部） た時の対策と思われるが、
先 日、安 和～土 佐久礼 間
に おいて 盛り土 が崩落 し
列 車を徐 行で運 行させ る
事 象が発 生した 。その 他
の 箇所に おいて は危険 箇
所 の把握 はでき ている の
か 、危険 箇所が あるの で
あ れば安 全対策 を講じ る
べきだと考える。

北岡 委員
（運転部会）

四 国新幹 線実現 のため
には 、地域 の方に 関心を
持っ ていた だき、 理解を
深め ていた だくこ とで機
運を 高める ことが 必要で
あると考える。一方でロー
カル 線にお いては 、会社
のＨ Ｐでも 明らか になっ
たよ うに自 助努力 では鉄
道輸 送の存 続が困 難であ
ると されて いる輸 送密度
が４ ，００ ０人を 下回る
検修業 務が外 注化さ れ
線区 が四国 全体で ６割を
占め る非常 に厳し い状況 ９ 年が経 過する が、メ ン
とな ってい る。四 国の鉄 テ ナンス の要員 不足の た
道の将来を考えるうえで、 め 出勤人 数にバ ラツキ が
鉄道の抜本的高速化とロー 生 じ、本 来であ れば外 注
カル 線の在 り方を 含めた 作業にも関わらず日によっ
総合 交通体 系の問 題は、 て できる 作業と できな い
経営 安定化 、組合 員の労 作 業が発 生して いる。 ま
働環 境改善 や生活 基盤を た 交番検 査変更 を断ら れ
守る ために も重要 だと考 た り、で きない 作業が 技
える 。組合 として もＪＲ 管 対応と なるな ど、技 管
連合 や交運 労協、 議員と の 本来業 務が疎 かにな っ
の連 携を密 にし政 策課題 た り、後 回しに なって い
解決 に向け ての取 り組み る のが現 状であ る。高 松
運 転所は ４月に 改善さ れ
を要請する。
る と聞い ていた が、未 だ
に 改善さ れてい ない。 現
井村 委員
（高知支部） 時 点でど のよう になっ て
土 佐新荘 ～安和 間に岩 い るか教 えてい ただき た
盤崩 壊検知 システ ムが導 い。

ために は、新 幹線 の導入
安藤 委員
（香川支部） 等抜本 的高速 化が 必要で
あり、 高速鉄 道で の収入
をもっ て地方 のロ ーカル
線を維 持する とい う枠組
みが必要であると考える。
また、 中央新 幹線 の開通
までを考慮すれば、今後、
の都道府 県で新 幹線が
通るこ ととな り、 『新幹
線があ るのが 特別 なので
はなく 、ない のが 特別な
状況で ある』 との 認識を
持って いただ きた い。鉄
道の抜 本的高 速化 に向け
て、Ｊ Ｒ連合 や国 会議員
懇談会 等を通 じて 国に対
ダイヤ 改正 に関す る経 し調査 費の計 上を 訴える
営協議会 のＪ Ｒ四国 労組 など、 取り組 みの 強化を
ニュース の会 社の回 答の 図りたいと考えている。
中で、エ キス パート 社員
嶋田 副委員長
車掌の乗 務行 路の見 直し
過去 の事故 を受 け、会
について は、 勤務体 系や
運用効率の低下とあるが、 社には 危険箇 所の 把握と
具体的に どの ような こと 対策に 取り組 むよ う要請
なのか教 えて いただ きた してい る。会 社は 、危険
い。また 、乗 務割交 番作 箇所を 判断す るの は非常
成規程に 基づ き、効 率的 に難し いが、 巡回 等を継
な乗務割 交番 を作成 して 続して 把握に 努め たいと
いるとあ るが 、具体 的に しており、組合としても、
どのよう なこ となの か教 引き続 き巡回 の強 化と、
前もっ て必要 な対 策を講
えていただきたい。
じてい くよう 会社 に訴え
ていく。
髙島 委員
メンテナンスの関係は、
（青年女性会議）
区所に よって 若干 ばらつ
きがあ るよう だが 、高松
におい ては未 だ改 善され
ていないのが現状である。
今後も 適正な 要員 配置に
ついて訴え続けていく。
この 間、ダ イヤ 改正の
経営協 議会等 にお いて、
エキス パート 運転 士の専
用行路 の新設 、ロ ング行
路の見 直し、 車掌 への短
日数勤 務制度 の新 設につ
いて議論してきた。当初、
会社は 対象者 が少 ないと
いう理 由でで きな いとの
現在、 子の 扶養手 当は 回答で あった 。現 在、対
３人目以 降減 額とな って 象者も 増加し てお り専用
いる。四 国は 全国に 先駆 行路の 新設は 可能 と考え
けて少子 高齢 化が進 んで られる 。また 車掌 への短
おり、そ の中 で四国 を代 日数勤 務制度 導入 も不可
表する会 社と して子 育て 能ではないと考えている。
を支援す る環 境を整 える 引き続 き、専 用行 路新設
必要があ ると 考える 。子 及び制 度導入 に向 けて訴
育て世代 が働 きやす い環 えていく。
境となる よう 、３人 目以
幸 執行委員
降の子の 扶養 手当の 増額
３人 目以降 の扶 養手当
を要請する。
の是正 は、今 春闘 におい
ても申 し入れ を行 い、改
眞鍋 書記長
四国に おけ る鉄道 ネッ 善に向 けて交 渉を 強化し
トワーク を維 持して いく て取り組んでいく。
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入が必要だと考えている。 参議院選挙の
新幹線 はある のが特 別で
取り組み
はなく 、新幹 線がな いの
こ れまで の政策 課題解
が特別 な状況 になり つつ 決に 向けた 取り組 みでも
ある。 日本で 四国だ け取 明ら かなよ うに、 政治活
り残さ れては いけな い。 動の 重要性 は論を 待たな
新幹線 導入に 向けた 機運 い。 私たち が考え 、練り
の醸成に努めよう。
上げ た政策 を実行 に移し
政策 課題に ついて ２点 てい くため には、 私たち
申し上 げたが 、課題 解決 の運 動方針 に賛同 いただ
に向け ＪＲ四 国労組 とし ける 国会議 員を増 やすこ
ても全 力で取 り組む が、 とが 重要で ある。 ７月に
ＪＲ連 合との 連携も さら
に強化することによって、
全国レ ベルで の取り 組み
となる ように したい と考
える。
また 、ジェ イアー ル四
国バス におい ても、 ＪＲ
連合自 動車連 絡会に 積極
的に参 画し、 政策課 題解
決に向け取り組む。

実 施され る参議 院選挙 の
推 薦候補 が決ま ってい な
い 地域も あるが 、推薦 候
補 が決定 次第、 組織の 総
力 を挙げ て取り 組むこ と
を 要請さ せてい ただく と
と もに、 全国比 例推薦 の
「 かわい たかの り」候 補
の 当選に 向けて 、全組 合
員 一丸と なった 運動を 展
開 してい ただく ことを 要
請する。

回レディース
ミーティング開催

本部 青 年女 性 会 議は 社制 度 等 の知 識 を 深め
２月 日（ 土 ）高 松市 ると と も に、 活 発 な意
において、第 回レディー 見 交 換 が 行 わ れ た 。
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 と 準組 合 員 が参
加 し、 フ ラワ ー ア レン
ジ メ ン ト 体 験 を 通 じ て、
組 合員 同 士の 交 流 を深
め た。 そ の後 の 学 習会
で は、 女 性活 躍 推 進法
や ○× ク イズ 形 式 で会
21

り組み、②２０１６春
闘への取り組み、③政
策課題解決に向けた取
り組み、④参議院選挙
の取り組み」について
発言し、討論に参加し
た。

【ＪＲ連合第 回中央委員会開催】
２０１６春闘方針をはじめ
当面の活動方針を満場一致で決定

27

眞鍋書記長
総括答弁

０ ００円を 平均 賃上げ 方 い を展開 するた め、 本委
式で要求することとする。 員 会終了 後、Ｊ Ｒ連 合四
ま た、エキ スパ ート社 員 国 地協及 び各県 協等 で春
及び契約社員については、 闘討論集会を開催する。
秋 の契約更 新時 に、月 給
適 用者は賃 金カ ーブ維 持 政策課題解決
相 当分を、 時給 適用者 に
２０１ ６年の 一番 の最
ついては「時間給額 円」 重 要課題は 、平成 年３
の 引き上げ を目 指し、 要 月 に期限 切れを 迎え る税
求していくこととする。 制 特例措 置「三 島特 例・
併せて、 労働 時間短 縮 承 継特例 」の延 長問 題で
や ワーク・ ライ フ・バ ラ あ る。５ 年前同 様、 地方
ン スに資す る制 度改善 等 議 会での 意見書 採択 や全
に ついても 、本 日いた だ 組 合員で の取り 組み とし
い た意見等 も踏 まえ要 求 て 署名活 動を行 いた いと
す る こ と と し 、 正 に 、 考 えてい る。政 策課 題の
「 総合生活 改善 闘争」 と 解 決に向 けた取 り組 みは
し ての取り 組み を展開 す 労 働条件 の維持 ・向 上の
る。
た めに必 要であ ると の認
また、Ｊ Ｒ四 国にお い 識 を持っ ていた だき 、全
て は、今春 闘か ら賃金 要 組 合員で の取り 組み を要
求 項目の集 中化 を図る た 請する。
め 、夏季手 当も 同時要 求
次に中 長期的 な政 策課
する。
題 につい てであ るが 、Ｊ
ジェイア ール 四国バ ス Ｒ 四国は 四国の 鉄道 ネッ
の 賃金引き 上げ 、労働 時 ト ワーク を維持 する ため
間 短縮等の 制度 改善要 求 に は、鉄 道の抜 本的 高速
に ついても 、Ｊ Ｒ連合 方 化 が必要 である とし 、経
針 を基本に 、本 委員会 の 済 界等も 含めて 四国 新幹
決 定を受け 、自 動車支 部 線 導入に 向けた 取り 組み
「 業務委員 会」 におい て を 行って いる。 ＪＲ 四国
意 思統一を 図る ことと す 労 組とし ても、 四国 にお
る。
い て鉄道 を維持 して いく
また、今 春闘 におい て た めには 、収入 の柱 が必
も 、グルー プ労 組を含 め 要 である と考え てお り、
た 全組合員 総掛 かりの 闘 そ の柱と して新 幹線 の導
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そ の後 、 事務 局よ り
四国 地協 に おけ る具 体
的な 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。

11

純利益 は前年同 期より
億円減 少の 億 円となっ
た。 鉄道運 輸収入 が前年
同期 より増 加した とは言
え、 高速道 路上限 １，０
００ 円が開 始され る直前
の水準 である平 成 年度
中間 決算の １３０ 億円に
は届 いてお らず、 黒字決
算に ついて も経営 安定基
金の 運用益 頼りの 面もあ
り、 今後を 取り巻 く状況
は非 常に不 透明な 状況に
ある。
ま た、ジ ェイア ール四
国バ スにお いても 、輸送
人員 、運送 収入共 に前年
を上 回った が、Ｌ ＣＣと
の競 合等も あり、 予断を
許さない状況にある。
こ のよう に、取 り巻く
状況 は非常 に厳し くなっ
てい るが、 私た ちは、
「賃金は最大の労働条件」
との 認識に 立ち、 連合・
ＪＲ 連合方 針を踏 まえ、
本委 員会で 議論し た、定
期昇 給の確 保を絶 対条件
とし て、引 き続き 「必達
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、月 例賃金
総額 ６，０ ００円 以上の
引き 上げを 求め、 ＪＲ連
合統 一要求 、純ベ ア３，
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ＪＲ連合を代表して
挨拶 に 立 っ た 松 岡 会 長
は、 「 ２ ０ １ ６ 春 闘 に
向け て Ｊ Ｒ 各 単 組 及 び
グル ー プ 単 組 が 総力
を挙 げ て 闘 う こ と 、 ま
た参 議 院 選 挙 に お い て
推薦 候 補 者 の 全 員 当 選
に向 け た 取 り 組 み を 要
請 す る 。 」 と 挨 拶 し た。
その後執行部より、
大会 以 降 の 経 過 報 告 、
当面 す る 活 動 方 針 案 等
の提 案 が あ り 、 各 単 組
及び グ ル ー プ 労 組 代 表
など 人 が 委 員 会 方針
を補 強 す る 活 発 な 発 言
を行 った 。
Ｊ Ｒ 四 国 労 組 か ら は、
眞 鍋 書 記 長 が 「 ① 安 全・
安定 ・ 安 心 輸 送 へ の 取

28

ＪＲ連合は２月３日
（水）大阪市「ホテル
グランヴィア大阪」に
おいて、「第 回中央
委員会」を開催し、加
盟単組から中央委員、
特別中央委員、傍聴者
など約２００名が参加
し「ＪＲの責任産別と
して、政策制度、組織
課 題 を 主 導 的 に 解 決 し、
安全で社会に信頼され
るＪＲを築こう！」の
スローガンの下、安全
の 確 立 、 春 闘勝 利 、
民主化完遂と組織の強
化、政策課題解決、参
議院選挙勝利などを柱
とする当面する活動方
針について満場一致で
決 定 した 。
28
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Ｊ Ｒ 四国 労組 及 び
各グループ労組の
春 闘方 針を 確 認

24
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課 題の 実現 に 向け 奮闘
し 、Ｊ Ｒ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 。 また 、夏
に 行わ れる 参 議院 選挙
の 推薦 候補 者 当選 に向
け 、各 県協 の 協力 を要
請す る。」と 訴えた。
また 、定 期 委員 会終
了 後に 開催 さ れた 春闘
討 論集 会で は 、Ｊ Ｒ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 、徳
島 ター ミナ ル ビル 労組
の代 表者 など 約 名が
参 加し 、Ｊ Ｒ 連合 の河
村 事務 局長 か ら、 「２
０ １６ 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。
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ＪＲ 連 合四 国地 方 協
議 会は ２月 日 （土 ）
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 ２ ０１ ６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 、
「 昨年 月 日に四 万
十 の宿 労 働組 合が 結 成
し た。 新 しい 仲間 を 全
組 合 員 で歓 迎 し たい 。」
と 述べ た 後、 「グ ル ー
プ 各社 を 取り 巻く 状 況
は 、 厳 し い 状 況 で あ る。
こ のよ う な中 、会 社 の
経 営基 盤 を支 えて い る
の は、 我 々組 合員 で あ
る 。安 全 の確 立、 政 策
13
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安全・安定・
安心輸送の確立
私た ち輸送 業務に 携わ
る者の 最大の 使命は 「安
全・安 定・安 心輸送 の確
保」で ある。 安全こ そ最
大のサ ービス であり 、何
よりも 優先し て取り 組む
べき課 題であ る。労 働組
合とし て、安 全を最 優先
する職 場風土 、企業 風土
を創り 上げる ため、 「安
全の追 及に妥 協はな い」
という ことを 全組合 員で
再度、 意思統 一し、 今後
も気を 緩める ことな く取
り組ん で行か なけれ ばな
らない 。本部 として も、
それぞ れの職 場にお ける
安全・ 事故防 止に関 する
諸問題 に対し 、経営 協議
会等の あらゆ る場を 通じ
て解決 を図り 、安全 に対
する意 識の高 揚に努 める
ことする。
あわ せて、 自らの 安全
が守れ ないで 、お客 様の
安全は 守れな いとの 立場
で、組 合員の 死亡事 故、
重大労 災を撲 滅する ため
に、危 険箇所 や危険 作業
の点検 等を行 い、グ ルー
プ会社 を含め た、全 ての
ＪＲ関 係労働 者の「 死亡
事故・ 重大労 災ゼロ 」を
目指す。

２０１６春闘の
取り組み
ＪＲ 四国の 中間期 決算
は、観 光列車 を活用 した
需要喚 起策に 加え、 イン
バウン ド需要 等によ り堅
調に推 移した 結果、 鉄道
運輸収 入が対 前期比 １０
４．４ ％とな る１１ ８億
円とな った。 また、 中間
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■交運共済では 、ＪＲ四国労組を通じて、「火災共済・３保障セット 加入」の 取り組みを実施しています。 ここ数
年、日本は東日本大震災をは じめ、台風・豪雨・水害・竜巻などの 大きな災害に見舞わ れています。予期せぬ
自然災害や火災等の 備えは大切です。本年７月期から個人賠償保障・借家人賠償保障の掛金が値下げと
なりました。持ち家、借家、社宅、寮にお住まいの 方は ぜひ、この機会にご加入をおすすめします。

《参考》 火災共済５０口 ５００万円の補償（全焼の 場合に）
掛金 （鉄筋）月額１７５円 （木造）月額３５０円
〇類焼損害保障
月額１７５円
〇個人賠償保障
月額１３０円ーー補償額１億円
〇借家人賠償保障
月額１５０円ーー補償額１,０００万円＋ 修理費１００万円

【お問い合わせ先】 ＪＲ職域生協（全国交運共済四国事業本部）
ＪＲ ０８６－２５９２
ＮＴＴ（０８７）８２１－２１６３

