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議長団の杉本代議員(左)と河野代議員(右)
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29

運動方針を満場一致で決定！

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。
事 業者が 、利益を 優先
する体質になると、鉄道・
バス 事業に 求めら れる
「確 実な安 全」への 意識
が鈍 ること から、労 働組
合と して、 その任務 と役
割を 再認識 し、「安 全最
優先 」を提 言するこ とが
重要 である 。更に、 日々
の業 務の中 、高い感 度で

めなけれ ばなら ない。 組
合員の半 数以上 がＪＲ 採
用になっ たこと から、 次
の世代へ のバト ンタッ チ
は始まっ ている 。昨年 の
定期大会で承認を頂いた、
青年女性 会議議 長の専 従
化は、ま さしく 、次代 を
担う若者 の「質 的強化 」
の実践の 場であ り、四 国
狭しと飛 び回っ てくれ て
いる。将 来に向 け、組 織
の質的強 化を図 るため 、
多くの仲間と常に議論し、
違う考え を飲み 込む勇 気
と、意思 統一を 図るた め
の吐き出 す勇気 を怖が っ
てはいけ ない。 その勇 気
を持って すれば 、新た な
時代にし っかり 対応で き
る組織へ と変化 してい け
る。運動 の主役 は、組 織
の半数を 越えた 次代の 若
者である 。ＪＲ 四国労 組
運動を学 び、し っかり 実
践しよう。
それか ら、民 主化の 闘
いは、新 たな段 階へ入 っ
た。東の 地では 、ＪＲ 連
合の仲間が減ることになっ
たが、民 主化運 動の原 点
である「 ＪＲ産 業に過 激
派はいら ない」 との考 え
は堅持さ れてい る。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

２０１ ６春季 生活闘 争
は、連合 ・ＪＲ 連合の 方
針を踏ま え、賃 金と労 働
条件の改 善に向 け、総 合
生活改善 闘争と してベ ア
にこだわり、併せて、レー
ルにおい ては夏 季手当 も
同時に要求した。しかし、
その結果 、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。昨 年
訴えた初 任給の 改善や 再
雇用組合 員の賃 金改善 な
ど、将来 に向け た「人 へ
の投資」 を訴え たが、 会
社との溝 は埋ま らなか っ
た。今後 、少子 高齢化 と
ともに労 働力が 減少し 、
取り巻く 状況は 厳しく な
ると思わ れるが 、労使 交
渉を通じ 、しっ かり改 善
したいと 考える 。「職 場

対話行 動」は 、４月 に本
部と意 見交換 する行 事と
して定 着して きた。 その
多くの 声は、 経協、 団交
におい て訴え ている が、
それま でに現 場管理 者と
組合員 との意 思疎通 をい
かに図 るかが 重要で ある
と考えている。それから、
エキス パート 組合員 の働
き方に ついて は、働 く場
所の選 択や職 種・労 働条
件等に ついて 、会社 と議
論を進 めてき た。考 え方
は少し 前向き になっ てき
ている が、今 のまま では
ダメな ので、 働き方 なの
か賃金 なのか の議論 を深
め、改善を求めることで、
併せて 、年金 満額支 給開
始年齢 まで勤 められ る制
度にしたいと考える。ジェ
イアー ル四国 バスは 、運
転手不 足の解 消や積 極的
な新車 の導入 、安全 設備
への投 資等に 取り組 み、
分社化 以降最 大の収 益を
上げ順調に推移している。
そこに は、組 合員の 「安
全・安 定・安 心輸送 」へ
の取り 組みが ある。 更に
魅力あ る職場 づくり に向
けて継 続して 取り組 む。
工務職 場では 、業務 量が
増え続 け、厳 しい状 況に
あるが 、箇所 により 訴え
る内容 に違い がある こと
から、その特徴を把握し、
そこを 踏まえ た改善 に向
け取り 組む。 それか ら検
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 いて部 会から 答申
があっ たので 、その 内容
を踏ま え改善 に向け 取り
組む。
最後 に、あ の国鉄 改革
から 年目を 迎えた 。改
革時に 支援さ れた経 営安
定基金 や三島 特例・ 承継
特例な どの税 制特例 措置
は、今 日まで 地方の 鉄道
を支え たが、 今後は 市場
の金利 等によ って左 右さ
れてし まうこ とから 、将
来の経 営見通 しが立 てに
くく、 安定経 営を維 持す
ること が困難 な状況 であ
る。し かもこ の税制 特例
措置は 、５年 間の時 限立
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大会には 、連合 四国ブ
ロ ックを代 表して 連合香
川 進藤会長 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
松岡会長に参加いただき、
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 、３名 の代議 来 賓 の み な さ ま
員 から発言 があり 、執行
部 答弁の後 、満場 一致で
（順不同）
経過、決算が承認された。 連合香川
続 いて、平 成 年度運
進藤 龍男 会長
動 方針案及 び予算 案が提 連合香川西地域協議会
起 され、第 １日目 を終了
石川 哲也 事務局長

!! 35

執行委員長

潜 在的なリ スクを 監視す
祝電・メッセージ る ことで感 じる、 働きに
く い、妙に やりに くい、
や っぱり怖 い、と 言うよ
ＪＲ北海道労働組合
う な声を拾 い、組 合員が
ジェイアール
イーストユニオン 感 じる危険 につい て経営
側 に伝え、 「実効 性のあ
東海旅客鉄道労働組合
西日本旅客鉄道労働組合 る 安全対策 」に改 善をさ
せ なければ ならな い。そ
九州旅客鉄道労働組合
の ためには 業務を 遂行す
日本貨物鉄道産業
労働組合 る 上での不 具合等 につい
て 報告し、 情報を 共有す
四国電力労働組合
ＪＲ四国労組は、７月 日・ 日の両日、高松市「ＪＲホテルクレメント高松」 日本私鉄労働組合
る ことが大 事であ る。伝
において、代議員、特別代議員、傍聴 者等、約１７０名の参加の下 、第 回定期
四国地方連合会 え ることで 怒られ たり罰
せ られたり する風 土はな
大会を開催した。大会スローガンとし て「新たな風で！さらなる未 来へ 」を掲 タダノ労働組合
い か「報告 する文 化」の
日本郵政グループ
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 境の改善を柱と
労働組合四国地方本部 醸 成に向け 監視す ること
（敬称略） も大事である。それから、
した運動方針を満場一致で可決した。
「女性が働く安全な職場」
で はないが 、その 変化を した。
四国交運労協
に ついても 配慮し なけれ
見 据え、運 動の原 点を確
第２日 目は、 午前９ 時
井上 浩司 議長
中 濱 執 行 委 員 長 ば ならない 新たな 課題で
か め、労働 組合の 使命と よ り議事が 再開さ れ、
国会議員
挨 拶 （ 要 旨 ） あ る。ＪＲ の現場 では、
役 割を改め て認識 し、と 名 の代議 員より 、運動 方
小川 淳也
ま だまだ少 数の女 性組合
も に新たな 一歩を 踏み出 針 に肉付 けする 活発な 討
衆議院議員
員は、職場の中で「弱者」
して行こう」と訴えた。 論 が行わ れた。 各担当 部
玉木 雄一郎
になっていないか注視し、
に よる答 弁の後 、眞鍋 書
衆議院議員
女 性が感じ る非快 適性や
記 長より 総括答 弁が行 わ ＪＲ連合
不 安全の解 消に努 めなけ
れ 、運動 方針及 び予算 が
松岡 裕次 会長
ればならない。鉄道事業・
満場一致で承認された。
政所 大祐 政策部長
バ ス事業 に求め られる
その後 、弓立 青年女 性 四国旅客鉄道㈱
「 確実な安 全」を 確保す
半井 真司
会 議議長 より大 会宣言 案
る ため、職 場での 安全作
代表取締役社長
が 提起さ れ、承 認の後 、
業 に関わる 不具合 を見つ
大嶋 和浩
Ｊ Ｒ四国 労組の 団結と 更
け 出し、い かに会 社の安
総務部勤労課長
なる躍進を確認するため、
全 対策に反 映させ るか、
中 濱執行 委員長 の「団 結 ジェイアール四国バス㈱
支 部、分会 、部会 との連
近藤 盛一
ガ ンバロー 」で 時に 終
携 を密にし 、取り 組みた
常務取締役総務部長
了した。
いと考える。
四国労働金庫
組織の強化・
小川 俊 理事長
拡大について
私たちは組織結成以来、
全労済香川県本部
安全・安定・安心
宝田 公治 本部長
輸送の確立について 「 一企業一 組合」 を目指
し 、組織の 拡大に 向け取
全国交運共済生協
り組んできた。その結果、
四国事業本部
組 織率にお いては 、現在
浅岡 秀幸 本部長
．２％ となった が、今
ＪＲ四国労組議員団
後 、５年ほ どでＪ ＮＲ組
井上 洋一 団長
合 員が去る ことか ら、組
山本 悟史 副団長
織 数は大き く減少 する。
江渕 土佐生 幹事長
よ く「組織 は数」 と言わ
退職者連絡会
れ る。組織 数が多 い方が
西山 實紀 会長
様 々な面で メリッ トがあ
㈱アイネクスト
るからだろうが、しかし、
落合 新 社長
数 年後に状 況は大 きく変
ＪＲ四国労組顧問弁護士
化 すること から「 組織は
大平 昇 弁護士
数 」という 考え方 から、
四国キヨスク労働組合
「 組織は質 」とい う考え
安部 剛 執行委員長
方 に改めな ければ ならな
四万十の宿労働組合
い 。まさし く、組 織の舵
高岡 和哲
取 りを、組 織拡大 と平行
し て、充実 ・強化 へと進
大 会は、冒 頭、４ 月に
発生 した九州 大震災 によ
り亡 くなられ た方々 に黙
祷を 捧げた後 、浦川 執行
委員 の開会挨 拶で始 まっ
た。 まず、大 会準備 委員
長の 本社支部 池田書 記長
より 歓迎の挨 拶を受 けた
後、 林資格審 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 は杉
本代 議員（香 川支部 ）、
河野 代議員（ 愛媛支 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、「 国鉄改 革か
ら 年目を迎 えた。 この
間、 政治・経 済・社 会情
勢は大きく変化してきた。
今後 も私たち を取り 巻く
環境 は決して 容易な もの
30
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法であり 、平成 年度 末 を超 える経常 赤字を 見込 不 安となっ た。ハ ード対
に期限 切れを 迎える。 こ んで いるが、 ＥＵの 影響 策 、組合の 意見、 会社の
の延長 ・恒久 化に向け 、 等に より赤字 幅が拡 大す 回 答があれ ば教え ていた
組合員 への署 名活動や 地 るの か、また 対策が あれ だきたい。
方議会 での意 見書採択 な ば教えていただきたい。
総合労働 協約改 訂につ
ど、今 できる 全ての行 動
先 日、早発 事故が 発生 い て、労働 時間の 短縮と
を実践 したい と考えて い した 。待避遅 れの対 策で あ るが、純 粋に労 働時間
る。
ある 列車見張 員支援 シス を 減らすと いう考 え方で
また 現在、 「経営自 立 テム があれば 対応で きる い いのか。 その場 合、超
計画」 の達成 に向け労 使 と考 える。組 合員の 安全 過 勤務を助 長する 恐れが
で努力 をして いるが、 将 のた めにも早 期に導 入さ あ り解決に はなら ないと
来にわ たり四 国の鉄道 網 れるよう要請する。
考 える。実 施する のであ
を維持 するた めには、 外
会 社として も要員 不足 れ ば、職場 の人員 の増員
部環境 に大き く左右さ れ は認識しているようだが、 も 含めて検 討して いただ
ない新たな経営支援スキー 要員 不足を時 間外労 働で きたい。
ムが必要であると考える。 補っ ている部 分があ ると
工務の業 務用自 動車に
併せて 、鉄道 の高速化 に 感じ ている。 会社は １人 つい て、走行 距離が 万
ついて もその 必要性と 重 あた りの時間 外労働 時間 キ ロを超え たもの も多く
要性について訴えている。 をど の程度と 考えて いる 冷 房機能等 も満足 に働か
このこ とを実 現するた め のか 。また、 時間外 労働 な い車があ る中、 １台の
には、 まずは 、安全第 一 をせ ざるを得 ない状 況の Ｗ キャブが 新車に 置き替
に、地 域の人 に愛され 必 中、 大洲駐在 在勤組 合員 わ った。し かし、 非常に
要とさ れるバ ス・鉄道 で の松 山までの 特急パ スが 乗 り心地が 悪く長 距離移
なければならない。
更新 されなか った。 乗車 動 の際、体 への負 担が大
取り 巻く環 境は決し て 時間が １時間 分を 基準 き いため、 改善す るよう
容易な もので はないが 、 にし ていると 聞いた が、 要請する。
社会の 変化を 見据え、 運 確か に指定さ れた列 車で
動の原 点を確 かめ、職 場 あれば 約１時間 分 で松 嶋田 副委員長
で苦悩 する全 ての組合 員 山に 帰ること ができ る。
のため に労働 組合の使 命 しか し、時間 外労働 によ
と役割 を改め て認識し 、 り、 必ずしも 指定さ れた
ともに 新たな 一歩を踏 み 列車 に乗車で きると は限
出して い行く ための意 思 らず、後続列車であれば、
統一を お願い したいと 考 １時間 分を 超えて しま
える。
う。 また、退 勤から 発車
時間ま で 分 と短い こと
から 改善をし ていた だき
経営安定 基金運 用益に
たい。
質 疑討論 要旨
(
)
つい ては、平 成 年度が
極 端に悪か った訳 ではな
長濱 代議員
兵藤 代議員
（徳島支部） く、 平成 年度の 数字が
想 定以上に 良かっ たと捉
（愛媛支部）
え ていただ きたい 。今後
は 、英国の ＥＵ離 脱に伴
う 金融市場 の動揺 等もあ
り 、決して 楽観視 できる
状 況ではな いと考 えてい
る。 平成 年度は 大幅な
経 常赤字を 計画し ている
が 、組合と しても 、少し
で も改善で きるよ う増収
等の協力を要請したい。
退避遅れ 防止に ついて
は 、ＧＰＳ 等を活 用した
列 車接近装 置や警 報装置
な ど、ハー ド面で の支援
装 置の導入 を従前 より求
め ている。 会社か らは、
そ の装置に 頼り切 ってし
ま い、故障 時等に 逆に危
険 性が増す こと等 を危惧
28
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平成 年３ 月期決算 に
おいて 、経営 安定基金 運
用益が 前年と 比較し大 幅
な減少 となっ ている。 最
近では 英国の ＥＵ離脱 に
よる先 物取引 などの影 響
により、サーキットブレー
カーが 発動し たと聞い て
いる。平 成 年度の業 績
予想にお いても 、 億 円
28
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昨 年度、退 避不良 に伴
う非 常事態宣 言が出 され
た。 今年度に なり解 除さ
れた が、５分 前退避 の徹
底に努めている。しかし、
先日 分早発 する事 故が
発生 した。幸 いその 区間
で作業が行われていなかっ
たた め、重大 事故に は至
らな かったも のの、 関係
会社 等への退 避の指 導が

10

27
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し ており 、信頼 性や精 度
に ついて ＪＲ他 社の事 例
を 参考に 勉強中 である と
い う回答 が続い ている 。
本 部は、 会社の 慎重な 姿
勢 は理解 するも のの、 支
援 装置は あくま でも補 完
的 な位置 付けで あると の
認 識の下 、支援 装置の 導
入 を引き 続き求 めてい き 率化以 降、保 守エリ アの
拡大や 工事量 の増加 によ
たい。
時間外 労働に ついて 、 り要員 が不足 してい る。
作 業計画 段階に おいて 超 会社は 要員の 確保を 行っ
過 勤務あ りきの 計画は 組 ている とのこ とだが 、松
ま ないと 考える が、平 成 山地区 では昨 年に比 べ要
年度 までの間 は支援 策 員が減 少して いる。 要員
等 により 業務量 が増加 す が増え ない中 、新入 社員
る ことが 想定さ れる。 現 が退職 者の穴 埋めを する
在も厳しい要員需給の中、 状況で あり、 今年度 は修
中途採用・助勤・逆出向・ 繕費も 増加し 危機的 状態
嘱 託雇用 など、 会社も で になり つつあ る。こ のよ
き る限り 要員を 確保す る うな状 況の中 で、せ めて
ための施策を打っており、 減少さ せるこ とが可 能な
今 は体力 の限界 だと考 え パワフル活動、研究論文、
る 。時間 外労働 の実績 は 希望工 事提出 、調査 報告
会 社と意 見交換 を行い な 等の締 切延伸 など一 時的
が ら、本 部とし ても定 期 に停止 し、業 務を軽 減さ
的 にチェ ックし ている 。 せる必要があると考える。
併 せて、 やむを 得ず時 間 支援策 により 工事が 増加
外 労働が 発生す るので あ する中 、要員 確保が 困難
れ ば、一 個人に 集中す る であれ ば、業 務の一 部を
の ではな く時期 も含め て 削るこ とで組 合員の 負担
平 準化す るよう 求めて お を軽減させるべきである。
業務用自動車について、
り 、引き 続き、 チェッ ク
す るとと もに、 時間外 労 今回、 松山電 気区に おい
働 の削減 は訴え ていき た て２件 の自動 車事故 が発
生した 。いず れも「 もら
い。
特急パ スの特 認につ い い事故 」であ ったが 、破
て は、そ の性質 上、一 定 損状態 が酷く ２件と も修
の 線引き が必要 である と 理不能 となっ た。こ ちら
考 える。 全体の 緩和に つ に過失 がない 状態に も関
いての必要性については、 わらず 、業務 用自動 車の
今 後検討 させて いただ き 納入が なく、 仕事を する
た い。ま た、各 職場に お うえで不便を感じている。
い て退勤 から乗 車まで の また、 運転手 は手当 もな
時 間が現 状に合 致した も く普段 の業務 を行っ たう
のか、会社に確認したい。 えに、 長距離 運転を 余儀
労働時 間の短 縮につ い なくさ れてい る。修 理不
て は、連 合の中 期時短 方 能とな った業 務用自 動車
針 に則り 、総合 労働協 約 を早期 に取り 替える 体制
改 訂交渉 時に申 し入れ て に改善 すると ともに 、運
い る。現 状の会 社体力 か 転手を 労わっ た風潮 づく
ら すると 時間短 縮は難 し りが必要であると考える。
いという回答ではあるが、
引 き続き 、会社 の体力 も 嶋田 副委員長
以前 より、 組合も 増員
勘 案しな がら改 善を申 し
につい て会社 に求め てい
入れていきたい。
るが、 現場か らも現 場長
を通し て声を あげて いた
正岡 代議員
（愛媛支部） だきた い。ま た、時 期に
電気職 場にお いて、 効 より工 事量に 波動が ある
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こと から、 助勤等も 活用
しな がら対 応してい きた
いとの回答を得ている。
工 務職場 において は、
箇所 により 訴える内 容に
違い がある ため、内 容を
把握 ・精査 し、改善 に向
け取り組んでいく。
業 務用自 動車の補 充に
つい ては、 早急に改 善す な り、特に 問題な く試行
るよ う取り 組んでい く。 さ れている と考え る。そ
また 、自動 車事故防 止対 こ で、更に 業務拡 大や他
策として、ドライブレコー 管 理駅にお いても 実施す
ダー やモー ビルアイ 等、 る ことで定 年退職 後の雇
安全 支援装 置を設置 する 用 の拡大・ 安定に つなが
る と考える が、今 後、業
よう求めている。
務 委託を拡 大する 計画が
あ るのか教 えてい ただき
土井 代議員
（香川支部） たい。
現在、添 乗業務 につい
て は、超勤 手当、 夜勤手
当 が支給さ れてい ない。
現 状及び過 去の実 態調査
の うえ、添 乗にお ける勤
務 、拘束時 間を具 体的に
明 示し正当 な賃金 を支給
す べきであ る。ま た、添
乗 業務は貸 切バス や夕食
看 護休暇 について 、年 時 等、お客 様の対 応が非
間の 取得率 を教えて いた 常 に大変で ある。 現在の
だき たい。 また、男 女平 添 乗旅費で は、割 に合わ
等参 画や育 児支援の 観点 な い部分も あるの で、増
から 、看護 休暇の対 象と 額 及び添乗 手当の 新設を
なる 子の対 象年齢の 引き 要請する。
上げ 及び制 度取得促 進の
多度津駅 におい て、跨
ため にも、 有給休暇 とな 線 橋工事が 行われ るが、
るよう改善を要請する。 日 中も工事 が行わ れるこ
Ｊ Ｒ西日 本におい て、 と から、架 線や入 換作業
事故 の発生 を招いた 人為 に 支障がな いよう 安全対
的ミス、ヒューマンエラー 策 が図られ ている のか教
を起 こした 乗務員等 を懲 えていただきたい。
戒処 分やマ イナス評 価の
契約社員 につい て、組
対象 としな い制度が でき 合 へ加入し ている 方と未
た。 ＪＲ連 合松岡会 長も 加 入の方が いるが 、同じ
この ような 取り組み がＪ よ うに恩恵 を受け ている
Ｒ他 社にも 広がって いく と 感じる。 加入者 と未加
こと を期待 している 、と 入 者でどの ように 差を付
述べ ている が、本部 は四 け ているの か教え ていた
国に おいて も取り組 むべ だ きたい。 また、 契約社
きと 考えて いるのか 教え 員 について も、更 なる組
ていただきたい。
織 拡大に取 り組む よう要
今 年度末 には税制 特例 請する。
措置 が期限 切れを迎 える
が、 どのよ うな取り 組み 川﨑 特別代議員
を行 ってい くのか教 えて
（運転部会）
複線区間 でのワ ンマン
いただきたい。
運 転は、ド アの開 閉誤り
が 即座に人 命に関 わる重
菅原 代議員
（香川支部） 大 事故に直 結する 。ホー
本 年４月 から高松 駅管 ム センサー は順調 に試験
理業 務が一 部業務委 託と が できてい ると聞 いてい

代議員
（高知支部）

るが、ハ ード対 策が構 築
されてか ら運用 するの が
順序であ ると考 えてい る
ため、複 線区間 でのワ ン
マン運転 は早急 に廃止 す
べきであ る。ま た、単 線
区間のワ ンマン 運転に つ
いて、経 営状況 からワ ン
マン化は 必要で あると 考
えるが、 時間帯 や利用 状
況をもう 少し分 析すべ き
である。
新型特 急電車 ８６０ ０
系の乗り 心地を 改善す る
よう要請 する。 また、 新
型特急気 動車を 導入す る
と聞いた が、８ ６００ 系
と同じ車 体傾斜 システ ム
を採用す るのか 教えて い
ただきたい。

武政

今年６ 月に土 讃線阿 波
池田～三 縄間に おいて 倒
木被害が 発生し た。幸 い
負傷者は 出なか ったも の
の、車両 の損傷 や長時 間
にわたり 列車を 抑止さ せ
る事象と なった 。お客 様
に安心し て利用 してい た
だくため には、 点検強 化
や老朽し た沿線 樹木の 伐
採など対 応策が 必要で あ
ると考える。
国鉄時 代から の古い 建
物が多数 あり、 耐震化 で
きていな 状況に あると 考
える。今 後、発 生する こ
とが予想 されて いる南 海
トラフ地 震の際 には、 倒
壊する恐 れがあ り避難 も
ままなら ない状 況にな る

代議員
（愛媛支部）

可能性 がある ことか ら、
早急に 耐震状 況を確 認す
るとと もに対 応を要 請す
る。

森

運転 士登用 を前提 とし
た契約社員車掌について、
契約上 、運転 士にな れな
かった 場合に は社員 にも
なれず 、契約 更新も され
ないこ とは理 解して いる
が、病 気など 自分の 意思
とは異 なる理 由によ り運
転士を 目指す ことが 不可
能とな った場 合には 、そ
の他の 職種の 契約社 員と
して雇 用し、 社員登 用試
験を目 指すこ とので きる
枠組み も必要 である と考
える。
エキ スパー ト社員 につ
いて、 動力車 乗務員 は短
日数勤 務制度 の働き 方の
選択が できる が、列 車乗
務員に ついて は選択 肢が
ない状 態であ る。今 後、
大量退 職時代 を迎え てい
く中で 、エキ スパー ト社
員の力 が必要 である と考
えている。そのためにも、
日勤行 路の拡 大や専 用行
路の新 設等と 併せて 、短
日数勤 務制度 の適用 職種
の拡大を要請する。
８６ ００系 の乗り 心地
を改善 すると ともに 、今
後、導 入が計 画され てい
る新型 特急気 動車に おい
ては、 更にこ う配・ 曲線
のきつ い線区 での運 用と
なるが 、８６ ００系 と同
じ車体 傾斜シ ステム の導
入が適 してい るか考 え方
を聞かせていただきたい。

嶋田副委員長

ＪＲ 西日本 の非懲 戒の
関係に ついて は、他 産業
の導入 事例か ら事故 件数
が減少 したこ とを受 け、

福知山 線列車 事故以降 、
更なる 報告文 化を醸成 さ
せよう と西日 本会社は 取
り組ん できた 。そして 今
回、安 全確立 に向け研 究
を進め る専門 機関等で 検
討し、 この制 度を確立 し
たと聞いている。しかし、
非懲戒 とする か否か、 そ
の線引きが非常に難しく、
故意、 悪意の 有無は専 門
の委員 会にお いて判断 す
ると聞 いてい る。また 、
非懲戒にすることにより、
業務の 特殊性 や責任感 が
薄れて いく恐 れもある と
危惧さ れる。 ＪＲ四国 に
おいて ヒュー マンエラ ー
が発生 した場 合は、そ の
内容に より判 断し、一 時
的に業 務から 外す等の 対
応をし ている 。それは 決
して懲 罰的な ものでは な
く、本 人の精 神面等を 考
慮して のこと だと組合 も
判断し ており 、現行の 取
り扱い で特段 問題ない と
考えている。
高松 駅管理 業務の部 外
委託に ついて 、この間 大
きな問 題は発 生してい な
いという回答を得ている。
今後の 拡大に ついては 現
在試行 中であ るため、 業
務内容 、異常 時対応、 他
管理駅 への拡 充等を含 め
検討している段階であり、
現時点 で具体 的な時期 等
につい ては会 社からの 回
答は得 ていな い。もう し
ばらく 高松管 理駅での 試
行状況 をみて 検討する と
会社は考えている。
添乗 旅費に ついては 、
過去、 会社か ら同業他 社
の状況 等を勘 案しなが ら
改訂さ れた経 緯がある 。
その後 も交渉 において 、
会社と かなり 議論した が
改善に は至ら なかった 。
添乗業 務全て を勤務と 見
なすか どうか は、判断 が
難しい 部分も あると認 識
してい る。総 合労働協 約
改訂に おいて 諸制度の 改
訂、諸 手当の 増額をど の
ように 求めて いくかは 議
論していきたい。
多度 津駅の 跨線橋工 事
の関係 で線路 や架線撤 去
が想定 される 。現在、 高
松運 転所構内 におい ても
工事が施工されているが、
会社 には工事 内容や 計画
図面 をできる だけ早 く現
場に 周知する よう申 し入
れて いる。安 全面で の問
題が あれば、 本部に 連絡
していただきたい。
複 線区間で のワン マン
運転 は、組合 として も、
ハー ド対策が 構築さ れて
から 実施すべ きであ ると
考え ている。 現在、 ホー
ム検 知装置に ついて は、
試験 運転を実 施して いる
と聞 いている が、戸 挟み
検知 装置も含 め、早 急に
整備するよう、引き続き、
訴えていく。
８ ６００系 の乗り 心地
につ いては、 本部と して
も改 善が必要 である と考
えて おり、会 社には 改良
を求 めている 。また 、新
型特 急気動車 も同様 、こ
のシ ステムの 採用は 問題
があると訴えている。
沿 線樹木の 支障に つい
ては 、工務の 方の巡 回強
化を お願いし ながら 、先
手先 手で対策 を講じ るよ
う会 社に要請 してい きた
い。
老 朽建物に ついて は、
優先 順位を付 けて撤 去や
耐震 補強をし ている と認
識し ている。 今後も 順次
対策 をしてい くと思 われ
る。
運 転士登用 を前提 とし
た契 約社員車 掌が、 運転
士と して乗務 するに 適さ
ない 病気等に より乗 務不
可能 となった 場合、 現行
の契 約上、雇 用更新 され
ない ことはや むを得 ない
と考 える。な お、治 癒可
能な 病気やケ ガにつ いて
は、 会社も柔 軟に対 応し
ていると認識している。
エ キスパー ト社員 の列
車乗 務員への 短日数 勤務
制度 の導入や 専用行 路の
新設 について は、従 前よ
り求 めており 、組合 とし
ては 導入可能 である と考
えて いる。引 き続き 、改
善を 求めてい く。ま た、
今回 会社より エキス パー
ト社 員の動力 車乗務 員の
専用 行路につ いては 検討

執行委員

なく「 実現」 に向け て動
き出し ている ように 感じ
る。引 き続き 、ＪＲ 連合
や支援 議員な どの関 係各
方面へ の働き かけを 要請
する。
来年、 会社発 足 年の
節目を迎 えるが 、次の
年後に 向けて 、四国 の鉄
道ネッ トワー クをは じめ
とする 交通ネ ットワ ーク
をいか に維持 するか は重
要な課 題であ る。今 後の
人口減 少を鑑 みると 、現
在の制 度やス キーム では
交通ネ ットワ ークを 維持
するこ とは非 常に困 難で
あると考 える。 今年 月
に開催 される ＪＲ連 合政
策シン ポジウ ムでは 、私
たち組 合員も 学び、 質の
向上を 図りた いと考 える
が、組 合とし ても鉄 道の
災害復 旧、安 全・防 災対
策の強 化や鉄 道施設 の維
持更新 といっ た喫緊 の課
題につ いて、 国の支 援の
拡充に 向けて 、関係 各方
面への 要請行 動に取 り組
んでいただきたい。

林
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代議員
（香川支部）

副委員長

書記長

組合とし ても、 今後、
更に人口減少が進む中で、
四 国の鉄道 ネット ワーク
を維持していくためには、
新 幹線の導 入等抜 本的高
速 化が必要 であり 、収入
の 柱を持つ ことに より地
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。今後 、
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 ではな く、な
い のが特別 である 』との
認 識を持っ ていた だきた
い 。４月に は国土 交通省
に おいて、 四国新 幹線の
必 要性につ いて訴 えてき
た ところで ある。 引き続
き 、ＪＲ連 合や国 会議員
懇 談会等を 通じて 国に対
し 調査費の 計上を 訴える
な ど、取り 組みの 強化を
図 りたいと 考えて いる。
月には 四国にお いて、
Ｊ Ｒ連合の 政策シ ンポジ
ウ ムが開催 される 。全国

眞鍋

てい るのか 教えてい ただ 組 んでおり 、併せ て、休
憩 室の整備 や更な る安全
きたい。
対 策の構築 につい ても会
社 に訴え続 けてい る。引
曽川 代議員
（香川支部） き 続き、安 全対策 につい
て は工務系 職場の みなら
ず 、改善に 向けて 取り組
ん でいくと ともに 、諸手
当 の改善等 は業務 内容と
責 任度合い 、また 特殊性
な どを勘案 しつつ 求めて
いきたい。
高松運転 所の苦 情の件
に ついては 、毅然 とした
対 応をする よう会 社に要
請したい。
乗務が発 生する のは、
定 められた 循環の 行路で
乗 務するた め、４ 週間に
８ 日入るべ く公休 ・特休
日 が多く入 る時や 、また
逆 の場合も 発生す る。特
定 週や年間 休日が 定めら
れ ている以 上、こ れはや
む を得ない ことで あるこ
とをご理解いただきたい。
拘 束時間が 長時間 に及ぶ
行 路につい ては、 本社・
現 場間での 調整に より改
善 できると 考えて いる。
組 合として も効率 的な行
路となるよう訴えていく。

嶋田

高 松運転 所車両基 地に
おい て、数 年前より 近隣
住民 から苦 情が寄せ られ
てい る。当 初は汽笛 吹鳴
や起 動試験 等に関す るも
ので あった が、今で は機
関の 始動時 間等、徐 々に
エス カレー トし構内 当直
に対 し、恐 喝まがい の電
話や 乗務員 に対して 盗撮
とも 言える 行為もあ り、
特に 女性乗 務員が不 安に
感じ る事象 が発生し てい
る。 現在も この状況 は続
いて いるこ とから、 法的
手段 も含め 毅然とし た対
応を要請する。
高 松運転 所では、 行路
の編 成によ り乗務が 発生
してい る。ま た、 時間
近い 拘束時 間の行路 もあ
るな ど、現 場から改 善を
求め る声が 出ている 。次
期ダ イヤ改 正もしく は行
路改 正時に は働きや すい
職場 環境と なるよう 改善
を要請する。
今 後、大 量退職に よる
組合 員の減 少に伴い 、組
合費 の大幅 な減収が 考え
られ る。現 時点にお いて
組合 費の増 額等、中 長期
的な ビジョ ンがあれ ば教
えていただきたい。
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現 執行部 体制にお いて
工務 系出身 者は不在 では
ある が、改 善要求項 目に
つい ては、 工務部会 の各
級会 議や工 務職場の 学習
会にも参加するとともに、
支部 、分会 から出さ れた
問題 点も精 査し改善 要求
を行 ってい る。具体 的に
は、 夜間特 殊業務手 当の
改善 などは 過去より 取り

代議員
（徳島支部）

の取り組 み等に ついて 組
合員の皆 様と知 識の共 有
を図りたいと考えるので、
組合員各 位の参 加を要 請
する。
災害対 策、防 災の拡 充
について は、補 助金や 税
制関係な ど、引 き続き 、
国へ要望していきたい。
組合費 収入の 減少に 伴
い、経費 削減に 取り組 ん
でいる。 昨年開 催した 組
織財政専 門委員 会の中 で
も議論し たが、 数年間 は
組合費を 値上げ しなく て
も、ＪＲ 四国労 組運動 は
継続して いける という 結
論に至っ たこと から、 現
時点にお いて組 合費の 値
上げは考 えてい ない。 今
後、長期 的なこ とに関 し
ては、組 合員の 推移、 組
合費収入 、支出 を見極 め
ながら検 討した いと考 え
ている。

永正

代議員
（香川支部）

近年 、若手 社員の 離職
率が高くなってきており、
優秀な 人材を 確保す るの
が困難 になっ てきて いる
と考え る。公 務員に 転職
したり 家業を 継いだ りと
理由は 様々で あるが 、中
には賃 金や労 働条件 、職
場環境 といっ た理由 で離
職している組合員もいる。
組合と しても 優秀な 人材
確保の ために 何らか の対
策をするよう要請する。

安藤

高松 車掌区 におい ては
慢性的 な要員 不足の 中、
客室乗 務員へ の助勤 が常
態化し ている 。未だ に客
室乗務 員制度 が定着 しな
いのは 、採用 方法や 行路
に問題 がある と考え る。
採用を 年２回 から年 ４回
に増や すとあ るが、 研修
と見習 いに時 間と労 力を
要する のであ れば、 長年
の経験 が蓄積 された エキ
スパー ト社員 を組み 込ん
で、日 勤行路 として 乗務
してい ただく ことが 最も
効率的 である と考え る。
また、 本社所 属から 現場
所属へ の移管 を検討 する
という 前向き な会社 回答
もあっ た。異 常時対 応や
要員問 題等、 これま で解
決でき なかっ た課題 を解
決するよう要請する。
土讃 線特急 列車の 増結
による ホーム 外れに 伴い

ＮＦＢ でのド アの締 め切
後藤 特別代議員
（香川支部青女） り扱いが発生した。今後、

大量退 職時代 を迎え 、
各区所に おいて は要員 不
足となっ ている 。この よ
うな現状 でこれ からの 阿
波踊り運 用に対 応する の
は厳しい 状況で ある。 乗
務員の負 担軽減 、技術 継
承促進の ために も適正 な
要員確保を要請する。
若手社 員の賃 金の底 上
げ、モチ ベーシ ョン向 上
の観点か らも、 若手社 員
に対する ベース アップ を
実施するよう要請する。
保有車 両につ いて、 工
場入場や 交番検 査、故 障
により車 両が使 用でき な
い場合が あり、 運用が 厳
しい状況 が多々 ある。 予
備車を含 め、保 有車両 の
見直しを要請する。
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営業線内作業において、
触車に よる危 険性や 夜間
作業で は限ら れた時 間の
中で業 務を完 遂させ るべ
く、常 に責任 や危険 と対
峙して いる。 しかし なが
ら、そ れらに 対する 対価
として の手当 がない のが
現状で ある。 総合労 働協
約改訂 交渉に おいて 、工
務系組 合員に 関係す る手
当の増 額・新 設につ いて
どのよ うな内 容で要 求し
たのか 教えて いただ きた
い。ま た、工 務系出 身者
が不在 の現執 行部体 制に
おいて 、工務 特有の 交渉
を行う 中で、 どこま で具
体的に 言及や 要求を でき

10

浦川

代議員
（本社支部）

準組合 員につ いては 、
夏 季一時 金の要 求書を 変
更してきた。結果として、
未 加入者 に対し ても同 様
の 一時金 が支払 われる 。
ここは歯がゆさもあるが、
し かし、 各種共 済に加 入
で きるメ リット 等もあ る
の で、各 級機関 におい て
周 知をお 願いし たい。 加
入 状況に ついて は、各 地
区 におい てバラ ツキが あ
る ことか ら、各 級機関 の
協 力を要 請し、 加入促 進
に努めたい。

森安

四国４ 県及び 経済団 体
で 構成す る「四 国の鉄 道
高速化連絡会」において、
新 幹線導 入に向 けて国 へ
の 要望活 動やシ ンポジ ウ
ム が開催 される など、 そ
の 機運は 着実に 高まっ て
い ると考 える。 また、 連
絡会が発行するパンフレッ
ト には、 新幹線 整備は 優
良な公共事業であること、
瀬 戸大橋 が新幹 線に対 応
し た規格 ですで に建設 さ
れ ている こと等 、新幹 線
整 備は決 して「 夢」で は
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し ていく、 との今 までに 引 き続き 、看護 休暇の 有
な い回答を 得てお り、一 給 化とあ わせ育 児休職 、
看 護休暇 、育児 短時間 勤
歩前進と考えている。
務 の対象 となる 子の対 象
年 齢引き 上げ等 、男女 が
眞鍋 書記長
と もに取 得しや すい制 度
と なるよ う、改 善を求 め
取り組んでいく。

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、ま
ず はＪＲ連 合との 連携を
図 り、パン フレッ ト等も
活 用しなが ら国会 議員に
対 し要請行 動を展 開して
い く。また 、地方 議会で
の 意見書採 択に向 け取り
組 むととも に、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。

執行委員

看護休暇 の取得 率につ
い ては把握 してい ないた
め 、後日回 答をし たいと
思 う。育児 支援の 関係に
つ いて、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 たが、 これで
満足している訳ではない。

幸
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多客輸 送期間 において 、
増結が 想定さ れるので あ
れば、 ホーム の嵩上げ や
延伸等の対策を要請する。

副委員長

執行委員

は、 安全を最 優先し 、焦
るこ となく確 実な作 業を
心がけていただきたい。
賃 金改善に ついて は、
一部 の年齢層 にのみ ベー
スア ップ要求 という 考え
はな い。しか し、今 後、
新規 採用が困 難にな って
くる ことも想 定され るこ
とか ら、初任 給の改 善を
求めている。

浦川
公 務員や家 業に専 念す
るた めに離職 するの は、
一定 程度仕方 ないと 考え
てい る。しか しなが ら、
職場 環境等が 理由で 離職
して いる組合 員につ いて
は、 各級機関 役員・ 組合
員が フォロー アップ し、
問題 解決する ことに より
事前 に食い止 める取 り組
みを お願いし たい。 組合
とし ては新規 採用者 が配
属さ れる際に 、一人 では
なく 複数名で 配属さ せ、
同期 で相談で きる環 境を
整え るよう会 社に申 し入
れている。

代議員
（本社支部）

年 代に偏り があり 、特に
若 手の中で は温度 差が感
じ られ、青 年女性 会議と
し て支部や 分会で 四国新
幹 線につい て議論 し、周
知 すること を心が けてい
る が、機会 が少な く限界
が ある。そ こで組 合とし
て もユニオ ンスク ールの
場 などで議 論する 機会を
設 けていた だくよ う要請
す る。組合 として も機運
の 醸成に努 めるの はもち
ろ ん、会社 でも社 員に対
し て、四国 新幹線 の正し
い 知識をし っかり 教育し
て いく風土 を作る よう組
合 からの働 きかけ を要請
する。

三好

続けていくうえでの制度、 申告に よりそ れが適 切と 対応するよう要請する。
設 備の整 備が必 要不可 欠 判断さ れるの であれ ば、
現 在、４ 時間以上 の連
で あると 考える 。結婚 や その就 業に対 する超 勤手 続運転 をする 場合、 分
出 産後も 働き続 けるこ と 当は支 払われ るべき であ の休 憩を取 らなけれ ばな
が できる 、働き 続けた い り、適 正な超 勤管理 がで らな い決ま りがある が、
と 思える ような 制度や 職 きると考える。
改札 時間が 休憩時間 と見
種 の拡充 など、 具体的 に
契約 社員に 対する 購入 なさ れてい る。改札 時間
は 、託児 所の設 置、短 時 券の増 付与要 求につ いて も業 務とし て取り扱 うよ
間 勤務制 度の拡 大、育 児 は、業 務対策 委員会 で議 う改善を要請する。
休 職取得 に伴う 昇給の 取 論させていただきたい。
現 在、国 などでも 労働
り 扱い改 善、女 性用設 備
時間 短縮の 方向に向 かっ
の 整備等 の改善 に向け 取 幸 執行委員
てい る。組 合として も安
４月 に女性 活躍推 進法 全・安心運行のためにも、
り 組むよ う要請 する。 ま
た 、休職 者に対 して会 社 が施行 され、 ＪＲ四 国に 引き 続き、 会社に訴 えて
情 報を提 供でき るシス テ おいて も採用 者にお ける いただくよう要請する。
ム 等があ れば、 休職中 も 女性割合 を ％以上 にす
孤独を感じないと考える。 るとい う行動 計画を 策定 北岡 特別代議員
今 後も女 性が納 得して 働 したこ とから 、今後 、女
（運転部会）
く 環境づ くりを 本気で 考 性が増 えるこ ととな る。
え る時期 にきて いると 感 従前よ り、定 年退職 まで
じ ている 。引き 続きの 取 働き続 けられ る職場 ・職
種・制 度等の 整備を 訴え
り組みを要請する。
てきた 。引き 続き、 退職
まで働 き続け られる 環境
眞鍋 書記長
月 に四国で 開催す る が整備 される よう取 り組
Ｊ Ｒ連合 の政策 シンポ ジ んでいく。託児所の設置、
ウ ムが機 運の醸 成を図 る 休職者 に対し てシス テム
車 両検修 の部外委 託を
取り組みのひとつであり、 を活用 しての 情報開 示に
Ｊ Ｒ四国 の取り 組みを 全 ついて は、会 社の体 力、 実施し てから 年が 経過
国 のＪＲ 連合の 仲間に ア セキュ リティ の問題 から しよ うとし ている。 当初
ピ ールす る良い 機会だ と 現行極 めて難 しいと 考え の目 的であ ったグル ープ
考 えてい る。ぜ ひ、組 合 る。し かし、 短時間 勤務 一体 となっ た技術継 承は
員 の皆様 にも多 数参加 し 制度や 育児休 職等の 対象 でき ている のか。現 状は
ていただきたい。
となる 子の年 齢引き 上げ 出向 社員が そのまま 残っ
高速鉄 道の必 要性に つ 等、制度改善については、 てお り、プ ロパー社 員が
い ては、 「四国 の鉄道 を 引き続 き、改 善に向 け取 増加 したと は思わな い。
定例 作業以 外が請け 負え
考 える国 会議員 連絡会 」 り組んでいく。
るよ うにす るために は、
に おいて 、国会 議員に 訴
人材 を確保 する必要 があ
え ている ととも に、国 土 野村 代議員
交 通省へ の要請 行動を 展
（自動車支部） る。 技術系 の仕事は 経験
も必 要であ り、計画 的な
開 してい る。ま た、定 期
採用 を実施 し技術継 承を
的 に開催 されて いるＪ Ｒ
図る うえで 、魅力あ る賃
連 合政策 委員会 やあら ゆ
金も必要であると考える。
る場において訴えている。
ＪＲ 四国労 組が介入 でき
ユニオ ンスク ールを 中
ない部分もあると思うが、
心 とする 教育活 動の中 で
要員 の確保 と技術継 承に
も 政策に ついて の講義 を
向け ての取 り組みを 要請
行 ってい る。そ の中で 、
する。
四 国の鉄 道高速 化の必 要
歳からの 係数は 撤廃
性 につい ては講 義を行 っ
ており、各世代において、 したも のの、 年令給 の減 松浦 代議員
共 通認識 を持つ よう取 り 額の問 題が残 ってい る。
（香川支部）
現状か らする と、こ の減
組んでいる。
額が生 活に響 いてく る。
昨今、 同一労 働同一 賃金
嶋田 副委員長
の流れ になっ ており 、安
全かつ 安心し てお客 様に
乗っていただくためにも、
社員に 生活面 の不安 があ
れば業 務にも 集中で きな
くなる ことか ら、早 急に
10

働き方改革については、
各 部署に おいて 意思統 一
を 図りな がら取 り組ん で
い ると認 識して いる。 し
男女平等 参画の 観点か か し、ど うして も休日 出
ら も、男女 がとも に働き 勤 せざる を得な い場合 、

髙島 特別代議員
（本社支部青女）

現在、ノ ー残業 デーの
中内 特別代議員
（愛媛支部青女） 徹 底が全社 的な取 り組み
と なってお り、仕 事にメ
リ ハリをつ けて定 時退社
す ることに は賛同 してい
る。しかし、ノー残業デー
以 外に遅く まで残 業をし
た り、休日 に出社 する人
を 見かける 。適切 な業務
管 理、超勤 管理を すべき
であると考える。
現在、契 約社員 には年
間 枚の購 入券が 支給さ
れ ている。 社員と の不公
平 感是正の ために も購入
券の増付与を要請する。

青 年女性会 議とし て、
未来 の四国の 公共交 通を
維持 していく ために は四
国新 幹線は必 ず必要 だと
考え る。議案 書の運 動方
針に 、鉄道の 高速化 実現
には 引き続き 地元に おけ
る機 運の醸成 が重要 とあ
るが 、本部と して具 体的
にど のような 取り組 みを
行っ ているの か教え てい
ただ きたい。 また、 各種
集会 等で高速 鉄道導 入の
必要性を訴えるとあるが、
具体 的にどの ような 方針
か教 えていた だきた い。
私自 身、四国 新幹線 に関
する シンポジ ウムに 何回
か参 加したが 、参加 者の

副委員長

高松運転 所の検 修は若
手 社員が少 なく技 術継承
を 行ううえ で課題 がある
と 感じてい る。現 在、新
卒社員を工場に配属させ、
数 年経験を 積ませ た後に
現場に配属させているが、
採 用時点で 現場配 属とな
る よう改善 を要請 する。
ま た、メン テナン スのプ
ロ パー社員 から技 術習得
を 目的とし て、Ｊ Ｒへの
逆 出向を希 望して いると
聞 いており 、他箇 所にお
い ては逆出 向を実 施して
い る。高松 運転所 におい
て も逆出向 を実施 するよ
う要請する。
現在、高 松運転 所構内
は 研修セン ター移 転に向
け 工事中で ある。 そのた
め 、一部使 用停止 となっ
た 線路があ る中、 気動車
の 組成等に より作 業が増
加 し安全面 で問題 が発生
し ている。 今後、 構内の
配 線等、変 更があ ると思
わ れるが、 電化さ れてい
な い線路の 電化を 検討す
るよう要請する。
今後、経 営支援 策の取
り 組み、四 国新幹 線の実
現 、チーム 公共交 通の実
現 に向けて は、国 だけで
は なく地方 議会に 要請す
る 機会も想 定され る。組
合 としても 議員団 会議の
充 実に向け 、組織 内議員
を つくる取 り組み をどの
よ うに考え ている のか教
えていただきたい。
周年 記念事業 につい
て 、どのよ うな取 り組み
を するのか 教えて いただ
きたい。

嶋田
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自動車支 部組合 員の賃
金 について は、 歳以上
の 組合員だ けでな く、全
て の世代に おいて 改善す
る よう交渉 に取り 組んで
き た。引き 続き、 労働時
間 短縮も併 せて、 総合労
働 協約改訂 交渉や 春闘交
渉 において 取り組 んでい
く。
休憩時間 につい ては、
国 土交通省 の配置 基準と
厚 生労働省 の改善 基準告
示とで見解の相違があり、

ジェイア ール四 国バス に
おいては、ハンドルを握っ
ていない時間については、
休憩等と見なされている。
組合は、 接客時 間も業 務
であると 考えて おり、 引
き続き、 会社に 改善を 求
めるとと もに、 ＪＲ連 合
自動車連 絡会を 通じて 国
土交通省 への要 請行動 も
展開していく。
メンテ ナンス の要員 確
保につい ては、 賃金の 問
題も背景にあると考える。
直接グル ープ会 社へ申 し
入れることはできないが、
会社を通 じて人 材確保 に
向けた改 善を申 し入れ て
いく。
メンテ ナンス への業 務
移管につ いては 、高松 運
転所や松 山運転 所にお い
ても当初 の予定 通り進 捗
している とは言 えない 状
況である 。経営 協議会 に
おいて、 現状を 正確に 把
握し、問 題点の 改善を 図
るよう訴 えてお り、会 社
も調査を 行うも のと考 え
ている。 引き続 き、改 善
に向けて取り組む。
高松運 転所の 配線に つ
いては、 構内の 集約化 の
ため架線 の移設 工事が 行
われてお り、架 線のあ る
線路が限られているため、
効率の悪 い入換 作業が 発
生してい る。す でに、 会
社には現 場の声 を反映 し
て対応す るよう 訴えて お
り、現場 の管理 者には 早
めに工事 計画が 示され る
と思うの で、よ り安全 性
が確保で きる設 備環境 と
なるよう 会社と 協議し な
がら安全 作業に 努めて い
ただきたい。
新規採 用者の 検修職 場
への配属 は、多 度津工 場
にて基礎 知識を 習得し た
後、現場 に特化 した業 務
を身に付 けても らうよ う
になって いるが 、現行 の
育成方法 に問題 がある な
らば改善 を申し 入れる 。
現状の課 題やメ リット ・
デメリッ トを教 えてい た
だきたい 。逆出 向につ い
ては、他 系統に おいて 実
施してい る事例 もあり 、
技術継承 、技術 向上の た

書記長

めにも 有意義 な意見 とし
て会社 に対し 申し入 れて
いきたい。

眞鍋

今年 、ＪＲ 四国労 組結
成 年目とい うこと で、
次期定 期大会 に向け て、
まずは 各支部 の代表 者も
含めて 検討委 員会を 立ち
上げた いと考 えてい る。
内容等 につい ては、 委員
会の中で議論していくが、
皆様の 記憶に 残る記 念事
業がで きるよ う検討 して
いきたいと考えている。

執行委員

代議員
（愛媛支部）

現在 、松山 駅管理 管内
の今治 駅では 、松山 駅か
ら恒常 的に助 勤を行 って
いるに も関わ らず、 要員
不足により駅長自ら出札・
改札業 務を行 ってい る状
況であ る。新 入社員 が見
習いを 終え本 務とし て業
務でき るよう になれ ば、
要員に 多少の ゆとり がで
きるが 、その 後、若 手社
員が車 掌研修 に入る こと
となり 、また 要員不 足と
なって しまう 。駅に 配属
されて １～２ 年で車 掌に
なると いうサ イクル を見
直さな ければ 、日々 の業
務の負担増加だけでなく、
技術継 承にお いても 大き
な不安 がある 。この よう
な問題 に対し て、ど のよ
うに考 えてい るのか 教え
ていただきたい。

真砂

現在 、議員 団会議 に３
名所属 してい ただい てい
るが、 今後、 組合員 の中
で議員 を目指 す方が いれ
ば、組 合とし てもサ ポー
トしたいと考えている。

浦川
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乗務 員職場 に限らず 、
各職場 におい て要員が 不
足して いるの が現状で あ
る。会 社の経 営体力な ど
を勘案 すると 、直ぐに 改
善され るのは 困難と考 え
るが、 引き続 き、適正 な
要員確 保に向 けて訴え て
いく。
客室乗務員については、
当初３ 年程度 で整理す る
計画で あった が未だに で
きてい ない状 況であり 、
原因は 客室乗 務員の要 員
不足に あると 考える。 採
用回数 を年４ 回に増や す
とある が、こ の間の状 況
を判断 すると 行路数の 縮
小が実 効的と 考える。 経
営協議 会の中 でも、要 員
に見合 った行 路数にす べ
きと訴 えてお り、会社 か
らは検 討する という回 答
を得て いる。 現場への 移
管につ いても 検討中と の
回答があった。引き続き、
協議していきたい。
臨時 列車運 行等の波 動
の影響 により 要員が必 要
な場合 は、他 区所から の
助勤等 により 臨機応変 に
対応す るよう 従前から 申
し入れている。引き続き、
改善に 向け取 り組んで い
く。
保有車両数については、
ダイヤ 改正毎 に所属箇 所
の変更 等も行 いながら 限
られた 車両数 の中で効 率
的に運 用して いる。車 両
数を増 やすこ とは経費 も
かかる ことか ら、今の 会
社の体 力では 困難と考 え
るが、 列車運 行体系に 見
合った 適正な 車両数の 確
保は訴え続けていく。
安全 上、ホ ームの嵩 上
げ・延 伸は必 要である と
考えて おり、 会社に訴 え
ている が、莫 大な経費 が
かかる 内容で あること か
ら早急 な改善 は困難な 状
態であるとの回答である。
編成両 数によ りドア締 め
切り扱 いが発 生する場 合

55

12

55

20

10

30

の有 効活用に より生 み出
岩水 代議員
（徳島支部） され ている関 連事業 収入
は黒 字であり 、鉄道 運輸
収入のマイナス面のみピッ
クア ップされ ると組 合員
の気 持ちも下 がるの では
ない かと考え る。次 回、
議案 書作成の 際には 、関
連事 業収入に ついて も記
載されるようお願いする。
昨 年、本部 青女議 長が
現在 、徳島 と高知の 運 専従 指定され たが、 各支
表区間 におい ては輸送 指 部青 女の役員 は全て を本
令長の配置がない。また、 部青 女議長に 任せる ので
駅の輸 送指令 には現職 数 はな く、支え 合い、 問題
十年の 経験豊 富なベテ ラ を解 決し、次 に繋げ る取
ン社員 が数人 いるが、 あ り組 みを展開 するよ うお
と数年 で退職 を迎える 。 願いする。
それに 備えて 若手社員 の
養成を してい るが、特 殊 嶋田 副委員長
駅 の若手社 員の要 員に
自動閉 そく区 間という 特
性上、 覚える べき内容 や つい ては、従 前より 訴え
とっさ の判断 力など一 人 てい ることで あり、 若手
前に育 てるの が大変な 状 リー ダーの育 成が必 要で
況であ り、仕 事の質が 低 ある と考えて いる。 若干
下しないか危惧している。 では あるが、 中堅と なる
そのよ うな中 、輸送指 令 社員 の方も駅 に残り つつ
長が現 場にい ることに よ ある ので、引 き続き 、改
り、現 場単位 で対応を 考 善に向け取り組んでいく。
指 令業務に ついて は、
え合い 、指示 を仰ぎ、 本
社指令 との連 携もでき 、 過去 より本社 指令と 現場
安全で 確実な 対応がで き 間の 人事交流 や異動 によ
ると考 えるこ とから、 輸 り異 常時対応 等の技 術向
送指令 長の配 置につい て 上に 取り組ん でいる と聞
検討を 要請す る。また 、 いて いる。し かし、 現状
輸送指 令長の 配置の基 準 にお いて不安 がある ので
を教えていただきたい。 あれ ば、レベ ルアッ プを
サポ ーター 社員は、 マ 図る ための教 育の必 要性
ナーア ップや サービス 向 を申 し入れて いきた い。
上など 、要求 される業 務 指令 長の配置 の基準 につ
内容は徐々に増えている。 いて は確認さ せてい ただ
モチベ ーショ ン向上、 働 きたい。
サ ポーター 社員の 賃金
きたい と思え る職場環 境
にする ために も、引き 続 改善については、モチベー
き、賃 金改善 や労働条 件 ショ ン向上の ために も必
の改善 に向け て取り組 む 要で あると考 えてい る。
昨年 の総合労 働協約 改訂
よう要請する。
交渉 において 、一部 エリ
アで 適用ラン クの見 直し
西岡 特別代議員
（関連部会） によ り賃金改 善を図 るこ
とが できた。 会社も 、地
場の 水準や同 業他社 の賃
金等 を総合的 に判断 して
いる と考える が、引 き続
き、 改善に向 けて取 り組
んでいく。
関 連事業収 入を議 案書
に記 載するか は、企 画部
と相 談のうえ 、次回 議案
議案 書に関 連事業収 入 書作成時に検討したい。
の記載 がない 。鉄道施 設

特別執行委員

働き 方改革 により 、各
箇所に ７・８ 月が年 休取
得奨励 月間と いう通 達が
出てい るよう だが分 かる
範囲で 内容を 教えて いた
だきた い。ま た、実 際に
通達しているのであれば、
夏の臨 時列車 もあり 、要
員不足 の箇所 もある ので
考慮していただきたい。
ダイ ヤ改正 により 、予
土線にお いて 月 日で
運行停 止とな る列車 があ
る。今 まで以 上にお 客様
の利用 も減り 、乗務 員も
削減さ れるの ではな いか
と不安 に思っ ている 組合
員もい る。不 安を解 消で
きる回答をお願いする。

の濃 い議論 ができた と考
える。
再 雇用後 に運転士 を希
望さ れない 方の受け 皿の
拡大 につい ては、従 前よ
り申 し入れ ている。 集中
力や 持続力 など、体 力的
にも 動力車 乗務員は きつ
いと 感じて いる組合 員は
多い と認識 しており 、引
き続 き、職 場・職種 の拡
大を求めていきたい。
年休取得奨励について、
７・ ８月は 夏季多客 期の
ため 、年休 取得どこ ろか
逆に 臨時勤 務や休日 出勤
によ り非常 に年休取 得困
難な 時期で ある。会 社に
意図を確認しておきたい。
予 土線に おいて運 行停
止となる列車については、
会社 はご利 用実態等 を勘
案し ながら 自治体に 事前
説明 のうえ 決定され たも
のと考える。実態に見合っ
た列 車運行 体系への シフ
トは やむを 得ないと ころ
もあると考える。

執行委員

浦川
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役 員の引き 続きの 協力を は間違い ないが 、現在 の
教育はほ とんど 現場任 せ
要請する。
組合員へ の事前 説明等 となって いる。 本社も 教
は 、現時点 では考 えてい 育を行う 担当の 要員が い
な い。今後 、分会 におい ないため 、これ では現 場
て 集会等を 開催す るなど の仕事が 増加す る一方 で
の対応をお願いしたい。 ある。そ のよう な中、 現
場に必要 なのは 短期的 に
も有効な 手立て だと考 え
宮地 代議員
（高知支部） る。電気 職場に おいて 具
体的には 、簡易 な保守 作
業の外注 化や直 轄検査 の
廃止であ る。こ れらは 、
安全確保 や技術 力維持 の
ために直 轄で行 ってい る
ことであ るが、 抜本的 に
変えなけ れば支 援策に 対
応した要 員不足 は解消 さ
れないと 考える 。今後 、
今回の参 議院選 挙から 部会から も訴え ていこ う
徳 島と高知 が初め て合区 と思うが 、組合 と会社 の
と なった。 １票の 格差の 双方で知 恵を出 し合い 、
問 題により 合区と なった この問題 を早期 解決す る
こ とは仕方 ないと 考える よう要請する。
が 、やはり 各県か ら１名
は議員を輩出することが、 橘 特別代議員
Ｊ Ｒ四国の ために も望ま
（徳島支部青女）
しいと考える。
現在、土 讃線須 崎～窪
川 間の各駅 停車の 列車本
数 が少ない 。時間 による
が 最長４時 間空い ている
列 車もあり 、この ままで
は 地域の方 の鉄道 利用が
減 少するの ではな いかと
危 惧してい る。改 善を図
子育て 支援に ついて 、
るよう要請する。
現在、車 掌を養 成する 現行、育 児休職 を１日 で
際 に現場で の見習 い期間 も取得す れば昇 給の所 要
が ３週間程 しかな く、教 期間が１ 年に満 たない た
導 した組合 員から も期間 め昇給が １号俸 カット と
が 短いため 教えき れない なってし まう。 また、 育
という声が出ているため、 児休職取 得者数 は女性 に
改善を図るよう要請する。 比べ男性 が圧倒 的に少 な
い状況で あり、 号俸カ ッ
トがなけ れば利 用した い
河野 特別代議員
（工務部会） 男性もい ると考 える。 男
性と女性 がとも に育児 休
職を取得 しやす い環境 を
整えるため、要員の確保、
更なる制 度改善 を図る よ
う要請する。
また、 育児休 職から 復
帰後に女 性が働 き続け る
ことので きる職 域の拡 大
に向け、 引き続 きの取 り
工務系統 の要員 不足は 組みを要請する。
新 入社員の 補充や 出向者

車運行 体系を 見直す こと
による 影響度 合いを 調査
してい くとの 回答を 得て
いる。 地元の お客様 には
ご不便 をおか けして いる
ことは 十分理 解して いる
が、須 崎～窪 川間に つい
ては、 ご利用 の少な い区
間であ り、利 用頻度 の少
ない時 間帯の 列車を 間引
いてお 客様の 動向や ご利
用実態 を調査 してい るも
のと考える。
車掌の養成については、
日 間の期間 を設け てい
る。こ れまで も同様 の期
間であ り、特 段問題 ない
と考え るが、 教育内 容の
増加等 により 、多く の区
所から 期間不 足とい う声
が上が ってい るので あれ
ば、本 社や研 修セン ター
等との 調整も 必要と なる
ので、 本部へ 上げて いた
だきたい。
工務 系統の 要員確 保に
ついて は、限 られた 要員
の中で 業務を 遂行し なけ
ればな らない ため、 従前
よりで きる限 り外注 化を
活用し て人工 を確保 する
よう訴 えてい る。引 き続
き、組 合から 様々な 提案
をして 改善が 図れる よう
取り組んでいく。

執行委員

執行委員

育児 休職期 間中も 昇給
の所要 期間に 含むべ きと
考えて おり、 従前よ り申
し入れ ている 。とり わけ
短期（ １ヵ月 ～３ヵ 月程
度）の 育児休 職取得 者に
対する 昇給の 取り扱 いの
改善を 強く訴 え、交 渉に
臨んで いる。 引き続 き、
子育て 支援に 対する 制度
改善が 図られ るよう 取り
組んでいく。
育児 休職か ら復帰 後の
職場に ついて は、工 務・
工場・ 出向を 含めて 様々

幸

合区については、今後、
見極め ていき たいが 、や
はり参 議院議 員は各 県か
ら輩出すべきと考える。

浦川
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弓立

昨年、専 従指定 された
ことで、今まで行けなかっ
た 各支部青 女の常 任委員
会 や学習会 に参加 できる
よ うになり 、その 中で、
各 支部青女 の運営 等につ
い て指導を してい る。ま
た 、本部青 女常任 委員会
の 中でも学 習会を 開催す
る など、レ ベルア ップを
図 る取り組 みを行 ってい
る。

代議員
（香川支部）

特別代議員
（営業部会）

方を教えていただきたい。
エキス パート 社員の 動
力車乗務員のモチベーショ
ン が低下 してい るよう に
感 じてい る。勤 労意欲 向
上 のため にも職 務手当 の
支 給、特 勤手当 に係る 係
数 の撤廃 を要請 する。 ま
た 今後、 年金受 給開始 年
齢が 歳となることから、
全 面的に エキス パート 社
員 の賃金 を見直 さなけ れ
ば 、再雇 用後に 運転士 を
選 択され る方が 減るの で
はないかと考える。現在、
運 転士を されて いる方 に
対 し再雇 用後の 希望調 査
ア ンケー トを実 施する と
と もに、 再雇用 後に運 転
士 を希望 してい ない方 の
た めにも 、多様 な職場 ・
職 種を構 築する よう要 請
する。
今春闘 におい てＪＲ 四
国 本体は 夏季手 当を同 時
交 渉した が、ジ ェイア ー
ル 四国バ スは個 別交渉 の
結 果、満 額回答 を得て い
る 。情勢 や収入 など違 い
は あるが 、この 結果を ど
のように考えているのか。
ま た、交 渉回数 が減少 し
た ことで 、何が 変わっ た
のか教えていただきたい。

安岡

イ ースト ユニオン が結
成さ れた時 には、ジ ェイ
アー ル東日 本労働組 合が
加盟 してい たことか ら、
イー ストユ ニオンは オブ
加盟 となっ ていた。 ４月
にジ ェイア ール東日 本労
働組 合から の脱退届 を受
理し たこと により、 東日
本か らＪＲ 連合へ正 式加
盟している組織がなくなっ
た。 今後、 イースト ユニ
オン から加 盟の申請 があ
れば、ＪＲ連合で議論し、
対応 してい くと考え てい
る。 ＪＲ四 国労組と して
も東 日本の 地にＪＲ 連合
に加 盟する 組織は必 要で
あると考えている。
出 向組合 員対話集 会に
ついては、愛媛地区 名、
徳島 地区１ 名、香川 地区
名、高知 地区２名 の出
向者 の方に 参加いた だい
た。 各地区 において 、出
向組 合員数 により差 はあ
るが 、有意 義な意見 交換
がで きたと 考えてい る。

25

四国 新幹線 の導入 につ
いて、 他産別 から反 対意
見が出 たこと は認識 して
おり、その単組役員には、
建設費 の性質 や負担 率、
またデ メリッ トより も導
入する ことに よる交 流人
口拡大 のメリ ットの 方が
大きい ことな ど、九 州新
幹線の事例も示しながら、
四国交 運労協 の会議 を通
じて丁寧に説明した。
エキ スパー ト社員 の係
数等に ついて は、制 度開
始に伴 って付 された ので
はなく 、有期 雇用で ある
契約社 員の制 度を準 用し
ている ためで ある。 即、
係数の 撤廃と いうの は難
しいと 思われ るが、 その
改善に ついて は組合 も同
じ考え であり 、総合 労働
協約改 訂交渉 におい て改
善に向 け取り 組んで いき
たい。
今春 闘にお いて夏 季手
当を同 時交渉 したこ とに
より交 渉回数 は減少 した

12

な職場 ・職域 の拡大 、設
が、決 して内 容は薄 れて 年に １回の 貴重な意 見交 で は対応し きれな いと考 嶋田 副委員長
ダイヤ 改正の 経営協 議 備の整 備など 、引き 続き
いない 。一挙 集中し た交 換の場と捉えているので、 え る。教育 してい けば長
代議員
（愛媛支部） 渉に臨 み、会 社とは 内容 日程 の設定 など各級 機関 期 的には有 効であ ること 会の中で 、会社 からは 列 訴えていく。

各支部 の出向 組合員 対
話 集会の 参加状 況を教 え
ていただきたい。
エキス パート 組合員 の
拡 大に焦 点を当 てるの で
あ れば、 まずは 加入拡 大
す るため に、エ キスパ ー
ト社員を希望する社員に、
前 の年に エキス パート 組
合 員とし て残っ ていた だ
く ための 説明会 を開催 し
ていただくよう要請する。

津野

10

吉岡

四国新幹 線の導 入につ
い て、他産 別の一 部から
反対意見が出たと聞いた。
税 金は県民 のため に他の
事 業に使う べき、 他の交
通 機関が廃 るとい うのが
反 対する理 由のよ うであ
る が、誤っ た認識 を持っ
て いる産別 に連合 や交運
労 協を通じ て、正 確な情
報 を発信し ていく ことが
機 運の醸成 に繋が ると考
え る。ＪＲ 連合交 通重点
政 策にも盛 り込ん でいた
だ いている ので、 引き続
きの取り組みを要請する。
東日本の 組織問 題につ
い て、ＪＲ 連合定 期大会
に おいてＪ Ｒ四国 労組か
ら は組織の 発言が なかっ
たようだが、従来通りイー
ス トユニオ ンに近 いとい
う考え方で構わないのか。
ま た、現在 イース トユニ
オンはオブ加盟であるが、
今 後、本加 盟とな った場
合 のＪＲ四 国労組 の考え

13

65

る ため積極 的に契 約社員
から社員に登用しており、
会 社に残っ ていた だくと
い うのが会 社の考 え方で
あ り、併せ て女性 社員に
つ いても、 プラザ 職のみ
な らず様々 な職に 就いて
も らおうと いう考 え方を
持 っている と認識 してい
る 。具体的 なスケ ジュー
ル 等は、現 時点で は聞い
て いないが 、今後 、経営
協 議会等で 明らか になれ
ばお教えしたい。

書記長

各担当から答弁したので、
３ 本柱に 添った 総括的 な
答 弁をさ せてい ただき 、
全 組合員 で意思 統一を し
ていただきたい。
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
こととする。

組織の強化・拡大の
取り組みについて

ても、四 国にお いて鉄 道
を維持していくためには、
収入の柱 が必要 である と
考えてお り、そ の柱と し
て新幹線 の導入 が必要 だ
と考えて いる。 新幹線 は
あるのが 特別で はなく 、
新幹線が ないの が特別 な
状況にな りつつ ある。 日

本で四 国だけ 取り残 され
てはい けない 。新幹 線導
入に向 けた機 運の醸 成に
努めよう。
政策課題の解決も含め、
労働環 境の改 善に向 け、
本部と しても 全力で 取り
組むこととする。

【各 支部 定期 大会 開催 日 程】

〈高知支部〉

30

眞鍋

８月 日（土） 時
高知市「高知城ホール」

〈本社支部〉

９月２日（金） 時 分
高松市「高松東急ＲＥＩホテル」

〈愛媛支部〉

〈香川支部〉

９月９日（金） 時
徳島市「ホテルクレメント徳島」

〈徳島支部〉

９月６日（火） 時
松山市「東京第一ホテル」

30

９月 日（日） 時
宇多津町「ホテルサンルート瀬戸大橋」

〈自動車支部〉

12

こと ができる ように なっ
堺原 特別代議員
（自動車支部青女） た。 また、各 支部・ 分会
青女 の行事等 に参画 する
こと によって 青女組 合員
の生 の声を聞 く機会 が増
え、 会社に青 女の声 を届
ける 体制が少 しずつ では
ある ができる ように なっ
たと 考える。 ＪＲ四 国労
組で も技術継 承が大 きな
問題 となって いる中 、今
回の 青女議長 の専従 指定
はＪ Ｒ四国労 組運動 の継
承・ 発展のた めの大 きな
一歩 を踏み出 したと 考え
る。 財政的に 非常に 厳し
い状況は承知しているが、
可能 な限り青 女議長 の専
従化 を継続し ていた だく
よう要請する。

27

11

９月 日（月） 時 分
宇多津町「ホテルサンルート瀬戸大橋」

※詳しくはＪＲ四国労組発第１７号参照。
希望者は所属分会長へ申込書を提出して下さい。

ととする。
また、Ｊ Ｒ四国 におい
て は、２０ １７春 闘にお
い ても「賃 金の要 求項目
の 集中化」 を図る 目的か
ら 夏季手当 につい ても同
時 要求する 。なお 、ジェ
イ アール四 国バス につい
て は、「自 動車業 務委員
会」の中で議論を深める。
労働環境 の改善 につい
て 、今年度 取り組 まなけ
れ ばならな い最重 要課題
と して、平 成 年 ３月に
期 限切れを 迎える 税制特
例 措置「三 島特例 ・承継
特例」の延長問題がある。
５ 年前同様 、地方 議会で
の 意見書採 択や全 組合員
で の取り組 みとし て署名
活 動を行い たいと 考えて
い る。政策 課題の 解決に
向 けた取り 組みは 、労働
条 件の維持 ・向上 のため
に 必要であ るとの 認識を
お 持ちいた だき、 皆様の
協力をお願いする。
次に中長 期的な 政策課
題 について 、ＪＲ 四国は
四 国の鉄道 ネット ワーク
を 維持する ために は、鉄
道 の抜本的 高速化 が必要
で あるとし 、経済 界等も
含 めて四国 新幹線 導入に
向 けた取り 組みを 行って
い る。ＪＲ 四国労 組とし

13

18

14

14

13

14

時：平成２８年９月３０日（金）
～１０月１日（土）
場
所：ル・ポール粟島
募集人員：入社５年以内（平成２４～２８年入社）
の組合員３０名程度

日

あっ たこと など、状 況の
改善 が見ら れつつあ った
が、 １，０ ００円高 速開
始前 の水準 には届い てい
ない ことな どから、 ベー
スア ップを できる状 況で
はな いとい う会社の 姿勢
は変 わらな かった。 しか
し、 総合生 活改善闘 争と
して 取り組 んだ結果 、基
準内 賃金で もある扶 養手
当の改善を図れたことや、
初め て同時 要求した 夏季
手当 で昨年 実績を上 回る
回答 を引き 出したこ とな
ど、 一定の 成果も得 られ
た。 ジェイ アール四 国バ
スに おいて も、ベア 獲得
には至らなかったものの、
準組 合員の 契約基本 賃金
の引き上げを勝ち取る等、
一定 の成果 を得られ たと
考える。
次 の２０ １７春闘 にお
いて は、取 り巻く情 勢は
厳し くなる と予想さ れる
が、 連合・ ＪＲ連合 方針
を基 本に、 賃金は最 大の
労働 条件と の認識で 、再
度ベ ア獲得 に向け取 り組
みたいと考える。併せて、
今年 秋の「 総合労働 協約
改訂 交渉」 時も含め て、
働き がいの ある職場 づく
りを 目指し 、各種制 度改
善に 向けて も取り組 むこ

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第１回 周年記念事業
検討委員会の開催につ
いて
⑥平成 年度教育・広報
委員会の開催について
⑦平成 年度サークル協
議会運営委員会の開催
について
⑧部会三役会議の開催に
ついて
⑨次期（第２回）執行委
員会の開催について
⑩その他

ユニオンスクール
「フレッシュマンコース」開催！
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第 １回 本 部 執 行 委 員 会 開 催
第１回本部執行委員会
は、７月 日（火）定期
大会終了後 時 分より
本部１階会議室で開催さ
れた。
なお、今回の執行委員
会での経過報告及び議事
は次のとおり。
【経過報告】
・ＪＲ四国労組議員団会
議第 回総会
・ＪＲ四国労組第 回定
期大会
【議事】
①平成 年度任務分担に
ついて
②平成 年度各種委員会

20

代議員
（愛媛支部）

30

笠岡

ＪＲ 四国労 組組合 員の
半数以 上は国 鉄改革 を経
験して いない ＪＲ採 用者
となっ た。更 に、今 後数
年間で 多くの 国鉄採 用組
合員は退職を迎えられる。
過去に とらわ れる必 要は
全くな いが、 過去の 歴史
を知識 として 知って おく
必要性 は十分 あると 考え
る。国 鉄改革 の経緯 、Ｊ
Ｒ四国 労組結 成の理 念を
再確認 し、そ れぞれ の分
会・職 場で先 輩組合 員と
ＪＲ四 国労組 につい ての
議論を 交わす ことに よっ
て、組 織の充 実・強 化が
図られると考える。
また 、昨年 から青 年女
性会議 議長を 専従化 した
が、こ れもＪ Ｒ四国 労組
運動を 継承す るため の施
策のひ とつで ある。 青年
女性会 議組合 員は７ ００
名を越 え、Ｊ Ｒ四国 労組
組合員の ％ を越え た。
本部と しても 青年女 性会
議組合 員を含 めた若 手組
合員の 育成・ 強化に 最大
限取り 組み、 ＪＲ四 国労
組運動 の継承 に努め るこ
ととする。
一企 業・一 組合に 向け
ては、 これま で同様 、新
入社員 の全員 加入を 目指
し取り 組むと ともに 、近
年増加 傾向に ある中 途採
用の社 員につ いても 、当
該支部 ・分会 と協力 のう
え全員 加入に 向け取 り組
むこととする。

労働環境の
改善について

30

今年 の２０ １６春 季生
活闘争 につい ては、 昨年
ほどで はない ものの 、Ｊ
Ｒ他社 でベア を獲得 する
など、 追い風 が吹く 中で
の取り 組みと なり、 本部
として もベア 獲得に 向け
取り組 みの強 化を図 った
が、ベ ア獲得 には至 らな
かった 。ＪＲ 四国に おい
ては、 鉄道運 輸収入 が事
業計画 を上回 る見込 みで

12

12

３人 目以降 の子の家 族
手当に ついて 、ＪＲ四 国
に続い てジェ イアール 四
国バス におい ても改善 が
図れる よう取 り組みを 要
請する。
ジェ イアー ル四国バ ス
におけ る女性 の今後の 働
き方に ついて 、会社の 行
事や研 修等で 複数の管 理
者より 「予約 センター を
一本化 する」 「対面販 売
を減少させ主軸をインター
ネット に移行 していく 」
との発言が多く聞かれる。
方針に 全面的 に反対す る
訳では ないが 、具体的 な
内容や スケジ ュール等 の
説明が なく、 その職場 で
働く組 合員の 不安を煽 っ
ている ように 感じる。 ま
た、昨 年度あ たりから 女
性社員 に運行 管理者の 資
格取得 を奨励 する動き も
見られ 、女性 組合員か ら
不安の声も聞こえている。
組合と して把 握してい る
ことが あれば 教えてい た
だきたい。
今 年度末で 期限切 れを
迎え る税制支 援措置 （三
島・ 承継特例 ）の延 長に
向け て、愛媛 支部で も意
見書 採択や署 名活動 など
総力 を挙げて 取り組 んで
いく 。特に署 名活動 につ
いて は、前回 を上回 る数
を集 約できる よう取 り組
みた いと考え ている 。税
制支 援措置が 継続さ れな
かっ た場合、 直接組 合員
の労 働条件や 生活に 関わ
る問 題となる ので、 引き
続き の働きか けを要 請す
る。

副委員長

署名活動 につい て、力
強 い言葉を いただ いた。
必 要があれ ば説明 を行い
た いと思う し、全 組合員
で しっかり 取り組 みたい 安全・安定・安心
と考える。
輸送の確立について
私たち 輸送業 務に携 わ
る 者の最 大の使 命は「 安
幸 執行委員
青女議長 の専従 化につ 全 ・安定 ・安心 輸送の 確
い ては、今 後、収 支を見 立 」であ る。安 全こそ 最
極 めつつ組 織財政 専門委 大 のサー ビスで あり、 何
員 会で議論 ・検討 してい よ りも優 先して 取り組 む
きたい。
べ き課題 である 。ＪＲ 四
国 労組は これま でも「 安
全 の確保 」を運 動方針 の
柱に据え取り組んできた。
眞 鍋 書 記 長
し かし残 念なが ら、依 然
総括答弁 要旨
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。
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 でいか な
け ればな らない 。本部 と
し ても、 各支部 ・分会 と
の 連携を 強化し 、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 と
する。
併せて 、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

30

28

28

32

２日間 にわたり延べ
名 の代議員 ・特別 代議員
の 方々より 、運動 方針に
賛 同する立 場から 、真摯
な 討論をい ただい たこと
に、御礼を申し上げる。
皆様に肉 付けい ただい
た 内容を本 部とし てしっ
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 と考え
る。
Ｊ Ｒ四国労 組は結 成
年 目を迎え 、組合 員の半
数 以上をＪ Ｒ採用 が占め
る ようにな った。 スロー
ガ ンにある ように 、ＪＲ
採 用組合員 による 「新た
な 風で」、 ＪＲ四 国労組
結 成の理念 と歴史 を踏ま
え たうえで 、「さ らなる
未 来へ」挑 戦して いかな
け ればなら ない。 この想
い を込めて 運動方 針を提
起させていただいた。
個 別の質疑 につい ては、
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嶋田

今 春闘で、 ＪＲ四 国は
３人 目以降の 子の扶 養手
当が 増額され たが、 ジェ
イア ール四国 バスの 家族
手当 について は改善 が図
れな かった。 次世代 育成
支援 の観点か らも、 引き
続き 、粘り強 く交渉 に取
り組む。
ジ ェイアー ル四国 バス
は、 優秀な人 材を確 保す
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宮西 特別代議員
（高知支部青女）

昨年 月か ら青女議 長
が専従 指定さ れたこと に
より多 くのこ とが変化 し
たと感じる。以前は、ニュー
スで得 た情報 を常任委 員
会等で話す程度だったが、
議長か ら経営 協議会や 団
体交渉 の生の 話を聞く こ
とがで き、身 近に感じ る
11

