契約社 員）の 賃金引 き上
げ」に ついて 申し入 れま
した。
労使間 ルールに つい
ては、 労使対 等の立 場で
要求しました。
労働条 件に関す る要
求につ いては 、労働 時間
短縮、 割増賃 金の増 額を
中心に 項目 要求し まし
た。な お、主 な要求 は以
下のとおりです。
① 労働時 間短縮 の実
施計画について
② 年間１ ２０日 への
休日増
③ 育児・ 介護支 援及
び育児 に関わ る短時 間勤
務制度の拡充
④ 半休制 度の適 用勤
務種別の拡大
⑤ 保存休 暇の使 用範
囲の拡大
⑥ 有給休 暇の新 設
（配偶者出産・ボランティ
ア・リフレッシュ等）
⑦ 初任給の改善
⑧
歳以 上の基 本給
支給率 の改善 及び適 用時
期の見直し
⑨ 夜間特 殊業務 手当
等、各種手当の増額

員・契 約社員） の平成
年度年 末一時 金の要 求」
につい て申し入 れ、 月
日 より団体 交渉に 入り
ました。
要求の根拠として、
「安全 ・安定輸 送」
の完遂 と、平成 年 度事
業計画目標の達成に向け、
全組合 員が全 力で取 り組
んでいる。
「自立 経営の確 立」
に向け 、今日 まで各 種施
策の見 直しや 経費節 減等
に対し て責任 組合と して
最大限 理解・ 協力し 提言
してきた。
中間決 算におけ る鉄
道運輸 収入は １１９ 億円
を確保 し、高 速道路 料金
の大幅割引施策以降では、
最高と なった 昨年を さら
に上回 った。 これは 全組
合員に よる安 全・安 定輸
送及び 収入の 確保に 向け
た取り組みの成果である。
平成 年度末で 期限
切れを 迎える 税制特 例措
置の延長・恒久化に向け、
地方議 会にお ける意 見書
採択行 動や署 名活動 に全
組合員で取り組んでいる。
鉄道運 輸収入確 保に
向け、 全組合 員が一 丸と
なって 「四国 再発見 」増
収キャ ンペー ンに取 り組
み、９ 月段階 におい て一
人平均 千円 の実績 をあ
げている。
一時金 が生活費 に占
める割 合が大 きいこ とか
ら組合 員の強 い期待 感が
ある。
等を中 心に、 今回の 交渉
に挑む 組合の 強い意 志、
想いを 主張し 、組合 員の
期待感 と努力 に報い るた
めの誠意ある回答を求め、
精力的 に交渉 を重ね まし
た。
月 日 の交渉に おい
て、支 給月数 は基準 内賃
金の１ ． ヵ 月分、 準組
合員（ エキス パート 社員
及び契 約社員 ）の一 時金
につい ても昨 年実績 を上
回る回答がありました。
組合 は持ち 帰り業 務対
策委員 会を開 催し、 会社
を取り 巻く状 況は、 鉄道
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運輸 収入が 堅調に 推移し
てい るとは いえ、 通期見
通し では３ 桁の営 業損失
が見 込まれ ている ととも
に経 常利益は 億 円の赤
字が 想定さ れるな ど、依
然と して厳 しい状 況であ
る。そのような中、安全・
安定 輸送及 び収入 の確保
に向 けた取 り組み 、並び
に経費節減施策への協力、
更に は、税 制支援 措置を
はじ めとす るこれ までの
政策 課題解 決を含 む様々
な取 り組み 等を最 大限考
慮し ている こと、 昨年の
年末 手当及 び今年 の夏季
手当（１． ヵ月）を０．
ヵ月分上 回った ことな
どに ついて 議論・ 検討し
た結 果、現 時点に おいて
会社 として 精一杯 の回答
であ ると判 断し妥 結しま
した。

31

３ 職場環境改善に
ついて
職 場環境 改善に 向けた
取り 組みは 極めて 重要で
ある との認 識のも と、現
行の 労使間 ルール を踏ま
えな がら、 「明る く働き
がい のある 職場づ くり」
に向 け取り 組んで きまし
た。 具体的 には、 定期大
会以 降の支 部・分 会大会
及び 各種集 会等で 議論さ
れた 職場諸 問題及 び福利
厚生 に関し て１５ ２項目
を精 査し、 解決に 向けた
取り 組みを 行って きまし
た。

28

４ 会社施策等への
対応について
昨 年９月 日の 団体交
渉に おいて 「アテ ンダン
ト（ 四国ま んなか 千年も
のが たり） に関す る賃金
等の 取り扱 いにつ いて」
以下 のとお り提案 があり
ました。
社員 のアテン ダント
手当の取り扱い
賃 金規定（ 昭和 年４
月社 達第 号）の 定めに
よる ほか、 アテン ダント
手当 を支給 する。 なお、
支給 範囲、 支給額 及び支
給方 法等に ついて は、観
光列 車「伊 予灘も のがた
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続 して取 り組む 」との 考
定期大会以降の
経過について え 方を示 しまし た。こ れ
に 対し組 合は、 更なる 安
全 性の確 保に向 け、検 査
安全・安定輸送に
方 法の見 直しや ハード 対
向けた取り組みに
ついて 策 の導入 を含め た対策 の
実施を訴えました。
また、 ワンマ ン列車 に
ＪＲ四国 労組は 、「安
全 の確保は 、鉄道 事業者 お けるド アの取 り扱い 誤
が 絶対に守 るべき 使命で り や信号 機を見 落とす な
あ るととも に、す べてに ど 、一歩 間違え れば重 大
優 先する最 重要課 題であ 事 故につ ながる 恐れが あ
る 」と認識 し、取 り組ん る 事象が 発生し ました 。
こ れに対 し組合 は、今 後
でいます。
の 対策等 につい て申し 入
そ のような 中、昨 年
月 ６日に内 子線・ 内子駅 れました。
構 内第５内 子高架 橋から
コ ンクリー ト片が ２個高 労 働条件の維持・
改善について
架 橋下に落 下する 事故が
発 生しまし た。こ の種の
事 故は過去 にも発 生して １ 総合労働協約の
改訂等について
い ることか ら、速 やかに
本部は 、第１ 回業務 対
原 因究明と 再発防 止策の
徹 底を申し 入れ協 議しま 策 委員会 におい て、基 本
し た。会社 は、「 被害の 的 な考え 方の確 認と昨 年
恐 れのある 無対策 箇所に ま での未 解決事 項を中 心
つ いては、 剥落防 止対策 に 、各支 部より 提出さ れ
工 を優先す るなか で、検 た 要求事 項を精 査し、 昨
査 周期を短 縮し、 検査精 年 ８月 日、「 総合労 働
度を向上させるとともに、 協 約改訂 につい て」を 申
そ の結果を 確実に 記録す し 入れる ととも に、併 せ
る 等、再発 防止に 向け継 て 「平成 年度 準組合 員
（ エキス パート 社員及 び

【メインスローガン】

り更なる検討を要望する。
また、職 務手当 と技能 手
当の併給 につい ては、 従
来より改 善を求 めてき た
が、今回 の併給 の取り 扱
いは、こ のこと が反映 さ
れたと考 える。 更に、 準
組合員に 対する 購入券 の
増付与及 び寮の 使用許 可
について も、組 合の要 求
が反映されたものであり、
福利厚生 面で改 善が図 ら
れたと考 える」 と主張 し
ました。 また、 「年間 休
日の増加 、各種 手当の 新
設及び増 額、有 給休暇 の
適用項目 の拡大 、定期 健
康診断時 の取り 扱い、 エ
キスパー ト社員 及び契 約
社員の賃 金引き 上げ等 、
多くの要 求項目 は積み 残
したまま であり 課題は 山
積してい ること から、 次
年度に向 け前向 きな検 討
を要請す る」と 強く訴 え
ました。
その後 、持ち 帰り業 務
対策委員 会を開 催し検 討
した結果 、これ 以上の 前
進は困難 と判断 し妥結 し
ました。
また、 月 日の団 体
交渉にお いて、 会社か ら
育児・介 護休業 法改正 に
伴う制度 改善に ついて 提
案があり ました 。その 主
な内容は 、「看 護休暇 の
半日単位取得の取り扱い」
「介護短 日数勤 務制度 の
新設」「 介護休 職の取 得
制度の変 更」「 介護の た
めの時間 外労働 等の制 限
措置の新設」等でした。
これを 受け本部 は、
月 日 の団体交 渉にお い
て議論し 、今回 の改正 は
一部法を上回る内容もあっ
たことから妥結しました。
なお、 準組合 員（エ キ
スパート 社員） の賃金 改
善及び多 様な働 き方等 に
ついては 、別途 交渉す る
こととしました。
29

11

11

２ 平成 年度年末手当
及び年末一時金について
本部は、昨年 月 日、
申第７号 「平成 年度 年
末手当の 要求」 及び申 第
８号並び に申第 ９号「 準
組合員（ エキス パート 社

18

10

【サブスローガン】（案）

場 での任務 や役割 等は非
常 に大きく なって おり、
他 の職種に おいて も同様
に 賃金改善 を図る べきで
あ る」と訴 えまし た。持
ち 帰り業務 対策委 員会を
開 催した結 果、一 部では
あ るが契約 基本賃 金の改
善 が図られ たこと 、労働
条 件の向上 に向け て引き
続 き交渉を 継続す ること
を 確認し、 同日妥 結しま
した。
９月 日の３回 目交渉
において、
① 不妊 治療（ 人工授
精 、体外受 精及び 顕微授
精 ）により 入院又 は通院
の ため勤務 しない 日につ
い ては、無 給休暇 を付与
す ることと する。 （実施
時期は平成 年４月１日）
② 技能手当について、
職 務手当を 支払わ れてい
る 者につい ても支 払うこ
と とする。 ただし 、管理
業 務等従事 者に対 する職
務 手当の支 給を受 けてい
る 者につい ては、 技能手
当 を併給し ないこ ととす
る 。（実施 時期は平 成
年４月１日）
③ 契約 社員の 購入券
の 交付枚数 につい ては１
年あたり 枚とする。
（ 実施時期 は平成 年４
月１日以降の交付）
④ 新規 に採用 された
契 約社員の うち県 外出身
者 （通勤困 難な県 内出身
者 も含む） につい ては、
採 用後１年 以内の 期間、
寮 への入居 を許可 する。
な お、取り 扱いは 寮に空
室 がある場 合に限 ること
と し、空室 があっ た場合
で も社員の 人事異 動等を
踏 まえ、許 可しな い場合
が ある。（ 対象者 は平成
年 月以降に 新規採用
された契約社員）
以上４項 目につ いての
回答が示されました。
本部はこの回答に対し、
「 不妊治療 を行う 場合の
無 給休暇の 付与に ついて
は 、苦労し ている 組合員
の 負担が少 しでは あるが
軽 減され一 歩前進 と考え
る 。しかし 、組合 はあく
ま で有給休 暇を求 めてお
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１ 安全・安定・安心輸送の確立に向け、
最大限取り組もう！
２ ２０１７春季生活闘争に勝利し、
賃金の引き上げ・生活改善を実現しよう！
３ ＪＲ連合との連携を強化し、
政策課題の解決を図ろう！

⑩ Ｂ単 価、Ｃ単 価、
Ｆ単価の見直し
⑪ ＳＡ Ｓの検査 ・診
察・治療時等の対応拡充
⑫ 人間 ドック補 助対
象年 齢の拡 大及び脳 ドッ
ク等への補助
⑬ 制服 ・防寒着 等の
改善
⑭ 準組 合員（エ キス
パー ト社員 ）の短日 数勤
務制 度の適 用職種拡 大及
び乗 務員の 専用行路 の新
設
⑮ 準組 合員（契 約社
員） の生理 ・結婚等 の有
給休暇新設
⑯ 準組 合員（契 約社
員）の寮の利用
平成 年度準 組合員
の賃金引き上げについて
平成 年 度準組合 員の
賃金引き上げについては、
エキ スパー ト社員及 び契
約社 員が「 働きがい 」を
実感 できる 労働条件 の充
実・ 前進を 目指して 取り
組みました。
交渉経過
８月 日 の第１回 交渉
にお いて、 組合より 要求
項目 の主旨 説明を行 いま
した 。これ に対し会 社側
は、 「会社 の体力、 貴側
の要求主旨を十分踏まえ、
今後 鋭意検 討してい くこ
とと したい 」との考 えを
示し ました 。併せ て、
「エ キスパ ート社員 の基
本賃 金につ いては、 現行
の水 準で特 段問題な いと
考え られる ことから 今年
度の 改定は 行わない こと
とする。また、パートナー
社員 及びサ ポーター 社員
の契 約基本 賃金につ いて
は、 世間相 場の動向 等を
総合 的に勘 案した結 果、
パー トナー 社員（月 給適
用者 ）のう ち、販売 セン
ター 、ワー プ支店等 、看
護師 ・保健 師の契約 基本
賃金 の改定 を行う」 との
回答がありました。
こ れに対 し組合 は、
「パ ートナ ー社員の 契約
基本 賃金の 改定を一 部職
種の み行う のは、『 人材
の確 保や定 着率を図 るた
め』とあるが、エキスパー
ト社 員及び 契約社員 の職
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少や他社との競争の中で、
収 支の合わ ない路 線の見
直 しや廃止 等、経 費の削
減 は必要不 可欠で ある。
今 回の事務 所移転 を機に
観 音寺営業 所を廃 止した
い」という考え方であり、
① 運行 管理に ついて
は 、運行管 理者、 整備管
理 者の配置 を行わ ず、運
行 管理等は 高松支 店で実
施する。
② 現行 観音寺 営業所
を 起終点と してい る乗務
行 路につい ては高 松支店
に変更する。
③ バス ３両を 徳島支
店 から高松 支店に 配置変
更する。
④ 給油 作業は 、高松
支 店のほか 西日本 ジェイ
アールバス車庫で実施し、
観 音寺営業 所での 取り扱
いは行わない。
⑤ 洗車 清掃は 、車両
の 運用上で 観音寺 での実
施 が必要と なる場 合に作
業 を行い、 四鉄サ ービス
へ の業務委 託を廃 止し直
営作業とする。
⑥ 現行 の観音 寺バス
プ ラザの機 能を残 し、乗
車券の販売等を行う。
⑦ 現行 観音寺 営業所
に 所属する 者は、 高松支
店の所属となる。ただし、
出 向者２名 につい ては、
復 帰とし、 通常勤 務は観
音寺とする。
という内容でした。
また、久 万高原 線につ
いて 、「平成 年 １月１
日 より、通 勤・通 学客に
と って利便 性の高 いダイ
ヤ とするた めダイ ヤ改正
を 実施する が、ご 利用状
況 の少ない 久万高 原～落
出 間は廃止 の方向 で検討
し ている。 今後も 松山～
久 万高原間 のダイ ヤはよ
り 良いもの となる よう検
討 していき たい」 との説
明を会社から受けました。
組合は、 今回の 観音寺
営 業所の廃 止によ って、
雇 用契約の 終了等 は発生
し ないこと 、また 、異動
が 発生する 組合員 につい
て 転居先の 確保や その支
援 体制等を 検討し ている
こ と等を確 認し了 承しま
した。
平 成 年 度年末賞 与
の取り組みについて
平成 年度年 末賞与 の
要 求は、 業務委 員会及 び
執 行委員 会にお いて会 社
の 経営状 況等を 分析、 議
論 し、組 合員に ついて は
３ ．０ヵ 月分、 準組合 員
に ついて は組合 員基準 に
沿って要求するとともに、
加 算額に ついて も要求 し
ました。
月 日の 団体交渉 に
お いて、 基本給 額の２ ．
ヵ月 、支払日 は 月 ９
日 以降と の回答 があり ま
し た。併 せて会 社より 、
「 平成 年度上 半期に お
い ては、 運輸収 入の根 幹
を なす高 速バス 部門に つ
い て、台 風の影 響によ る
運休が前年に比べ少なかっ
た ことや 続行便 の運行 便
数 が前年 を上回 ったも の
の ９月の シルバ ーウィ ー
ク 期間は 前年同 期との 比
較 で大幅 な利用 減等が あ
り 利用人員 は対前 年 ％
に 留まり 、収入 はなん と
か 前年比 ０．９ ％の増 収
となりました。
今後の 経営環 境は、 石
油 の低価 格傾向 の推移 の
見 通しと しては 不安定 な
要 素を含 んでお り、競 合
す る交通 機関に 対して は
そ の動向 を注視 してい く
こ とが必 要と考 えます 。
昨 今の経 営成績 に楽観 す
る ことな く、近 い将来 の
変 化を見 据えて 、間接 部
門 の業務 運営の 効率化 や
運 行部門 と販売 部門の コ
ス ト削減 とも合 わせ、 基
幹 的事業 である 高速バ ス
路 線の収 益性の 向上に 取
り 組み、 強靱な 経営体 質
作 りに取 り組む ことが 必
要です。
こうし た将来 に向け て
の 大きな 課題が ありま す
が 、今後 とも一 層の安 全
確 保と安 定経営 に向け た
基 盤整備 に、労 使一体 と
な って邁 進でき ること を
大 いに期 待しま す」と の
コメントがありました。
本部は 持ち帰 り検討 し
た 結果、 今回 の回答 は
「 安全・ 安心輸 送」を 第
12

12

昨年７月 日に 香川県
宇多津町「ホテルサンルー
ト 瀬戸大橋 」にお いて、
「 若者が夢 を語れ る環境
に」をスローガンに掲げ、
本 部青年女 性会議第 回
定 期委員会 を開催 しまし
た。
委員会で は、「 安全」
「制度改善」「組織課題」
「 福利厚生 」「男 女平等
参 画」「ワ ークラ イフバ
ラ ンス」 「教育 活動」
「青女議長専従化の効果」
な どについ て議論 し、活
動 方針が採 択され るとと
もに新たな体制を確立し、
引 き続き青 女議長 が特別
執 行委員と して専 従指定
を受けました。
また、９ 月７日 の本社
支 部青年女 性会議 定期委
員 会を皮切 りに、 ６支部
全 てにおい て支部 青年女
性 会議定期 委員会 が開催
さ れ、新た な体制 が確立
されました。
更に、Ｊ Ｒ四国 労組の
次 代を担う 青年女 性組合
員 の育成を 図るた め、基
本 組織主催 のユニ オンス
ク ールに参 画する ととも
に 、組織力 の向上 を図る
た め各種レ クレー ション
を 開催する など、 青年女
性 会議の育 成・強 化に積
極 的に取り 組んで きまし
た。
具体的に は以下 のとお
りです。
各 支部青年 女性会議
と の意志疎 通、連 携強化
を 図ること を目的 に、本
部 青年女性 会議常 任委員
会 ・本部青 年女性 会議拡
大 常任委員 会を開 催しま
した。
青 年女性組 合員等を
対象としたユニオンスクー
ル 「フレッ シュマ ンコー
ス 」「レベ ルアッ プコー
ス 」に参画 し、Ｊ Ｒ四国
労 組の次代 を担う 役員の
育 成に取り 組むと ともに

92

11

28

支部青年 女性会 議主催 の
学習会や 常任委 員会に も
積極的に参加しました。
青年女性 会議情報 誌
『＋α』（プラスアルファ）
の充実を 図ると ともに 、
ＪＲ四国 労組ホ ームペ ー
ジにも掲 載し、 青年女 性
会議のタ イムリ ーな情 報
を掲載しました。
レクレー ション活 動
において は、組 合活動 参
加の入り 口とし て、如 何
に青女の 年代に 興味・ 関
心を持っ てもら うかを 念
頭に、 月 日には「 ア
クティブ ユース ２０１ ６
ｉｎ仁淀 川」、１ 月 日
から 日には「 ＪＯＹ レ
ク冬の陣 ２０１ ７ｉｎ 城
崎」を青 年女性 会議自 ら
が企画・ 開催し 、青年 女
性組合員 同士の 交流拡 大
に努めました。
ＪＲ連合 青年・女 性
委員会に 本部青 年女性 会
議議長が 幹事と して参 画
するとと もに、 ＪＲ連 合
が主催す る単組 女性代 表
者会議や 役員研 修会等 に
積極的に参加しました。

向けた 意思統 一を行 いま
した。
また 、業職 種別専 門部
会の「 答申」 作業や 検証
作業は 、年間 を通し ての
活動と 位置づ け、本 部執
行委員 会と各 部会が より
連携し た取り 組みを 行う
ことを 確認し 、経営 協議
会での 議論を 視野に 入れ
た取り 組みを 進めて きま
した。
なお 、各部 会定期 委員
会の開 催日は 次のと おり
です。
・運転 部会第 回定 期委
員会 平 成 年 月 日
（火） 本部１階会議室
・工務 部会第 回定 期委
員会 平 成 年 月 日
（日） 本部１階会議室
・営業 部会第 回定 期委
員会 平 成 年 月 日
（水） 本部１階会議室

21

18

13

政策・調査活動の
取り組みについて

12

24

27

男女平等参画推進の
取り組みについて

12

31

10

ＪＲ四 国労組 は、男 女
平等参画 推進に 向け「 男
女平等参 画推進 委員会 」
の設置を 決定し て以降 、
毎年委員 会を開 催し、 今
日まで取 り組ん できま し
た。
具体的 には、 本年１ 月
８日に「 第１回 男女平 等
参画推進 委員会 」を開 催
し、男女 平等参 画を推 進
する上での問題点の抽出、
総合労働 協約改 訂への 反
映及び「 第３次 男女平 等
参画推進 計画」 達成に 向
けた課題 等の解 決に向 け
て議論を行いました。

12 10 10

29

部会活動の
取り組みについて

28

31

28

28

28

28

１ 政策課題の
解決に向けて
ＪＲ四 国の経営 安定
化に向 けた取 り組み につ
いて
ＪＲ 連合は、 平成 年
９月に 「ＪＲ に関わ る中
長期政 策課題 プロジ ェク
トチー ム」を 結成し まし
た。現 在は、 『鉄道 特性
活性化 ＰＴ』 を定期 的に
開催し 、国交 省やＪ Ｒ各
社等関 係団体 との連 携を
強化し ながら 、中長 期的
視点に 立った 産業政 策を
推進し てきま した。 ＪＲ
四国労 組も当 該ＰＴ に参
加し、 ＪＲ四 国の経 営安
定化に 向け取 り組ん でき
ました 。鉄道 特性活 性化
ＰＴの 開催状 況は以 下の
とおりです。
第 回
平成 年８月 日
第 回
平成 年 月５日
また 、昨年 月 日に
ＪＲ連 合「第 回政 策シ
ンポジ ウム」 が四国 で開
催され 、ＪＲ 四国労 組の
組合員 １５０ 名を含 む総
勢５０ ０名を 越える 参加
者と共 に「鉄 道特性 を発

(1)

(3)

(4)

(5)

昨年８ 月 日 に「部 会
三役会議 」を開 催し、 一
年間の取 り組み の総括 及
び部会活 動の充 実を目 指
して部会 任務の 明確化 に

28

28

11

12

向 けて意思 統一を 図りま
一義に 、効率 化施策 等経
組織の現状
営基盤 確立に 向け取 り組
Ｊ Ｒ四国 労組の組 織率 した。
んでき た組合 員の努 力と は、Ｊ Ｒ四国 では ％、
組合の 主張を 最大限 考慮 ジェ イアー ル四国バ スで 青年女性会議の
すると ともに 、現在 の経 は ．１％ 、全体で ．
育成・強化の
営状況 を踏ま えた精 一杯 ５％ であり 、責任組 合と
取り組みについて
の回答 である と判断 し妥 して 当面の 目標であ った
結しました。
組織率 ％ 台を維持 して
職場環 境改善の 取り います。
組みについて
組織拡大について
本部 は「明 るく、 働き
昨 年の定 期大会以 降、
がいの ある職 場づく り」 ＪＲ 四国で は契約社 員か
の観点 から、 安全・ 事故 ら社 員へ登 用された ２名
防止、 ダイヤ 改正等 の職 及び 中途採 用者１名 の加
場諸問 題解決 に向け 、大 入がありました。
会・集 会等で 出され た問
ま た、契 約社員は 、Ｊ
題点や 、各分 会の代 表者 Ｒ四 国及び ジェイア ール
が出席 する業 務委員 会で 四国 バスに おいて新 規採
議論し 、団体 交渉等 あら 用者 を中心 に組織拡 大を
ゆる場を通じて解決を図っ 図りました。
てきました。
２ 民主化闘争への
「一企業一組合」に
取り組みについて
向けた取り組みに
民 主化闘 争は、Ｊ Ｒ連
ついて 合が昨年４月にジェイアー
ル東 日本ユ ニオンか らの
脱退 届を受 理したこ とか
ら新 たな局 面を迎え まし
た。 民主化 当該単組 の状
況は 職場規 律の是正 が進
んで きまし たが、大 幅な
組織 拡大が できず、 歪ん
だ労政が定着しています。
こ のよう な状況を 打開
する ため、 ＪＲ連合 は組
織戦 略会議 を開催し 、民
主化 闘争の 具体的な 行動
につ いて議 論してき まし
た。 ＪＲ四 国労組も 民主
化完 遂に向 け、支援 行動
を展 開する ことを確 認し
ました。

10

12

17

(1)

(2)

(1)

(2)
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90

92

３ ＪＲ四国労組退職者
連絡会について
Ｊ Ｒ四国 労組退職 者連
絡会 は、退 職者の生 活保
障設 計の充 実と福祉 事業
活動 推進を 目的に結 成さ
れまし た。昨 年 月 日
に第 回連 絡会総会 を開
催し 、一年 間の活動 方針
と組 織運営 について 意思
統一 を図る とともに 新た
な役 員体制 を決定し まし
た。
また 、 月 日か ら
日に かけて 開催され た、
ＪＲ 連合退 職者連 絡会
「全 国会長 会議」に 参加
し、 連絡会 運動の強 化に
27

10

19

36

28

(6)

１「一企業一組合」
組織の充実・強化の
取り組みについて
私たちＪＲ四国労組は、
結成以 来、今 日まで 「一
企業一 組合」 に向け た組
織の充 実強化 に取り 組ん
できました。
組織 の基本 方針は 、Ｊ
Ｒ四国 に働く 全ての 仲間
を総結 集し「 組合員 の雇
用と労 働条件 を守る とと
もに、 組織の 充実・ 強化
を図る」ことにあります。
そのこ とを念 頭に、 各級
機関と の連携 を図り なが
ら情報 分析と 情勢判 断を
行ってきました。
また 、各級 機関の 執行
委員会 等を最 大限に 活用
して職 場で直 面する 多く
の問題 点の集 約・整 理に
努め、 多くの 課題解 決に
取り組 みまし た。更 に、
職場対 話行動 及び各 種集
会にお いては 、より 多く
の組合 員と現 状認識 及び
問題点 の共有 化を図 り、
組合員 に対す る情報 発信
と意思 統一に 努めて きま
した。
なお 、国労 四国に 対し
ては組 織拡大 の対象 とし
て取り 組みを 進めて きま
した。

10

り」に 乗車し て接客業 務
を行う アテン ダントに 対
するア テンダ ント手当 の
取り扱いを適用する。
契約社員の取り扱い
雇用 契約等 及び賃金 に
ついて は、観 光列車「 伊
予灘も のがた り」に乗 車
して接 客業務 を行うア テ
ンダン トとし て雇用す る
契約社 員の取 扱いを適 用
する。
実施時期
平成 年 月１日か ら実
施する。
これ に対し 組合は、 新
たな観 光列車 はＪＲ四 国
におけ る重要 な施策で あ
ること から、 そこに働 く
組合員 （アテ ンダント ）
の労働 条件及 び職場環 境
の整備 に努め るよう申 し
入れ妥結しました。
を上 回る制度 改善の 提案
を受け妥結しました。
労働 時間の見 直しに
ついて
１ 回目の総 合労働 協約
改訂 交渉終了 後、会 社よ
り「 労働時間 の見直 しに
つい て」の提 案があ りま
した 。その内 容は、 現行
の一日 平均労働 時間を
分延長 し７時間 分 とす
るというものでした。
会社は提案理由として、
「今 後、経営 環境等 の悪
化に より影響 を受け る会
社を 健全に維 持して おく
ため には、い わゆる 経営
体力 を備える ことが 求め
られ ます。つ いては 、収
支状 況にゆと りのあ る時
期に 対処して おくこ とが
常套 であるこ とを考 え、
経営 の効率化 と活性 化を
念頭 に積極的 に準備 して
おく 考えです 。こう した
際の 検討課題 の一つ にな
る労 働時間（ 競合す るバ
ス会 社より短 い）は 切り
離す ことが出 来ない 基幹
事項 であると 捉えて いま
す。 したがっ て、労 働時
間の見直しにあたっては、
現行 法令等に 抵触す るこ
と無 く、矛盾 するこ と無
く行うことが適当であり、
労使 間での健 全な協 議に
よっ て改善に 取り組 みた
いと 考えてい ます」 との
説明を受けました。
こ れを受 け組合 は、
「な ぜこの時 期なの か」
「年 間所定労 働時間 等に
つい て周辺他 社との 差異
はど の程度な のか」 等の
基本 解明要求 を申し 入れ
まし た。更に 要求項 目を
絞っ た具体要 求を申 し入
れる など、交 渉を継 続・
強化してきました。
組織 改正「高 松支店
観音 寺営業所 」の廃 止に
ついて
月 日の経営 協議会
にお いて、組 織規程 に定
める 現業機関 「高松 支店
観音 寺営業所 」の廃 止に
つい て会社よ り説明 を受
けました。
廃 止の理由 として 会社
は、 「将来を 見据え た時
に、 四国にお ける人 口減
14

28

10

５ ジェイアール四国
バスの労働条件改善等
の取り組みについて
安全・ 安心輸送 に向
けた取り組みについて
「安 全・安 心輸送の 確
保」は 輸送業 務の最重 要
課題で あるこ とから、 業
務委員 会や分 会大会等 の
場にお いて、 「安全最 優
先の企業風土づくり」と、
お客さ まの命 を預かる 者
としての職責を再認識し、
安全 安
･ 心 輸送の確 立に
向け取り組んできました。
総合労 働協約改 訂の
取り組みについて
総合 労働協 約改訂の 取
り組みに ついて は、 項
目の要 求を提 出し交渉 を
強化し た結果 、昨年９ 月
日の 団体交 渉におい て
「 歳 以降の 就労条件 に
関する 協定」 に定める 定
年退職 再雇用 における シ
ニアＢ 、同Ｃ の働き方 の
職種（ 清掃係 ）の時給 額
７２０ 円を、 香川県内 に
おいて ７４５ 円に改定 す
る。（実 施日は 平成 年
月１ 日以降 ）との回 答
を引き出し妥結しました。
また 、育児 ・介護休 業
法改正 に伴う 制度改善 に
ついては 、 月 日 に団
体交渉 を開催 し、一部 法
60

28

16

28

(2)

(3)

(1)

(2)

21

10

12

(3)

(4)

21

45

10

29

(5)

48

11

28

99

12

17

24

揮する ことが 困難な地 域
今 後は、関 連法案 改正
におけ る鉄道 のあり方 」 等が 着実に行 われる か動
につい て議論 を深めま し 向を注目していきます。
た。
鉄道 の抜本的 高速化
ＪＲ二 島・貨物 に係 に向 けた取り 組みに つい
る税制 支援策 の延長・ 恒 て
久化に 向けた 取り組み に
Ｊ Ｒ四国労 組は、 四国
ついて
の経 済の地盤 沈下を 防ぐ
今年 度末で 期限切れ を とともに、四国の鉄道ネッ
迎える ＪＲ二 島・貨物 会 トワ ークを維 持する ため
社の経 営支援 策の柱で あ には 鉄道の抜 本的高 速化
る固定 資産税 等を減免 す が必 要である との認 識に
る 特 例 措 置 、 い わ ゆ る たち 、高速鉄 道導入 に向
「二島 ・承継 特例」は 、 けた 機運の醸 成を図 るた
ＪＲが 発足し てからこ れ め、 「ＪＲ連 合政策 シン
まで、 ＪＲ連 合の精力 的 ポジ ウム」や 「四国 の鉄
な取り 組みも あって、 １ 道を 考える国 会議員 連絡
９９７ 年度以 降５年ご と 会」 開催時等 に四国 にお
に繰り 返し延 長されて き ける 高速鉄道 導入の 必要
ました。
性を訴えてきました。
ＪＲ 連合は 、これら 税
ジェ イアール 四国バ
制支援 策の延 長・恒久 化 スに おける課 題解決 につ
に向け 、ＪＲ 連合国会 議 いて
員懇談会 や「 世紀の 鉄
国土 交通省は 平成 年
道を考 える議 員フォー ラ
月 に「バス 事業の あり
ム」に おいて 関係する 民 方検 討会」を 設置し 、貸
進党所 属の国 会議員に 対 切バ スの安全 性向上 に向
して、 要請行 動を精力 的 けた 施策を中 心に検 討を
に行い ました 。また、 財 進め、 平成 年８月 から
務大臣 ・総務 大臣・国 土 新高 速乗合バ ス制度 がス
交通大 臣への 要請行動 も ター トしまし た。Ｊ Ｒ連
実施しました。
合自 動車連絡 会は、 昨年
一方 ＪＲ四 国労組も 、 ９月 日に新 制度移 行三
四国の 鉄道を 考える国 会 年後 の実態調 査を実 施し
議員連絡 会を 月 日に ました。
開催し 、四国 選出の国 会
議員に 対して 政策課題 解 ２ 調査活動の
決に向 けた要 請、意見 交
充実強化に向けて
換を行いました。
２ ０１６春 季生活 改善
また 、国会 議員に対 す 闘争 及び賃金 到達目 標へ
る要請 行動と 併せ、地 方 の達成等の検証をはじめ、
議会に おける 意見書採 択 賃金 政策議論 に反映 すべ
行動も 精力的 に展開し 、 く、 昨年９月 に全組 合員
全国 ヵ所の 地方議会 に を対 象とした 「ＪＲ 連合
て採決 され、 四国にお い 第 回賃金実 態調査 」に
ても ヵ所の 議会にお い 各級 機関の協 力のも と取
て意見 書を採 択するこ と り組 みました 。（回 収者
ができました。
数１ ，７６３ 名 回 収率
更に 、全組 合員での 取
％）
り組み として 、二島・ 承
ま た、連合 関係で は、
継特例 の延長 ・恒久化 等 「２ ０１６年 度労働 条件
を求め る署名 活動を展 開 等の点検に関する調査」、
し、Ｊ Ｒ四国 労組で目 標 「労 働条件関 係等調 査」
を超える１０，０２５筆、 等、 各種調査 にも協 力し
ＪＲ連 合とし ては７９ ， ました。
３６２ 筆の署 名を集約 し
ました。
教
育
・広報活動の
これ らの取 り組みの 結
取り組みについて
果、 月８日 に税制改 正
大綱が 閣議決 定されま し １ 教育活動について
た。
(2)

教 育担当者 会議につ
「ＪＲ四国労組新聞」
いて
を ７回発 行し、 情報の 提
昨 年８月 日に 教育担 供・共有化に努めました。
当 者会議を 開催し 、平成
団体交渉 等速報性 が
年度の大 会方針 に基づ 求 められ る情報 につい て
い た具体的 な教育 活動実 「ＪＲ四国労組ニュース」
施計画等を決定しました。
を
回
発行しました。
ユニオンスクール
ジェイア ール四国 バ
「フレッシュマンコース」 ス との団 体交渉 等の情 報
９ 月 日 から 月１日 について「自動車支部ニュー
に かけて、 香川県 三豊市 ス」を７回発行しました。
「 ル・ポー ル粟島 」にお
ＪＲ四国 労組ホー ム
い て入社５ 年以内 の組合
ペ ージに 「ＪＲ 四国労 組
員 を対象と した「 フレッ
ニ ュース 」、「 自動車 支
シュ マンコー ス」を 名
部 ニュー ス」及 び「Ｊ Ｒ
参加のもと開催しました。
四 国労組 新聞」 等の情 報
四国各地 より集 まった
を 公開す るなど 、迅速 な
受 講生は、 本部役 員等の
更新に努めました。
講 義に熱心 に耳を 傾け、
ＪＲ連合 新聞に記 事
「労働組合の基本的認識・
ＪＲ四国労組の取り組み」 を 投稿す るとと もに、 Ｊ
「 組合と共 済・労 金活動 Ｒ連合機関紙「てるみに」
の 関わり」 「ＪＲ 四国労 の取材に協力しました。
組 の歴史」 「政治 活動と
の 関わり」 及び「 安全・ ボランティア活動の
取り組みについて
安 定輸送の 確立及 び政策
課 題解決に 向けた 取り組
ＪＲ連 合は、 労働組 合
み 」等、労 働組合 のある
べ き姿を理 解する ととも の 社会的 な役割 に鑑み 、
に 、組合と の関わ り方や ボ ランテ ィア活 動を重 要
課 外活動を 通じて 仲間意 な 活動の ひとつ に位置 付
識 を深める 重要性 を学び け て取り 組んで います 。
昨 年９月 日か ら 日 に
ました。
か けて、 山梨県 早川町 に
ユニオンスクール
お いてＪ Ｒ連合 第１回 ボ
「レベルアップコース」
ラ ンティ ア担当 者会議 が
月 日に、 本部３階
開 催され 、各単 組での ボ
会 議室にお いて本 部・支
ラ ンティ ア活動 の取り 組
部 ・分会青 年女性 会議役
み 状況や 課題に ついて の
員 を対象と した「 レベル
意 見交換 を行い 、それ ぞ
アッ プコース 」を 名参
れ の地域 で主体 的なボ ラ
加のもと開催しました。
ン ティア 活動を 積極的 に
日頃、組 合活動 に取り
展 開する ことを 確認し ま
組 んでいる 青女役 員を招
した。
集し たス クール では、
ＪＲ四 国労組 におけ る
「 世話役活 動」の 重要性
ボ ランテ ィア活 動は、 青
や「ＪＲ四国労組の歴史」
年 女性会 議を中 心とし た
等 について 学び、 組合運
「 鉄道版 交通安 全教室 」
動 の原点で ある「 分会組
の 他に、 全組合 員が参 加
織 の活性化 」の必 要性や
で きるボ ランテ ィア活 動
取 り組み方 、「模 擬団体
と して、 空き缶 のプル タ
交 渉」を行 うなど 、次代
ブ 回収を 実施し ました 。
を担う組合員のレベルアッ
ま た、新 たなボ ランテ ィ
プを図りました。
ア 活動の 実施に 向けて 議
論を重ねました。
２ 広報活動について
昨年８ 月 日に広報 政治・共闘の
担 当者会議 を開催 し、新
取り組みについて
聞 、ニュー スの正 確な情
報 伝達につ いて確 認しま １ 政治関係について
した。
ＪＲ連合 国会議員 懇

談会の活動について
交運共済 活動は 、共済
との 交流と 連帯を深 め、
ＪＲ 連合の 抱える 政策 組織 の強化 に取り組 みま 担 当者会議 ・分会 長会議
的、組 織的課 題の解 決に した。
等 への出席 など積 極的な
向けて 、ＪＲ 連合国 会議
ＪＲ 四国グル ープ労 活 動を推進 しまし た。ま
員懇談 会に参 加し、 課題
た 、アフラ ック「 がん保
働
組
合
連合会について
認識の 共有化 を図る 等国
月 日、高松 市にお 険 」及びＪ Ｒ連合 「長期
政への 対応を 強化し てき いて「 第 回定期大 会」 家 族サポー ト共済 」「Ｊ
ました。
を開 催し、 新執行体 制の Ｒ 私傷病共 済」等 は、適
ＪＲ四 国労組「 四国 確立 と一年 間の活動 方針 宜 、資料送 付を行 い情報
提供に努めました。
の鉄道 を考え る国会 議員 を決定しました。
連絡会」の活動について
四国 再発見の 取り組
結成 周年に向けた
ＪＲ 四国労 組「四 国の みについて
取り組みについて
鉄道を 考える 国会議 員連
執行委員会見解を発し、
絡会」 は、四 国にお ける
組
織
を
挙
げ
た
増
収
活
動
へ
ＪＲ四国 労組結成 周
総合交通体系の確立や様々 の取 り組み を要請し てき
年 に向け、 「 周 年記念
な政策 課題の 解決を 目指 ました。
事 業検討委 員会」 を開催
し、四 国各県 を選挙 区と
し 、具体的 内容に ついて
する民 進党国 会議員 全員 レクレーション・
に賛同 いただ き活動 を展 サークル活動について 議論・確認しました。
開してき ました 。昨年
当 面 の活 動 方針
月 日にはＪ Ｒ四国 の現
昨年 ８月 日に「 サー
（案）について
状と今 後の課 題等に つい クル 協議会 運営委員 会」
て意思統一を図るために、 を開催 し、平 成 年 度の
※「はじ めに」 ・「私
第 回連絡会 を開催 しま 取り組 み経過 と平成 年
たちを取 り巻く 情勢」
した。
度行 事予定 について 、確
ＪＲ四 国労組議 員団 認・検証を行うとともに、 省 略
会議と の連携 強化に つい 本部 主催行 事におけ る運
営方 法等に ついても 検討 安全・安定輸送に
て
向けた取り組みに
「 ２ ０ １ ６ 年 交 通 重 点 を重 ね、よ り充実し た活
ついて
政策」 の課題 解決の ため 動と 各級機 関におい てそ
には、 地域と 密接に 関わ れぞ れの行 事開催を 行う
ＪＲ四国 は平成 年度
る議員 団会員 との連 携・ ことを確認しました。
今 年度の 本部主催 行事 事 業計画に おいて 、「安
協力が 重要で あると の認
識のも と、連 絡体制 を密 は、 月７ 日に高知 県香 全 の確保は 、鉄道 事業者
に取り 組みを 強化し てき 美市 「土佐 山田ゴル フ倶 が 絶対に守 るべき 使命で
楽部」 におい て「第 回 あ るととも に事業 運営の
ました。
根 幹であり 、全て に優先
ゴルフ 大会」 を組合員
２ 共闘関係について
名参 加のも と開催し 、連 す る最重要 課題と する。
ま た現場力 の向上 、現場
連合・ 交運労協 につ 帯と親睦を深めました。
また 、 月３日に は、 主 義の確立 、グル ープ一
いて
体 となった 安全文 化の確
今年度も連合四国ブロッ 香川 県丸亀 市「丸亀 市民 立 を重点項 目とし て、輸
クが提 唱する 会議、 諸行 体育 館」に おいて「 第５ 送 品質の向 上を図 る」と
動や、「連合愛のカンパ」 回ド ッジボ ール大会 」を しています。
など、 多くの 連合運 動に 開催 し、四 国各地よ り組
ＪＲ四国 労組も 、安全
参画し 運動を 展開し てき 合員 １３５ 名が参加 し、 の 確立が全 てに優 先する
組織強化に努めました。
ました。
な お、行 事終了後 速や こ と、尊い 命を預 かる私
また 、四国 交運労 協へ
た ちの重大 な使命 である
の取り組 みは、 昨年 月 かに 「サー クルだよ り」 こ とを認識 し、基 本動作
徳島県 で開催 された 「第 も発行しました。
の 意義や必 要性の 共有化
回定期総会」に参加し、
に よる浸透 ・徹底 に向け
運動の 中心と なって 支え 福祉・共済事業活動の て取り組むとともに「ヒュー
取り組みについて
ながら 、私た ちの抱 える
マ ンエラー は結果 であり
総合交 通政策 の課題 解決
組 合員と その家族 の暮 原 因ではな い」と の理念
に向け 様々な 要請行 動等
らし を守る 福祉事業 活動 に 基づいて 取り組 みを強
を展開しました。
の推 進には 、組合員 の理 化 します。 その上 で、人
ＪＲ連 合四国地 協に
解と 参画意 識の高揚 が必 命 を預かる 機関交 通を担
ついて
要で す。そ のため、 ＪＲ う ＪＲに対 する社 会の関
ＪＲ 連合四 国地協 は、
四国 労組の 取り組む 各種 心 度や厳し い観点 を認識
ＪＲ連 合の地 方機関 とし
共済 につい て継続的 に周 し て、高い 規範意 識の下
て地方 での産 別及び 単組
知活動を行ってきました。 に 、「安全 へのチ ェック

(2)

22

12

(3)

(4)

機能」を さらに 強化す る
運動を展開します。

取り組みの強化
連合 は、月 例賃金 にこ
だわっ た闘争 を進め てき
たこと で賃金 の引き 上げ
を実現 してき たもの の、
要求の 趣旨か らする と十
分な水準に至っておらず、
格差の 是正も 不十分 であ
ること から、 ２０１ ７春
季生活 闘争に おいて も月
例賃金 にこだ わり、 賃上
げの流 れを継 続させ る必
要があります。
賃上 げ要求 水準は 、そ
れぞれ の産業 全体の 「底
上げ・ 底支え 」「格 差是
正」に 寄与す る取り 組み
を強化 する観 点から ２％
程度を 基準と し、定 期昇
給相当 分（賃 金カー ブ維
持相当 分）を 含め４ ％程
度とします。
② 賃金水 準改善 の社
会的波 及を高 める取 り組
み
それ ぞれの 産業全 体の
「底上 げ・底 支え」 「格
差是正 」に寄 与する 取り
組みに 関する 情報開 示を
進める ととも に、春 季生
活闘争 が持つ 日本全 体の
賃金決 定メカ ニズム を活
かしつ つ、と りわけ 中小
企業で 働く仲 間や、 非正
規労働 者の処 遇改善 に向
け、よ り主体 的な闘 争を
進め、 大手追 従・大 手準
拠など の構造 を転換 する
運動にチャレンジします。
具体的な要求
① 賃上げ要求
月例 賃金に こだわ り、
賃金の 引き上 げを目 指す
ととも に、目 指すべ き賃
金水準 への到 達な ど、
「賃金 水準の 絶対値 」に
こだわ る取り 組みを 進め
ます。
また 、すべ ての賃 金の
基礎で ある初 任給に つい
て社会水準を確保します。
歳高卒初 任給の 参考
目標値１７０，１００円
② 規模間格差の是正
「底 上げ・ 底支 え」
「格差 是正」 の実現 を図
るため 、都道 府県ご とに
連合リ ビング ウェッ ジに
基づく 「最低 到達水 準」
をクリ アする ことを 目指
します。
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28

26

17
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２０１７春季生活闘争
と労働条件改善の
取り組みについて

１ ２０１７春季生活
闘争を取り巻く
情勢について
政府及 び日銀 は、本 年
初からの マイナ ス金利 政
策も含め 、デフ レから の
脱却を目 指した 金融政 策
を展開し ていま すが、 そ
の限界も 指摘さ れる中 、
欧米や中 国・韓 国をは じ
めとする 海外の 動向に よ
る影響も 懸念さ れ予断 を
許しませ ん。ま た、原 油
価格の低落等の影響によっ
て物価動向は横ばいとなっ
ています が、依 然とし て
実質賃金 の減少 傾向は 打
破できて いませ ん。働 く
者の視点 から見 れば、 出
費増に追 いつく ほど景 気
回復が給 与へ十 分に反 映
されてお らず、 景気回 復
を実感す るまで には至 っ
ていませ ん。そ のうえ 、
毎年の社 会保険 料の引 き
上げや、 ２０１９ 年 月
に予定さ れてい る消費 増
税など、 今後も 懸念材 料
が目白押しです。
こうし た状況 を踏ま え
ると、可 処分所 得の実 質
的な維持 ・向上 に向け て
月例賃金 をはじ めとし た
諸労働条 件のさ らなる 向
上が必要不可欠であます。
２０１７ 春季生 活闘争 に
おいては 、２０ １６春 季
生活闘争 におけ る取り 組
みが一過 性のも のとな ら
ぬよう、 継続し た取り 組
みが極め て重要 である こ
とから、 ベース アップ を
軸とする 月例賃 金引き 上
げに向け た闘い を継続 的
に展開す る必要 があり ま
す。

10

２ 連合の
取り組みについて
２０１７ 春季生活 闘
争に向け た基本 的な考 え
方
① 「底上げ・底支え」
「格差是 正」に 寄与す る

(1)
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(2)

(3)

(4)
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(3)
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(1)

28

(2)

(3)

(1)
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(2)

68

10

12
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25
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35

14

24

25

11

11

12
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20

17

27

63

30

30

28

30

連 合の一員 として の役
割を 果たすと ともに 、Ｊ
Ｒの 責任産別 として すべ
ての ＪＲ労働 者の福 祉の
向上 を図るた め、月 例賃
金の 改善と総 合的な 生活
改善 を実現す べく、 以下
の４ つの柱に 基づき ２０
１７ 春季生活 闘争に 臨む
こととします。
① 賃金全 般に関 する
水準 の維持・ 向上に 向け
た取り組みの強化
「 賃金は最 大の労 働条
件」との認識に立ち、ベー
スア ップ要求 による 統一
行動 をはじめ 、「中 期労
働政 策ビジョ ン（２ ０１
４～ ２０１８ ）」に 掲げ
た目 標賃金水 準への 到達
と適 正な配分 を求め 、成
果が 実感でき る取り 組み
を強化します。
② 全ての 労働条 件に
つい て改善を 図る総 合生
活改善闘争の強化
「 中期労働 政策ビ ジョ
ン（２０１４～２０１８）」
に基づき、賃金をはじめ、
労働 時間や休 暇・休 日な
どの 諸制度、 福利厚 生と
いっ た全ての 労働条 件に
つい て検証を 行うと とも
に改 善を図る 総合生 活改
善の 取り組み を徹底 しま
す。
③ 非正規 労働者 の待
遇改 善に向け た取り 組み
強化
契 約社員・ パート など
非正 規労働者 の待遇 改善
に重 点を置い て取り 組む
とと もに、と りわけ 労働
契約 法改正を 踏まえ た正
社員 との均等 処遇の 取り
組み を強化し ます。 併せ
て未 組織労働 者の組 合加
入促 進と労働 条件改 善へ
の波 及など、 労働組 合と
して の社会的 責任を 果た
すた めの取り 組みを 強化
します。
④ すべて のＪＲ 関係
労働 者の諸労 働条件 向上
に向けた取り組みの強化
Ｊ Ｒ各社に 比して 低位
に置 かれてい るグル ープ
会社 で働く労 働者の 諸労
働条件向上を念頭におき、
「底 上げ・底 支え」 「格
差是 正」の実 現を全 面に
押 し出した 闘いを 展開し
ま す。第一 義的に はＪＲ
グ ループ内 におい て、全
体 で生み出 した付 加価値
の 適正な分 配に資 する公
正 取引の実 現と、 安全・
安 定輸送を 基軸と する良
質 なサービ スの提 供を支
え る「人へ の投資 」を重
視 し、その 効果が 広くＪ
Ｒ グループ 内に波 及・浸
透 する取り 組みを 行いま
す 。更には 協力会 社等も
含 めて同様 の取り 組みを
図 り積み重 ね、ひ いては
す べてのＪ Ｒ関係 労働者
の 「底上げ ・底支 え」、
「 格差是正 」を図 ること
で 、ＪＲグ ループ 全体の
将 来をより 一層確 固たる
も のとし、 発展に 繋げて
いく取り組みを行います。
賃上げ要求について
① 基本スタンス
ア 各 単組は 月例賃
金 を構成す る全て の賃金
項 目につい て検証 し、月
例 賃金総額 の引き 上げに
徹 底してこ だわっ た取り
組みを展開します。
イ 賃 金カー ブ維持
分 の確実な 確保に 取り組
む とともに 、ベー スアッ
プ 要求によ る統一 行動を
は じめ、賃 金項目 全般の
引 き上げを 通じて 、水準
の改善に取り組みます。
ウ 総 合生活 改善闘
争 の取り組 みを加 速すべ
く 、ワーク ・ライ フ・バ
ラ ンス社会 の実現 に資す
る 改善に力 点を置 いて取
り組みます。
エ 非 正規労 働者の
正 社員化は もとよ り、時
給 引き上げ をはじ めとす
る 雇用・労 働条件 につい
て 均等待遇 の実現 を求め
ます。
② 賃上げ要求の根拠
ア 連 合に結 集する
労 働組合と して、 連合方
針 に基づく 月例賃 金の向
上 に徹底し てこだ わった
闘いを展開します。
イ 「 中期労 働政策
ビ ジョン（ ２０１ ４～２
０ １８）」 に掲げ る目標
賃 金（上位 目標賃 金、必
達 目標賃金 ）水準 と実態
との乖離を踏まえた、ベー

ス アップ をはじ めとす る
月 例賃金 の引き 上げに よ
る 目標賃 金水準 への到 達
を目指します。
なお、 目標賃 金水準 に
達 した単 組につ いては 、
更 なる労 働条件 の向上 を
目 指した 賃金全 体につ い
て の一層 の改善 を図り ま
す。
ウ 各社に おける 業
績 に基づ く適正 配分を 通
じ た月例 賃金の 底上げ に
よ る労働 分配率 の是正 を
図ります。
エ 私たち が提供 す
る 労働の 価値の 再確認 、
月 例賃金 総額の 向上に よ
る 実質的 な給与 所得の 増
大 を通じ た、全 てのＪ Ｒ
関 係労働 者が意 欲を持 っ
て 日々の 業務に 遂行で き
る環境を創出します。
オ グルー プ会社 の
賃 金底上 げと労 働条件 改
善 を実現 するた めの積 極
的 な賃金 引き上 げ要求 、
及 び実現 を通じ た波及 効
果 の創出 、並び に格差 是
正 と側面 支援を 強化し ま
す。
③ 具体的な要求内容
ア 定期昇 給相当 分
（ 賃金カ ーブ維 持分） の
確 保を求 める。 定期昇 給
は 労使間 で協定 化され た
も のであ り、全 てのＪ Ｒ
会 社にお いて年 度初に お
け る完全 実施（ 賃金カ ー
ブ維持）を求めます。
イ ＪＲ各 単組は 月
例 賃金総 額６， ０００ 円
以 上の引 き上げ を求め ま
す。
ウ そのう ち３， ０
０ ０円に ついて 純ベア 統
一要求を行います。
エ 純ベア 統一要 求
以 外の賃 金要求 項目に つ
い ては、 総合生 活改善 や
格 差是正 の観点 に立っ て
各 単組に おいて 判断す る
こ ととし ますが 、各単 組
は ワーク ・ライ フ・バ ラ
ン ス実現 に資す る要求 項
目 を盛り 込むこ ととし ま
す 。（例 ：長時 間労働 抑
制 のため の超過 勤務手 当
単 価の引 き上げ や少子 化
対 策とし ての扶 養手当 増
額等）

オ 要求 方式は 、平
均賃金 引き上 げ方式 と個
別賃金 引き上 げ方式 の併
用とします。
賃金要求項目の集中
化
① 上述の 通り、 月例
賃金総 額の引 き上げ を図
るべく 、月例 賃金を 構成
する諸 手当の 引き上 げを
図りま す。具 体的な 要求
項目は 各単組 におい て判
断する ことと します が、
各単組はワーク・ライフ・
バラン ス実現 に資す る要
求項目 を盛り 込むこ とと
します。
② 時間外 割増率 につ
いては 、各単 組が連 合の
目標（時 間外 ％、 休日
１００ ％）実 現を早 期に
図ります。
③ 期末手 当（夏 季手
当、年間臨給）について、
可能な 限り同 時要求 する
こととします。
非正規労働者に関す
る要求
① 時間給 につい ては
「誰も が時給 １，０ ００
円」の実現を目指します。
② 正社員 との均 等待
遇を目 指す観 点から 、昇
給ルー ルの導 入・明 確化
の取り組みを強化します。
昇給ル ールが 確立さ れて
いる場 合は、 その昇 給分
を確保します。
③ 時給引 き上げ につ
いては、正社員との均等・
均衡処 遇を目 指す観 点か
ら、 円を目 安とし て時
給の引 き上げ を目指 しま
す。
④ 単組が 取り組 む地
域水準 につい ては、 「県
別リビ ングウ ェイジ 」を
上回る水準を目指します。
⑤ 月給制 の非正 規労
働者の 賃金に ついて は、
正社員 との均 等待遇 を目
指す観 点から 改善を 求め
ます。
⑥ 正社員 化の制 度創
設を目指します。
⑦ 労働契 約法の 改正
趣旨を 踏まえ 、正社 員と
の均等待遇（昇給ルール、
時間外 割増適 用、無 期契
約転換 後にお ける均 等処
遇の確 保、各 種休暇 等）

を要求します。
⑧ 諸手 当等の制 度改
善・ 創設［ 期末手当 （一
時金 ）、時 間外手当 、通
勤費など］を要求します。
⑨ 政労 使代表者 及び
有識 者で構 成される 「働
き方 改革実 現会議」 が提
示し た「同 一労働同 一賃
金ガ イドラ イン案」 を念
頭に おき、 賃金・諸 手当
をは じめと する労働 条件
全般 につい て自社内 の制
度及 び運用 に係る点 検を
行い ます。 そして合 理的
理由 のない 処遇差が ある
場合 にはそ の訂正を 求め
るな ど、改 善に向け た要
求を行います。
⑩ その 他労働条 件の
改善に向けて要求します。
総合労働条件要求、
（ワ ーク・ ライフ・ バラ
ンス 社会の 実現）及 び制
度・政策要求
① 総労働時間の短縮、
時間 外労働 時間の 削減
（長時間労働の是正）
② 年休取得率の向上
③ 育児 ・介護に 関す
る制度改善
④ 高年 齢者雇用 に関
する取り組み
⑤ 職場 における 男女
平等の促進
⑥ 雇用 形態期間 にお
ける 均等待 遇実現に 向け
た取り組み
⑦ ワー クルール の取
り組み
４ グループ労組の
２０１７春季生活
闘争方針
基本的な考え方
Ｊ Ｒ連合 は、３年 目の
取り 組みと なる「中 期労
働政 策ビジ ョン（２ ０１
４～ ２０１ ８）」に 掲げ
る目 標賃金 への到達 とグ
ループ全体での雇用確保、
労働 条件向 上に向け て、
グル ープ各 単組とＪ Ｒ各
単組 が一丸 となって 闘う
２０ １７春 季生活闘 争を
構築 します 。とりわ け、
グル ープ会 社におけ る優
秀な 人材の 確保と定 着さ
せる ための 環境の整 備が
労使 間の共 通かつ喫 緊の
課題 である ことから 、今

後 のグルー プ会社 の更な
る 成長と発 展に向 けた、
雇 用の維持 ・確保 を含む
「 人材の確 保と育 成」に
軸 足を置い た２０ １７春
季生活闘争を展開します。
そ して、Ｊ Ｒグル ープ労
働 者に相応 しい労 働環境
の 実現を目 指す取 り組み
と して、① 賃金の 維持・
向 上、②総 合生活 改善に
向 けた労働 条件向 上、③
組 織化を含 めた非 正規労
働 者の処遇 改善の ３点を
運 動の柱に 据えて 取り組
み ます。ま た、通 年的な
課 題である 「定期 昇給制
度 の確立と 適正運 用」と
「 労働協約 の締結 」を実
現 するとと もに、 安倍政
権 内で議論 ・検討 が行わ
れ ている「 働き方 改革」
の 動向を見 据えて 、休日
増 を含む総 労働時 間の短
縮や適正な労働時間管理、
重 要労働関 係法改 正に伴
う 労働条件 向上に 資する
ワ ークルー ルの確 立等に
も取り組みます。
賃上げ要求について
すべての グルー プ労組
は 、連合 の方針 である
「 最低到達 水準値 」へ確
実 に到達す るとと もに、
産 業実態を 踏まえ た到達
水 準目標と して、 ＪＲ連
合 「中期労 働政策 ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
に 掲げる目 標賃金 を目指
します。
① 連合 「最低 到達水
準値」
連合の 中小共 闘は、
「 格差是正 」の観 点から
賃 金の引き 上げ額 ・率以
上 に社会水 準の確 保に重
き を置いた 要求の 組み立
て や交渉を 推奨し ていま
す 。そのた めに、 連合リ
ビ ングウェ イジに おける
単 身世帯 及び２ 人世帯
（ 父子）の 水準を クリア
す る賃金水 準を「 最低到
達水準値」として設定し、
「 底上げ・ 底支え 」に寄
与 する配分 を求め ること
としています。
② ＪＲ 連合「 中期労
働 政策ビジ ョン（ ２０１
４ ～２０１ ８）」 で掲げ
る目標賃金

「中期 労働政 策ビジ ョ
ン（２０１４～２０１８）」
では、こ の間の グルー プ
労組賃金 実態調 査及び 公
的機関の 調査結 果等を 踏
まえ、分 科会別 の到達 す
べき目標 賃金を 設定し て
います。 この目 標に基 づ
き、各単 組は２ ０１８ 年
度までに 「必達 目標値 」
に到達す ること を目指 し
ます。
具体的な要求内容
① 賃 金カー ブ維持 を
前提とし た定期 昇給制 度
の確立並びに適正運用
働く者 の生活 設計や 人
材の確保 ・育成 ・定着 、
業務遂行 力の向 上を通 じ
た会社の 持続的 発展を 図
る観点か ら、月 例賃金 水
準の確保 を求め ます。 定
期昇給制 度が確 立され て
いない単 組は、 制度の 確
立（労使 協定化 ）と適 正
運用を強 く求め るとと も
に、制度 が確立 してい る
単組につ いては 、定期 昇
給の実施 による 賃金カ ー
ブの維持を求めます。
とりわ け、定 期昇給 制
度が労使 協定化 されて い
ても、昇 給額が 一定で な
い場合や不十分な場合は、
その改善を求めます。
② 賃金引き上げ要求
ＪＲ連 合とし て一丸 と
なって闘 う春季 生活闘 争
を構築す るため 、以下 の
通りの賃 金引き 上げ要 求
を行います。
ア 定期昇 給制度 の
ある単組
定昇の 確保を 前提に 月
例賃金総 額の「 ６，０ ０
０円以上 」引き 上げを 目
安とします。
そのう ち３， ０００ 円
を目安に 純ベア 統一要 求
として求めます。
純ベア 統一要 求以外 の
賃金要求項目については、
総合生活 改善や 格差是 正
の観点に 立って 各単組 に
おいて判 断する ことと し
ますが、各単組はワーク・
ライフ・ バラン ス実現 に
資する要 求項目 を盛り 込
むことと します （例： 長
時間労働 抑制の ための 超
過勤務手 当単価 の引き 上

げや少 子化対 策とし ての
扶養手当増額等）。
イ 定期 昇給制 度の
ない単組
定昇 がない 場合は 、月
例賃金 総額の 「１０ ，５
００円 以上」 引き上 げを
目安とします。
その うち４ ，５０ ０円
を定期 昇給相 当分、 ３，
０００ 円を目 安に純 ベア
統一要求として求めます。
ウ 純ベ ア統一 要求
以外の 賃金要 求項目 につ
いては 、上記 の定昇 制度
のある 労組と 同様に 取り
組むこととします。
総合生活改善に向け
た労働 条件向 上の取 り組
み
総労 働時間 の短縮 、割
増賃金の改善等について、
ＪＲ各 単組と 同様の テー
マを掲げて取り組みます。
なお、 要求策 定にあ たっ
ては、 各単組 の置か れて
いる実 態に応 じた目 標を
各々設 定し、 実現を 図っ
ていくこととします。
非正規 労働者の 均等
待遇の 実現に 向けた 取り
組み
非正 規労働 者の均 等待
遇の実 現に向 けて、 「同
一労働 同一賃 金ガイ ドラ
イン案 」を念 頭にお きつ
つ、Ｊ Ｒ各単 組要求 で掲
載した 要求と 同内容 とし
ます。
とり わけ「 正社員 化の
制度導 入及び 要件緩 和」
に取り 組むと ともに 、正
社員と の均等 待遇を 目指
す観点 から、 昇給ル ール
の導入 ・明確 化の取 り組
みを強化します。
協力会 社等を含 めた
労働条 件の「 底上げ ・底
支え」の取り組み
グル ープ会 社のみ なら
ず、協 力会社 等を含 めた
労働条 件の「 底上げ ・底
支え」 、「格 差是正 」を
図ると いう観 点から 、全
体で生 み出し た付加 価値
の適正 な分配 に繋が る公
正な取 引関係 を実現 させ
る取り 組みを 主体的 に行
います 。中で も、す べて
のＪＲ に関係 する企 業に
おける 安全の 確立と 安定
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③ 非正規 労働者の 労
働条件改善
非正 規労働 者を取り 巻
く環境 を把握 し、春季 生
活闘争 を通じ て総合的 な
労働条 件の改 善に向け 取
り組みを強化します。
④ 職場に おける男 女
平等の推進
男女 間の賃 金格差の 是
正など 職場に おける男 女
平等の 実現に 向け取り 組
みます。
⑤ ワーク ・ライフ ・
バラン ス社会 の実現に 向
けて
総実 労働時 間縮減に 向
けて労 働時間 管理の徹 底
や年次 有給休 暇の取得 促
進を図 るとと もに、ラ イ
フスタ イルに 応じた働 き
方を求めます。
⑥ ワーク ルールの 取
り組み
⑦ 政策制 度実現に 向
けた取り組み
３ ＪＲ連合の
２０１７春季生活
闘争方針について
２０ １７春 季生活闘 争
は、「中期労働政策ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
に基づ く闘い としては ３
年目と なりま すが、毎 年
繰り広 げられ る春季生 活
闘争が 単年度 の取り組 み
である 一方で 、同ビジ ョ
ンはよ り中長 期的視点 に
立脚し たうえ で、ＪＲ 関
係労働 者にと ってのあ る
べき働 き方を 実現する た
めの一里塚でもあります。
こうし た認識 に基づき 全
ての加盟単組が、同ビジョ
ンで掲 げたあ るべき働 き
方の実 現を図 るべく、 賃
金はも とより 、自社の 労
働時間 や休日 ・休暇、 育
児・介 護、福 利厚生制 度
など、 あらゆ る労働条 件
につい て点検 ・分析を 深
度化し つつ改 善を図 る
「総合 労働改 善闘争」 に
徹底し てこだ わり、諸 労
働条件の着実な改善を図っ
ていきます。
「中期労働政策ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
に基づ く総合 生活改善 闘
争の展開
(1)

(2)

(3)

(4)

40

50

(2)

(3)

就 業規則等 の制度改
善の取り組みについて
就業規則 等の制 度改善
は 、昨年の 総合労 働協約
改 訂交渉で の下記 の未解
決 事項を中 心に、 ２０１
７ 春季生活 闘争に おいて
も 粘り強く 改善を 求め要
求していきます。
① Ｂ単 価、Ｃ 単価、
Ｆ単価等の改正について
② 配偶 者出産 ・ボラ
ン ティア休 暇の有 給化や
多 様な休暇 制度の 新設に
ついて
③ 育児 及び介 護に関
わ る諸制度 の拡充 につい
て
④ 職務 手当等 の改善
について
⑤ ＳＡ Ｓ治療 の対応
等について
⑥ 準組 合員（ エキス
パ ート社員 ）の多 様な勤
務 制度の新 設・拡 大につ
いて
⑦ 準組 合員（ 契約社
員 ）の生理 ・結婚 の有給
休暇の新設について
要 求と回答 引き出し
の日程設定
① 要求提出
２ 月 日 （火） までに
要 求書を提 出する ことと
します。
② ヤマ場と 回答指定
日
連合の設 定する 先行組
合回 答ゾーン （３月 日
～３ 月 日 ）、中 堅・中
小 集中回答 ゾーン （３月
日～３月 日 ）での回
答 引き出し に向け 取り組
みます。
31
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６ 職場環境改善に
ついて
職場諸問 題の解 決及び
改善に向けた取り組みは、
極 めて重要 である と認識
し ており、 「明る く働き
が いのある 職場づ くり」
の 観点から 諸問題 の解決
及 び改善に 向けて 取り組
みの強化を図ります。
具体的に は、支 部・分
会 を通じて 職場諸 問題を
集 約し、職 場環境 、福利
厚 生等の問 題点に ついて
精 査し、経 営協議 会に付
議 するなど 解決及 び改善

(3)

(4)

２ 組織の充実・強化の 制の強化を図ります。
取り組みについて
新 規採用者 に対する
組 合員に 対し、あ るべ 組 織拡大の 取り組 み及び
き労 働組合 像に基づ いた 歓迎会の開催
組織 運営等 を継承す るた
新規採用 者の全 員加入
めに 、以下 、具体的 取り に 取り組み ます。 また、
組みを行います。
加 入後のフ ォロー アップ
組織 対策委員 会の活 体制を充実していきます。
用
また、新 規採用 者の歓
本 部組織 対策委員 会を 迎 会を４月 に開催 し、配
適時 開催し 、目的達 成に 属 先となる 各支部 ・分会
向け た具体 的取り組 みを に おいても 新入組 合員の
検討 すると ともに、 あら 不 安解消に 向けた 取り組
ゆる 機会を 活用し情 報収 みを実施します。
集・ 分析・ 検討を重 ね、
更に、自 動車支 部にお
各級 機関で の合意形 成を い てもタイ ムリー な学習
図ります。
会 及び歓迎 会を開 催しま
拡大 分会長会 議（春 す。
闘討論集会）の開催
３ 月初旬 から中旬 を目 ３ 民主化闘争への
取り組みについて
処に 各県協 において 開催
民主化闘 争の最 終目標
し、 ２０１ ７春闘を はじ
めと する当 面する取 り組 は 、革マル 派浸透 問題を
みに ついて 意思統一 を図 解 決するこ とによ ってＪ
Ｒ 労働運動 の分裂 状況に
ります。
終 止符を打 ち、真 にＪＲ
職場 対話行動 及び地
の 健全な発 展に資 するＪ
区集会の開催
Ｒ 労働運動 の一元 化を達
本 部・支 部・分会 の連 成 すること にある といえ
携強 化によ り、各職 場に ま す。ＪＲ 四国労 組も、
おけ る問題 点の把握 、更 この目的達成のための様々
には 当面す る諸課題 につ な 支援活動 や情宣 活動に
いて 地区集 会等で討 論を 参 画し、Ｊ Ｒ労働 界再編
行い合意形成に努めます。 に 向 け た 組 織 拡 大 運 動
出向組合員への対応 「 民主化闘 争の完 遂」に
各 支部主 催による 出向 向 けてＪＲ 連合と 連携を
組合 員対話 集会をよ り充 強 化してい きます 。具体
実したものとします。
的 には「Ｊ Ｒ連合 組織戦
未加 入者及び エキス 略 会議への 参加」 「民主
パー ト社員 、契約社 員の 化 支援行動 への参 画」等
組織 化に向 けた取り 組み について取り組みます。
について
未 加入者 に対して もき ４ ＪＲ四国労組
退職者連絡会の
め細 やかな 対応を行 い、
充実強化について
加入 促進を 図ること とし
ＪＲ四国 労組は 、退職
ます。
準 組合員 対話集会 の充 者 連絡会の 運営を 円滑に
実と 、日常 的な世話 役活 す るために 、幹事 会を支
動に 重点を 置き、契 約社 援 するとと もに、 必要な
員の 組織拡 大に取り 組み 事 務手続き につい て取り
扱っていくこととします。
ます。
エ キスパ ート組合 員の
拡大 状況に あわせて 、エ 青年女性会議の
育成・強化について
キス パート 組合員対 話集
会の開催を検討します。
青年女性 会議独 自の学
分会 組織の活 性化に
習 会等の開 催や、 基本組
ついて
運 動の原 点である 分会 織 である本 部・支 部・分
組織 の活性 化及び充 実強 会 の各種活 動にも 積極的
化に 向けて 、必要に より に 参画し、 青年女 性会議
学習 会の開 催など支 援体 な らではの 柔軟な 発想力

と行動力 に基づ く活動 の 合員の 意見集 約を行 う調
活性化を 図り、 労働運 動 査活動 の充実 ・強化 が求
の継承と 更なる 組織強 化 められ ていま す。今 後も
に向けて 「明る く・楽 し 実施が 予定さ れてい る、
く・元気 よく」 ステッ プ ＪＲ連 合賃金 実態調 査を
アップす ること を目指 し はじめ 、ＪＲ 連合及 び連
合の実 施する 各種調 査に
ます。
積極的 に参加 し回収 率向
上に努 めると ともに 、Ｊ
男女平等参画推進の
取り組みについて Ｒ四国 労組運 動に反 映さ
せていきます。
ＪＲ連 合の「 男女平 等
参画推進 計画」 及び「 男 教育・広報活動の
女平等参 画行動 計画」 で
取り組みについて
掲げる課 題等の 解決や 目
標の達成 に向け 、ＪＲ 四 １ 教育活動について
ＪＲ 四国労 組運動 を更
国労組「 男女平 等参画 推
進委員会 」で議 論し取 り に継承 ・発展 させて いく
ため、 魅力あ る教育 活動
組みます。
に取り 組んで いきま す。
なお、 今後の 主な取 り組
政策・調査活動の
取り組みについて みにつ いては 次のと おり
です。
１ 政策課題の
ＪＲ 採用の新 任役
解決に向けて
員
等
を
対
象
とした「ニュー
諸課題 の解決 や政策 の
リ
ー
ダ
ー
コース」
実現に向 けて、 ＪＲ連 合
管理 者組合員 を対
をはじめ 、ＪＲ 連合国 会
議員懇談 会及び 世紀 の 象とし た「特 設コー ス」
鉄道を考 える議 員フォ ー （管理者セミナー）
ラム並び に「四 国の鉄 道
２ 広報活動について
を考える国会議員連絡会」
「Ｊ Ｒ四国 労組新 聞」
との連携をさらに強化し、
につい ては、 引き続 き、
組織を挙 げて取 り組ん で
各種会 議や行 事の内 容及
いくこととします。
び各級 機関の 活動な ど、
ＪＲ四 国の経営 安 組合員 と密着 した記 事に
定化に向 けた取 り組み に 重点を 置き、 親しみ やす
ついて
い
紙
面づくりを行います。
鉄道の 抜本的高 速
また 、「Ｊ Ｒ四国 労組
化に向け た取り 組みに つ ニュー ス」や 「自動 車支
部ニュース」もタイムリー
いて
交通重 点政策実 現 でわか りやす い内容 とし
に向けた 取り組 みにつ い て発行するとともに、ホー
ムペー ジの迅 速な更 新に
て
努めます。
「中期 労働政策 ビ
ジョン（ ２０１ ４～２ ０
ボランティア活動の
１８）」 実践の 取り組 み
取り組みについて
について
ジェイ アール四 国
青年 女性会 議を中 心と
バスにお ける課 題解決 に した「 鉄道版 交通安 全教
ついて
室」を計画するとともに、
交通政 策基本法 の 全組合 員の誰 もが参 加で
有効活用 に向け た取り 組 きる活 動とし て実施 して
いる「 プルタ ブ回収 」も
みについて
継続し て取り 組んで いき
ます。
２ 調査活動の
また、新たなボランティ
充実強化に向けて
激変す る社会 環境の 変 ア活動 を実施 するな ど、
化に伴い 、労働 環境も 大 活動の充実を図ります。
きく変わ る中、 幅広く 組

(1)

(2)

に向けて取り組みます。
員一人ひ とりが 自らの 職
責を自覚 し、悲 惨な事 故
を起こさ ない強 い決意 で
取り組み の強化 を図る と
ともに、 安全衛 生委員 会
等を活用 し労働 災害の 撲
滅に向け 取り組みま す。
２０１７春季生活闘
争の取り組みについて
２０ １７春 季生活 闘争
の取り 組みは 、基本 的に
連合・ ＪＲ連 合の方 針を
踏襲し 、本部 委員会 の決
定を受 け、業 務委員 会で
意思統一を図ります。
賞与等の取り組みに
ついて
夏季 賞与等 の取り 組み
は、会 社の業 績と組 合員
の期待 感、生 活実態 を踏
まえ、 世間相 場の動 向等
も勘案 しなが ら、春 闘時
におけ る同時 要求も 含め
業務委 員会で 議論し 要求
します。
職場環境改善の取り
組み
職場 諸問題 の解決 は、
そこで 働く組 合員に とっ
て大変重要な問題であり、
その解 決・改 善に向 けて
取り組みます。

「一企業一組合」
組織の充実・強化
の取り組みについて
１「一企業一組合」へ
向けた取り組み
について
私たちＪＲ四国労組は、
結成以 来、今 日まで 「一
企業一 組合」 に向け た組
織の充 実強化 につい て取
り組み 、責任 組合と して
当面の 目標で あった 組織
率 ％を維持しています。
ＪＲ 四国労 組の最 終目
的は 一
｢ 企業一 組合 で
｣あ
り、そ の目的 達成の ため
には、 私たち が主体 性を
持って 運動の 展開を 図ら
なければなりません。
この ような 状況を 踏ま
え、引 き続き 国労の 動向
も見極 めなが ら、組 織拡
大の取 り組み につい て判
断する ととも に、自 らの
組織強 化にも 取り組 んで
いくこととします。
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７ 会社施策の対応に
ついて
ＪＲ四国の経営状況は、
全国に先駆けた人口減少、
少 子高齢 化やＬ ＣＣの 運
航 等によ り、厳 しい経 営
環 境が続 くこと が想定 さ
れます。
ＪＲ四 国労組 は、安 全
の 確保を 大前提 に、労 働
組 合とし てのチ ェック 機
能 を発揮 しつつ 、事業 計
画 を共有 化する 立場か ら
取 り組み の強化 を図り ま
す。
８ 平成 年度 夏季手 当
等の取り組みについて
ＪＲ四 国を取 り巻く 経
営 環境は 依然と して厳 し
い環境が予想されますが、
期 末手当 が住宅 ローン や
教 育費な ど、生 活費に 占
め る割合 は非常 に大き く
なっています。
よって、日々の「安全・
安 定輸送 」、増 収活動 へ
の 取り組 み、組 合員の 強
い 期待感 やその 努力に 報
い るため にも、 会社の 経
営 実績及 びＪＲ 他社や 世
間 相場等 の動向 を見極 め
な がら執 行委員 会等に お
い て議論 し、春 季生活 闘
争 時にお いて要 求する こ
ととします。
９ ジェイアール四国
バスの労働条件改善等
の取り組みについて
安全・安 心輸送に 向
けた取り組み
ジェイア ール四 国バス
は 、平成 年度の 事業計
画 において 、「お 客様か
ら 信頼され 安心し て選択
し て頂ける バス事 業者の
要 件は、安 全輸送 とお客
様の目線に立った接客サー
ビ スの提供 が欠か せない
と いう認識 のもと 、全社
員 がプロ意 識に徹 し、引
き 続き安全 ・安心 運転の
推 進に向け 、ハー ド・ソ
フ トの両面 から取 り組ん
で いく」とし ています。
ＪＲ四国 労組も 、「安
全 の確保」 は輸送 機関の
最 大の使命 であり 、組合

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)
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した事 業運営 による収 益
の確保 がＪＲ グループ 全
体の信 頼性向 上に繋が る
との立 場から 、より一 層
の安全 の確立 や技術レ ベ
ル向上 はもと より、労 働
条件向 上・人 材育成を 図
るため の原資 を創出す べ
く、受 委託契 約におけ る
契約単 価への 見直し等 、
協力会 社等に おける「 人
への投 資」を 積極的に 求
めていきます。
要求・ 交渉・回 答引
き出しの日程設定
① 要求提出
可能な 限り、 ２月 日
（火） に一斉 に要求書 の
提出を行うこととします。
② ヤマ場 と回答指 定
日
連合 の設定 する中堅 ・
中小集 中回答 ゾーン（
月 日 ～ 日）を念 頭に
おきつ つ、交 渉・妥結 の
集中化を図ります。なお、
妥結に ついて は、原則 年
度内、 そして 可能な限 り
４月中 決着を 目指して 取
り組みます。
労働 条件の改 善を図 るた
め
具体的な要求内容に
ついて
Ｊ Ｒ四国労 組は、 ＪＲ
連合「中期労働政策ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
が掲 げる目標 賃金（ 上位
目標賃金・必達目標賃金）
を受 け、我 々の目 指す
「必 達目標賃 金」（ 全産
業１ 千名以上 の中位 数）
の達 成に向け 賃上げ の闘
いを展開してきましたが、
未だ 到達して いませ ん。
こう した状況 を踏ま え、
月例賃金の改善を基本に、
定期 昇給の確 保を絶 対条
件と して賃金 の引き 上げ
を求めます。
２ ０１７春 季生活 闘争
の要 求方式は 、平均 賃上
げ方 式とし、 定期昇 給の
確保 を絶対条 件に、 月例
賃金 総額６， ０００ 円以
上の 引き上げ を求め 、そ
のう ち３，０ ００円 につ
いて は純ベア として 要求
していくこととします。
ま た、エキ スパー ト社
員及 び契約社 員の賃 金引
き上 げについ ては、 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
目指 し、契約 更新時 期に
要求します。
ま た、期末 手当（ 夏季
手当 ）につい ては、 賃金
要求 項目の集 中化を 図る
ため 、春闘時 に同時 要求
することとします。
労働 時間短縮 の取り
組みについて
労 働時間の 短縮に つい
ては 、今日ま で具体 的要
求を 申し入れ て取り 組ん
でき ましたが 、ＪＲ 四国
を取 り巻く厳 しい経 営環
境の 中で解決 に至っ てい
ませ ん。引き 続き以 下の
要求 を中心に 取り組 んで
いきます。
① 今後の 労働時 間短
縮についての実施計画
② 当面、 年間休 日１
２０日
③
条協 定にお ける
時間 外労働時 間を年 間１
５０時間以内
(1)

(4)

(5)

(6)

14

17

(5)

(6)

25

25

31

3
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５ ＪＲ四国労組の
２０１７春季生活
闘争方針について
基本的 な考え方 につ
いて
ＪＲ 四国労 組の２０ １
７春季生活闘争は、連合、
ＪＲ連合の方針を基本に、
定期昇 給の確 保と賃金 の
引き上 げ、時 短、制度 政
策要求 等、総 合生活改 善
闘争と して取 り組むこ と
とします。
要求の根拠
①
Ｊ Ｒ労働者 とし
て、働 きがい の持てる 賃
金水準へ到達するため
② 厳しい 経営環境 の
中、こ れを支 える組合 員
の努力に応えるため
③
可 処分所得 の目
減りに よる生 計の圧迫 に
対し、 賃金引 き上げに よ
る実質 的な生 活改善を 目
指すため
④ グルー プ労組の 賃
金改善 に向け て相乗効 果
を図るため
⑤ 契約社 員の正社 員
化をは じめと する賃金 、
40
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(7)

(1)

(2)

(7)

２ 共闘関係について
連合・交運労協
連 合四国ブ ロック ・四
国交 運労協の 提唱す る国
民運 動等の諸 行動に 積極
的に 参加する ことを 通じ
て、 ＪＲ連合 運動を 地域
に浸 透させる 取り組 みを
行います。
ＪＲ連合四国地協
Ｊ Ｒ連合四 国地協 は、
連合 四国ブロ ック及 び四
国交 運労協に 対し、 ＪＲ
連合 の窓口と してＪ Ｒ連
合運 動への理 解や信 頼を
高めることに努めます。
ＪＲ 四国グル ープ労

り 、第 回ボウ リング 大
体制 を密にし 、政策 課題 働組合連合会
政治・共闘の
グループ 労組組 合員の 会 を開催 すると ともに 、
取り組みについて の解 決に向け て取り 組み
労 働条件改 善とい う目的 従 来から の県協 ・支部 ・
を強化します。
達 成に向け 、ＪＲ 四国連 分 会主催 行事へ の補助 に
合 がＪＲ四 国グル ープ組 ついても有効活用を図り、
合 員全体に とって 真にそ そ れぞれ の独自 性のあ る
の 役割を果 たして いくた サ ークル 活動を 支援し て
め 、組織活 動・政 策活動 いきます。
の 両面から 今後の 活動を
展開します。
福祉・共済事業活動
の取り組みについて
四 国再発見 の取り組
みについて
福祉・ 共済事 業活動 の
運 輸収 入確保 に向け
「 四国再発 見増収 キャン 推 進に向 けて、 以下の 項
ペ ーン」に 取り組 むこと 目に取り組みます。
新規採 用者の交 運
を要請します。
共 済「総 合共済 」の全 員
加 入に向 けて取 り組み ま
レクレーション・
サークル活動について す。
昨 年８ 月に開 催した
交運共 済「自賠 責
「 サークル 協議会 運営委 共 済」及 び「マ イカー 共
員 会」で確 認され たとお 済 」の加 入促進 に取り 組
１ 政治関係について
政治活動について
ＪＲ 四国労 組「四国 の
鉄道を 考える 国会議員 連
絡会」 やＪＲ 連合国会 議
員懇談 会、Ｊ Ｒ四国労 組
議員団会 議、 世紀の 鉄
道を考 える議 員フォー ラ
ムのメ ンバー と連携し 、
総合交 通政策 の実現や 、
具体的 な課題 の解決に 向
けて政 治活動 を展開し ま
す。
ＪＲ四 国労組議 員団
会議と の連携 強化につ い
て
現在 、ＪＲ 四国労組 議
員団会 議に加 盟する会 員
は３名 です。 今後も連 絡

１月９日 （月）香川県
宇多津町「ホテルサンルー
ト瀬戸大橋 」において、
２０１７年「新春セミナー」
及び「新春 交歓会」が開
催された。
「新春セミナー」では、
『安全確立 に向けて～Ｊ
Ｒ福知山線 列車事故の反
省と教訓～ 』と題し、Ｊ
Ｒ連合の上 村総合組織政
策局長より 、事故当時の
労働組合の 対応や安全性
向上の取り 組み等につい
て講演をいただいた。
約１２０名の出席のもと、
２０１７年「新春交歓会」
が盛大に開催された。
主催者を代表し て中濱
委員長は、日々の 安全・
安定・安心輸送確 立に向
けた取り組み、税 制特例
措置をはじめとす る政策
課題解決に向けた 組合員
への取り組みに御 礼を述
べるとともに、２ ０１７
春季生活闘争をは じめと
する当面する諸課 題に対
する協力要請と、 組合員
と家族のしあわせ 実現に
向け奮闘する決意 を述べ
た。
で、特別功 労者表彰が行
われた。
特別功労 者表彰の個人
表彰は、２ 期２年にわた
り青年女性 会議の充実・
強化に尽力 いただいた弓
立雅博氏が 受賞され、団
体表彰では 、昨年実施し
た「ＪＲ北 海道・ＪＲ四
国・ＪＲ貨 物の自立経営
確保をはじ め『ＪＲが抱
える重要課 題』の解決を
求める署名 」活動に積極
的な取り組 みを行った
分会が受賞された。

【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（経協）
・組織改正（ジェイアー
ル四国バス）
（部会）
・運転部会定期委員会
・工務部会定期委員会
・営業部会定期委員会
（男女）
・第１回男女平等参画推
進委員会
（行事）
・第３回 周年記念事業
検討委員会
（教育）
・ユニオンスクール「レ
ベルアップ」コース
（共闘）
・四国交運労協定期総会
・ＪＲ四国グループ労働
組合連合会定期大会
・連合「愛のカンパ」の
実績
（ＪＲ連合）
・組織戦略会議
・政治担当者会議
・安全対策委員会
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15

29

25
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第３回 周年記念事業
検討委員会開催！

幸教育部長の講義に熱心
に耳を傾け、今後の労働
運動の在り方について学
びレベルアップを図った。

ユ ニ オ ン ス ク ー ル 開 催！

月 日（土）本部３
階会議室において、青年
女性会議役員を対象にし
たユニオンスクール「レ
ベルアップコース」を総
勢 名参加のもと開催し
た。
四国各地より集まった
受講生は「労働組合の目
的と機能」「組合組織の
運営」「ＪＲ四国労組の
現状と課題」「政策課題
解決に向けた取り組み」
「ＪＲ四国における組織
の変遷と組織問題」等に
ついて本部の中濱委員長、

12

31

男女平等
参画推進委員会開催 ！

１月８日（日） 時よ 等を確認した。
り本部１階会議室で「第
１回男女平等参画推進委
員会」を開催した。
委員会では、引き続き
「レディースミーティン
グ」をはじめとする学習
会等の場を通じて、男女
平等参画推進についての
理解を深めていくととも
に、各種制度改善に向け
て女性の立場から継続し
て提言を行っていくこと

第１回

向け、準備を進めていく
１月８日（日） 時
分より本部１階会議室に こととする。
おいて「第３回 周年記
念事業検討委員会」が開
催された。
委員会では、事務局か
ら記念品について提案が
あり、各級機関役員等に
記念品を贈呈することが
確認された。
なお、具体的な内容に
ついては、今年度中に決
定し、記念事業の開催に

30

30

【議事】
①ＪＲ四国労組「新春セ
ミナー・新春交歓会」
の開催について
②第 回定期本部委員会
の議案書について
③第 回定期本部委員会

30

14

第６回本部執行委員会開催

みます。
ど、 労働金 庫運動に 取り 点から、連合、交運労協、
Ｉ ＴＦ等の 主催す る諸活
ＪＲ 四国労組 独自 組みます。
動 及びＪＲ 連合の 主催す
共済制 度「乗 務員共 済」
る 国際交流 、連帯 活動に
の加入 促進と 健全運 営に 国内外労働者との
連帯活動について 可 能な限り 参加す るとと
努めます。
も に、国内 におい ても単
全労 済「ＪＲ 四国
国内外労働者との交流・ 組 間交流を はじめ 、地域
労組セ ット共 済」の 加入 連帯 を通じ 、広範な 知識 社 会活動等 に積極 的に取
促進に努めます。
の習 得と視 野を深め る観 り組むこととします。
ＪＲ連合「ＪＲ
私傷病 共済」 の加入 促進
に努めます。
「長 期家族サ ポー
ト共済 」の更 新に向 けて
１月８日（日） 時
の役割分担について
取り組みます。
分より本部１階会議室で ④平成 年度夏季手当要
アイネクストの
「第６回本部執行委員会」
求の基本的な考え方に
「アフ ラック がん保 険」
ついて
等の加入促進に努めます。 が開催された。
経過報告と議事につい ⑤ＪＲ連合四国地方協議
組合 員の財産 形成
ては次のとおり。
会第 回定期委員会の
と生活 を支援 するた め、
開催について
財形貯 蓄等の 加入促 進な
⑥レディースミーティン
グの開催について
⑦ユニオンスクール
「ニューリーダーコー
ス」の開催について
⑧ＪＲ四国労組第 回ボ
ウリング大会の開催に
ついて
⑨当面するスケジュール
について
⑩その他
・ＪＲ連合第 回中央委
員会について
・各県協定期委員会・春
闘討論集会の開催日程
について
・青女「冬季レクレーショ
ン」の開催について
・第４回 周年記念事業
検討委員会の開催につ
いて
・次期（第７回）執行委
員会の開催について
・その他
矢田 栄一
常務取締役総務部長
大嶋 和浩
総務部勤労課長
ジェイアール四国バス
株式会社
近藤 盛一
常務取締役総務部長
特別功労賞団体表彰
四国労働金庫
（順不同）
小川 俊 理事長
総合企画本部分会
全労済香川県本部
財務部分会
坂東 和夫 専務
研修センター分会
全国交運共済生協
営業部分会
四国事業本部
土木技術センター分会
浅岡 秀幸 本部長
多度津管理駅分会
ＪＲ四国労組議員団会議
多度津運転区分会
山本 悟史 副団長
東予地区営業事業分会
ＪＲ四国労組
愛媛電気分会
退職者連絡会
徳島運転所分会
西山 實紀 会長
ＪＲ四国労組顧問弁護士
大平 昇 弁護士
四国キヨスク労働組合
安部 剛 執行委員長
ジェイアール四国
ホテル開発労働組合
平尾 直義
副執行委員長
（敬称略）
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特別功労賞個人表彰
弓立 雅博
（敬称略）

30

(4)

来賓の皆さま（順不同）
連合香川
進藤 龍男 会長
四国交運労協
井上 浩司 議長
国会議員
小川 淳也
衆議院議員
玉木 雄一郎
衆議院議員
ＪＲ連合
松岡 裕次 会長
上村 良成
総合組織政策局長
四国旅客鉄道株式会社
半井 真司
代表取締役社長

30

(3)

(4)
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

また、新春交歓 会の中

13

30

14

21

その後、 連合香川、四
国交運労協 、国会議員を
はじめとす る多くのご来
賓と各級機 関の代表者ら

30

30
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(1)

(2)

