準組合員 （エキスパート社員・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 円の引き上げを目安に要求
40

ＪＲ四国労組は２月 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
ら上村総合組織政策局長に参加いただき、「新たな風で！さらなる未来
へ 」をメインスローガンに「安全・安定・安心輸送の確立」「２０１
７春闘勝利」「政策課題の解決」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。
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質疑討論 要
(旨
正岡委員（愛媛支部）

要 である と考え る。Ｇ Ｐ
Ｓ 装置や ＴＩＤ 運行情 報
) を 利用し た列車 見張員 支
援 システ ムなど の早期 導
入を要請する。
電気職 場にお いても 今
後 、エキ スパー ト社員 が
増 加する と思わ れるが 、
多 様な働 き方が できる 抜
本 的な対 策が必 要であ る
と 考える 。短日 数勤務 制
度 の対象 職種の 拡充、 夜
間 作業、 屋外作 業は基 本
的 には行 わない 職種な ど
選択肢を広げ、会社に残っ
て いただ く必要 がある と
考 える。 責任業 務を低 減
し た体制 として 人員不 足
の 解消に もつな げるよ う
要請する。
松山電 気区管 内にお い
て 本年４ 月から 変電機 器
の 老朽取 替工事 が始ま る
が 、工事 グルー プの電 力
担 当は現 在１名 である 。
変電以外の自己資金工事・
部 外工事 をこな しなが ら
全 てを対 応する のは保 全
グ ループ の協力 があっ て
砥 部町議 選にお いて、
井上 洋一氏 が無事 に当選
を果 たすこ とがで きた。
この 間ご協 力いた だいた
皆様に感謝を申し上げる。
触車事故防止について、
電気 職場の みなら ず工務
職場全体において、近年、
待避 不良が なくな らない
現状 の中、 死亡事 故に繋
がり かねな い事象 も発生
して いる。 運転報 の確認
など 現場で 最低限 するこ
とは 大前提 として 、それ
に加 えてハ ード対 策も必

長期的に進行すると見ら 社会的使命であると訴え 賃金総額６，０００円以 争として、組合員の負託 た組合員の声を聞き、 そ
れ、これによる人口動態 ている。
上の引き上げ及び期末手 に応えるべくしっかり取 の声を生かすため会社 と
の変化は好むと好まざる
協議し、「安全確立」 に
これに対し経営側は、 当増を求めて闘いを強化 り組みたいと考える。
とに関わらず、社会と経 政府による賃上げ要請に する。
■安全・安定・安心輸送 努めることとする。
■政策課題実現の取り組
済に変革を迫ることが想 応えるかたちで、年収ベー
さらには、総合生活改 の確立
昨年の定期大会以降、 み
定される。
スでの収入増に対しては 善闘争と位置づけ、賃金
昨年 月、高松 市にお
更に、核家族化や単身 一定容認したものの、ベ のみならず、組合員の多 少し気になる不安全事象
世帯の増加などによりラ ア実施には、依然、慎重 様な価値観に対応する働 が何件か発生した。幸い いて、ＪＲ連合「第 回
イフスタイルが変化した な姿勢を見せていること き方や仕事に応じた適正 大事には至らなかったが、政策シンポジウム」が 開
ことで、家族や地域の支 から、月例賃金の引き上 な処遇の実現、子育て・ 鉄道事業・バス事業に従 催された。「チーム公 共
え合い機能が低下する中、げにこだわる連合の要求 介護を支援する制度など、事する者の最大の使命は 交通・チーム地域共創 」
企業は、人件費をコスト とに乖離がみられ、賃上 各年代・性別におけるワー 「安全・安定・安心輸送 を掲げ、「鉄道特性を 発
と見なし、非正規労働者 げ交渉は厳しさを増すと ク・ライフ・バランスの の確保」であることを、 揮することが極めて困 難
充実強化にも継続して取 今一度、肝に銘じるとと なエリア」における交 通
比率を増大させたことに 考えられる。
もに、危険箇所はないか、体系のあり方について 議
よる保険料未納や未加入
これらを踏まえＪＲ連 り組む。
私たちの職場や、その 取り扱いに問題点・疑問 論がなされた。
が増大し、保険制度は揺 合は「中期労働政策ビジョ
折しも、ＪＲ北海道 に
らぎ「家族」と「企業」 ン」をもとに、ＪＲ関係 周りで働く仲間の労働条 点はないか、安全が優先
に依存してきた「日本型 労働者にとって相応しい 件改善に向けしっかり取 されているかなどについ おいては、「ＪＲ単独 で
福祉」は限界を超え、若 働き方を明確にした上で、り組むことは、その波及 てチェック機能を発揮し、は維持することが困難 な
者の将来不安を煽る結果 連合方針を踏まえ、２月 効果も踏まえ、連合、Ｊ 事故撲滅に向けて取り組 路線」として 路線 線
区について抜本的な鉄 道
となっている。
２日に北九州市において Ｒ連合に加盟するものの まなくてはならない。
Ｊ Ｒ 連 合 の 掲 げ る 、 事業見直しを図ること が
このような状況の中、 中央委員会を開催し、定 使命でもある。
２０１７春季生活闘争 「すべてのＪＲ関係労働 表明された。
連合は、２０１７春季生 期昇給の確保を前提に、
厳しい経営環境にあ る
活闘争を、社会・経済構 産別統一要求「ベア３， は、連合の提唱する「働 者の死亡事故・重大労災
造の変化や不確実性が高 ０００円」を含む、月例 くことを軸とする安心社 ゼロ」に向けた運動を実 ＪＲ四国においても例 外
まる情勢の中にあっても、賃金総額６，０００円以 会」に向けて、「底上げ・ 践するとともに「ヒュー ではなく、将来的な鉄 道
今 、 必 要 な 事 は 経 済 を 上の引き上げを求める方 底支え」「格差是正」に マンエラーは結果であり、事業の見直しが言及さ れ
取り組み、ＪＲ労働界の 原因ではない」との理念 ている。また、自動車 事
「自律的成長」の軌道に 針を決定した。
乗せることであり、その
ＪＲ四国労組も、会社 責任産別として、ＪＲ四 に基づき、会社の安全対 業においても久万～落 出
ためには継続的な月例賃 を取り巻く厳しい経営環 国・ジェイアール四国バ 策を検証し提言するとと 間において路線の廃止 が
金 の 引 き 上 げ 、 そ れ も 境を踏まえつつも、産別 スの責任組合として、我々 もに、職場での働き方が 決定された。
私たちは、近い将来 想
「底上げ・底支え」「格 方針に基づき、統一要求 が目指す「あるべき雇用 変わりつつある中、安全
差是正」に重点を置いた として、定期昇給の確保 と働き方」を経営側に提 に働くための制度や運用 定されるであろう鉄道 ・
引き上げを実現させるこ を絶対条件に「ベア３， 示し、月例賃金引き上げ は改善されているのか、 バス事業のあり方につ い
とが、我々に課せられた ０００円」を含む、月例 を含めた総合生活改善闘 各級機関会議等で出され て、路線廃止ありきや 基
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中濱委員長
挨拶（要旨）

■２０１７春闘方針
世界経済は、英国のＥ
Ｕ離脱や中国における過
剰投資のリスクに続き、
米国大統領に就任したト
ランプ氏がＴＰＰ離脱や
ＮＡＦＴＡ（北米自由貿
易協定）の再交渉など保
護貿易による「自国第一
主義」へと経済・外交政
策を転換したことで景気
への影響が懸念され不安
定な状況にある。
また、国内の景気は、
新興国経済の減速による
影響などから、輸出・生
産面に鈍さが見られるも
のの、基調としては緩や
かな回復を続けていると
言われている。
一方、人口は、少子化
による減少に伴い、労働
力人口の減少が急速かつ

議長に選出された曽川委員(香川支部)

10
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第３０回定期本部委員会
!!

青女 議長の 専従 指定を
継続し ていた だい たこと
に感謝 申し上 げる 。青女
議長に は支部 青女 や分会
青女の 活動に 今ま で以上
に参加 してい ただ き、青

松本委員（青年女性会議）

添乗 旅費に つい て、現
在、添 乗時間 の長 ・短に
関わら ず一律 ２， ３００
円の支 給とな って おり、
長時間 の添乗 の場 合、１
時間あ たりの 支給 額が地
方の最 低賃金 を下 回って
しまう 。添乗 時間 に地方
の最低 賃金を 乗じ た額に
改正するよう要請する。
駅・ ワープ ・車 掌には
主任ク ラスの 社員 が少な
く、助 役の資 格は 持って
いるも のの、 登用 までに
かなり の時間 を要 し、安
定した 要員の 確保 が不可
能にな りつつ ある 。安定
した要 員の確 保を 強く要
望する。

も困難で ある と考え る。 ベーシ ョン向 上の ために
現場長に も確 認した が、 も労働 条件改 善に 向けて
会社には 増員 の要望 をあ 尽力するよう要請する。
四国 への新 幹線 の導入
げている との 返答で あっ
た。個人 に対 する負 担が につい て、Ｊ Ｒ四 国とし
増え過ぎ てパ ンクす るこ ても収 入の柱 が必 要であ
とのない よう 早めの 体制 り、交 流人口 の拡 大、四
国とと もに光 り輝 く企業
強化をお願いする。
である ために も、 若い世
森委員（愛媛支部）
代が強 く訴え てい かなけ
ればな らない と考 える。
新幹線 ができ るこ とによ
り、観 光客の みな らず、
企業誘 致が進 み、 雇用が
生まれ 、四国 の活 性化に
繋がる と考え る。 早期に
着工へ の道筋 を立 てられ
るよう 関係各 方面 への働
きかけ をお願 いす るとと
エキス パー ト社員 に対 もに、 組合員 の意 思統一
する制度 改善 につい て、 を図るよう要請する。
今回の提 案は 、会社 も一
定の理解 やエ キスパ ート 安岡委員（営業部会）
社員の必 要性 を考え てい
る旨の内 容で あると 認識
している 。し かし、 今後
も要員不 足の 解消な どエ
キスパー ト社 員の力 が必
要である と考 える。 モチ

金の助成に偏っ た議論で
はなく、持続可 能な公共
交通のあり方に ついて、
政府・行政、関 係自治体
と胸襟を開いた意見交換・
協議を行うとと もに、利
用者・働く者も 含めた連
携が必要であると考える。
もう一点は、 四国エリ
アへの新幹線導 入に向け
た取り組みであ る。四国
への新幹線導入 は、我々
ＪＲだけのエゴではなく、
四国経済の地盤 沈下を防
ぐとともに、四 国の人口
減少を緩やかに し、若者
がこの地域に住 んでもら
えるようにする ための一
つの仕掛けだと 考える。
将来の鉄道ネッ トワーク
を維持するため にも理解
と共感を得る取 り組みを
行う。
そして、今、 申し上げ
た政策課題の解 決には政
治の力が重要で ある。そ
の実現を図るた め、私た
ちの政策課題に 理解頂け
る候補者の支援 に取り組
むこととする。いつ解散・
総選挙が実施さ れるかわ
からない闘いに 対応する
ため、各県協に それに備
えた取り組みを要請する。

た 列車接近 装置 や警報 装
置 などのハ ード 対策は 必
要 であると 考え ており 、
従 前より経 営協 議会を は
じ め、あら ゆる 機会を 通
じて訴えてきた。会社は、
その装置に頼り切りになっ
て しまい故 障時 等に逆 に
危 険性が増 すこ とを危 惧
し ており、 導入 は難し い
と いう説明 であ るが、 組
合 としては 、現 在の対 策
に 加えて何 らか の対策 が
必 要である との 認識の も
と 、引き続 きハ ード対 策
導 入に向け て、 経営協 議
会 等におい て訴 えてい き
たい。
エキスパ ート の多様 な
働 き方につ いて は、動 力
車 乗務員に 導入 されて い
る 短日数勤 務制 度を他 の
職 種にも導 入す べきで あ
る と申し入 れて いる。 今
の ところ、 会社 から良 い
返事はもらっていないが、
エ キスパー トの 方に残 っ
て いただく ため に少し づ
つ ではある が動 きつつ あ
る ため、も う少 し待っ て
い ただきた い。 組合と し
て もエキス パー トの方 が
残っていただくためにも、
制 度改善を 含め た労働 条
件 の改善は 必要 である と
認 識してお り、 引き続 き
訴えていきたい。
要員につ いて は、ど の
職 場におい ても 厳しい 状
況であると認識しており、
こ れまでも 安定 した要 員
確 保を訴え てき た。一 気
に 改善する のは 難しい と
考 えるが、 駅に も若手 社
員が残れる環境を整備し、
主 任クラス の要 員を確 保
で きるよう 取り 組んで い
きたい。
松山の変 電機 器取替 の
体 制につい て、 会社か ら
は 現場長と も話 をして い
る が配置転 換や 部外か ら
も 含めて増 員に 向けて 検
討しているとの説明があっ
た 。組合と して は、個 人
に 対する負 担が 増えす ぎ
な いように 、引 き続き 訴
えていきたい。
添乗旅費 につ いては 、
こ れまでの 経緯 、現行 の
会 社の体力 を勘 案する と
改 善は非常 に困 難であ る
と 考えるが 、現 場の方 の
声 を踏まえ 訴え ていき た
い。
今回、会 社か ら提案 の
あ ったエキ スパ ート社 員
に 対する制 度改 善につ い
て は、これ まで 組合が 主

開催さ れる。 また、 組合
員は日 々、安 全・安 定・
安心輸 送に取 り組ん でい
る。こ の努力 に報い るた
めにも 、今年 こそは ベア
の獲得をお願いする。
１月 にＪＲ 東日本 蕨駅
で盲導 犬を連 れた視 覚障
害者の お客様 がホー ムか
ら転落 し、列 車には ねら
れる事 故が発 生した 。各
鉄道会 社は、 様々な 対策
を行っているが、会社は、
ホーム ドアの 設置な ど、
優先順 位を付 けての 対策
は考え ていな いのか 。駅
で働く 我々に とって は急
務であ ると考 えてい る。
本部の 考え、 今後の 方針
を教えていただきたい。
岩水委員（徳島支部）

乗降 調査に ついて 、毎
年、同 じ時期 に実施 して
おり、今 年度は 月８日
に四国 各地で 実施し た。
乗降調 査はダ イヤ改 正の
参考や 、その 列車が 持つ
使命を 把握す るため に欠
かせな い数字 になる と思
われる が、こ の時期 は、
学生の 期末試 験と重 なる
ため、 通常期 とは数 字の
ズレが 生じる と考え る。
学生の 期末試 験と重 なら
ない時 期へ変 更して いた
だくよ う働き かけを お願
いする。
東京 オリン ピック 開催
までに 、牟岐 線・阿 波海
南～阿 佐海岸 鉄道・ 甲浦
間にお いてＤ ＭＶを 導入
し、阿波海南～海部間は、
阿佐海 岸鉄道 に譲渡 する
方向で 調整す るとい う新
聞報道があった。そうなっ
た場合 、阿波 海南～ 海部
間の線 路、電 気、運 行管
理など 、組合 員にど のよ
うな影 響が出 るのか 分か
り次第 教えて いただ きた
い。

また 、試行 期間に は現場
での 問題点 を集約 し申し
入れ ていた が、解 決され
ていないのが現状である。
現場 では、 快速列 車での
運用 を求め ていた が、そ
れと は逆の 各駅停 車での
運用 が拡大 される 。組合
とし てのチ ェック 機能を
発揮 できて いるの か疑問
に感 じる。 納得の いく説
明をお願いする。
新 型車両 の導入 につい
て、乗り心地の向上を図っ
たと される 新型特 急気動
車２ ６００ 系がデ ビュー
する と、先 日プレ ス発表
され た。し かし、 車体傾
斜シ ステム は８６ ００系
でも 酷評さ れたシ ステム
を使 用して いると のこと
であ る。会 社の自 己満足
にな らない よう量 産化時
には 、この 車体傾 斜シス
テム を使用 しない よう要
請する。
浦川執行委員
組 合も、 動力車 乗務員
の職 務手当 と特殊 勤務手
当は 切り離 して考 えてお
り、 エキス パート 社員の
動力 車乗務 員にも 職務手
当を 支給す べきで あると
考え ている 。今後 の交渉
の中 でも強 く訴え ていき
たい。
エ キスパ ート社 員の動
力車 乗務員 に対す る専用
行路 を新設 するよ う従前
より 申し入 れてい る。会
社か らは、 検討中 との回
答を 得てい る。更 に列車
乗務 員にも 拡大す るよう
申し入れている。
短 日数勤 務制度 につい
ては 、具体 的にい つまで
継続 するか は聞い ていな
いが 、当面 の間は 大丈夫
であると考えている。
エ キスパ ート社 員に対
する 慰労金 につい ては、
他社 の導入 事例を 参考に
して いると 説明を 受けた
が、 本部と しても 増額を
求め 、今後 、交渉 を強化
したいと考えている。
今 春闘に おいて も、非
常に 厳しい 闘いに なるこ
とが 想定さ れるが 、ベア

が 獲得で きるよ うしっ か
り と交渉 したい と考え て
いる。
乗降調 査の実 施時期 に
つ いては 、従前 より変 更
を 申し入 れてい るが改 善
さ れてい ない。 現場組 合
員 の方の 声をし っかり 会
社に伝えていきたい。
信用降 車型ワ ンマン 列
車 につい ては、 これま で
現 場組合 員から いただ い
た 意見や お客様 の混乱 を
防 止する ために も快速 列
車 で運行 される よう訴 え
て きた。 会社か らは、 運
賃 ほ脱に 関して 問題は 発
生していないことと併せ、
各 駅停車 で拡大 する旨 の
説 明があ った。 組合と し
て は、快 速列車 での運 行
を 求めて おり、 引き続 き
改 善に向 けて訴 えてい き
たい。
新型特 急車両 につい て
は 、８６ ００系 が導入 さ
れ て以降 あらゆ る機会 を
通 じて乗 り心地 の改善 、
車 体傾斜 システ ムの改 良
を 図るよ う申し 入れて き
た 。２６ ００系 量産型 に
お いては 、同車 体傾斜 シ
ステムを導入しないよう、
引き続き訴えていきたい。

眞鍋書記長
駅の旅 客の安 全対策 に
つ いては 会社が 取り組 む
べ きこと である と認識 し
て いる。 その上 で、ホ ー
ム ドアの 設置は 非常に 有
効 なハー ド対策 である と
考 える。 国に対 しても 補
助 金制度 の拡充 等更な る
取り組みを訴えているが、
四 国にお いては 、列車 に
よ っての 停止位 置や車 両
に よって のドア の位置 が
異 なるこ とから 、ホー ム
ド アの導 入は非 常に困 難
で あると 考える 。また 、
会 社から も導入 の予定 等
については聞いていない。
今 後、技 術開発 が進み 、
ド アの位 置に関 係なく 設
置 できる 簡易的 なホー ム
ド アがで きた時 には設 置
す るかも しれな いが、 現
状 は駅の 方のソ フト面 で
の 対応と なって いる。 旅
客 の安全 対策に ついて は
経 営協議 会等で 引き続 き
訴えていきたい。
ＤＭＶ の関係 は現在 、
新 聞報道 での情 報しか な
く 、会社 からの 説明は 聞
い ていな い。Ｄ ＭＶは 鉄
道 特性を 発揮で きない 地
域 をどの ように してい く

現在 、半休 は各 年度に
回以内を 限度に 付与さ
れてい る。限 度を 超える
と年休 処理を せざ るを得
ない状 態にな り、 育児や
介護な どにも 幅広 く使用
したい と考え る組 合員・
準組合 員から は、 拡大の
声が挙 がって いる 。年休
取得の 上限 日に 合わせ
て、半 休も 回を 上限と
するよう要請する。また、
この上 限の根 拠が 分かる
のであ れば教 えて いただ
きたい。
現在 、「フ レッ シュマ
ンコース」や「レベルアッ
プコー ス」、 女性 を対象
とした 「レデ ィー スミー
ティン グ」等 を実 施して
いただ き、多 くの 青年女
性組合 員が労 働組 合の目
的や意 義、会 社の 制度に
ついて 学び、 職場 を越え
た交流 を図る こと が出来
ている と考え る。 今後さ
らに女 性組合 員も 増え、
男女平 等参画 推進 が謳わ
れる中 、学習 会や 交流の
場を増 やして いた だきた
いと考 える。 以前 は女性
組合員 を対象 とし た学習
会があったと聞いており、
そうい う機会 も増 やして
いただくよう要請する。

かという 選択 肢の１ つに 谷井委員（青年女性会議）
はなると 考え る。今 後、
機会があ れば 会社と して
の考え方 、ス タンス を確
認したいと考える。

宮地委員（高知支部）

エキス パー ト社員 の慰
労金制度 につ いて、 基準
額の算出 方法 が付加 給及
び職務手当の合計額となっ
ているが 、こ れだと 基準
額の時点 で人 によっ て差
が生じ平 等で はない と考
える。ま た、 支給額 の算
定にあた り係 数が付 いて
いるが係 数５ の根拠 はあ
るのか教 えて いただ きた
い。
最近、 空転 による 列車
遅延が多く発生している。
空転対策 につ いては 、こ
れまでも 会社 に申し 入れ
ていただ いて いるが 、会
社からは 具体 的な案 が示
されてい ない 。現場 組合
員はこの まま 何も対 策さ
れないの かと 不安に 思っ
ている。 引き 続き対 策を
図るよう 申し 入れて いた
だきたい。

中間委員（香川支部）

会社は 長時 間労働 の抑
制に向け て取 り組ん でい
るが、こ の取 り組み は各
職場の箇 所長 ・管理 者に
任されて いる 部分が 大半
である。 職場 内だけ で長
時間労働 を抑 制して いく
には限界があると考える。
また、抑 制が できる ので
あれば既 に対 策をと って
いる。そ こで 、電気 職場
として工 事設 計業務 の簡
素化や保 全業 務の外 注化
の拡大な どハ ード面 での
対策をと り、 長時間 労働
の抑制を 図る よう取 り組
みを要請する。

浦川執行委員
エキ スパー ト社 員の慰
労金算 出にお いて の係数
につい ては、 団体 交渉で
の中で も議論 した が、根
拠はな く支給 額か ら逆算
して付 したと いう 回答で
あった 。組合 とし ても、
全員一 律に支 給す べきで
あると 考えて おり 、今後
具体要 求を申 し入 れ交渉
していきたい。
空転 対策に つい ては、
従前よ り訴え てい るが対
策がな されて いな いのが
現状で ある。 乗務 員の不
安解消 のため にも 何らか
の対応 をする よう 、今ま
で以上に強く訴えていく。
長時 間労働 の抑 制につ
いては 、会社 も問 題意識
を持っ ている と認 識して
いる。 提案の あっ た内容
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張してきたものであるが、
更 なる改 善に向 け、 エキ
ス パート 社員の 方が 働き
が いを持 てるよ う、 今後
も 交渉を 強化し てい きた
い。

20

笠岡委員（愛媛支部）

65

岡田委員（運転部会）
信用 降車型 ワンマ ン列
車につ いて、 ２月１ 日の
経営協 議会に おいて 、３
今年は ４月か らの 四国 月４日から本運用とのニュー
Ｄ Ｃ、秋 には愛 媛国 体な スが出 たが、 今後、 導入
ど 集客が 見込め る行 事が 線区の 拡大は あるの か。

40 20

石井委員（香川支部）

１月 日に 会社か ら提
案 のあっ たエキ スパ ート
社員の制度改善について、
特殊勤務手当の改正を行っ
て いるこ とから 動力 車乗
務 員に対 する職 務手 当の
支 給は対 象外と なっ てい
る 。運転 士とし ての 職務
手 当があ ればこ そ運 転士
で あると 考えて おり 、職
務 手当と 特殊勤 務手 当は
別 物であ ると認 識し てい
る 。エキ スパー ト社 員の
動 力車乗 務員に も職 務手
当 が支給 される よう 交渉
強化を要請する。
現在、 動力車 乗務 員は
短 日数勤 務とフ ルタ イム
とを選択できる制度となっ
ている。今後、エキスパー
ト 社員に なられ る動 力車
乗 務員は 、短日 数勤 務制
度 がいつ まで続 くの か不
安 に思っ ている 。短 日数
勤 務制度 がいつ まで 続く
のか教えていただきたい。
また、 歳 まで継 続就
業 した場 合の慰 労金 につ
い ても、 新たに 会社 から
提 案があ ったが 、支 給額
は 平均 万円 程度と いう
内 容であ る。要 員不 足が
迫 ってい るのは 理解 する
が 、現場で は 万円 程度
で は納得 できな いと の声
も 挙がっ ている 。増 額に
向 けて粘 り強い 交渉 を要
請する。
30

20

一昨 年から 専従指 定して
いる が、組 織財政 専門委
員会 におい て財政 的な面
から 専従化 が可能 かどう
か検 討し、 数年間 は可能
であると判断し現在に至っ
ている。今後については、
再度 組織財 政専門 委員会
で議論していきたい。
幸執行委員

青 女諸活 動の多 様化に
つい ては、 青女議 長を専
従指 定した 効果も ある中
で、 各支部 におい ても青
女役 員の方 がしっ かり声
掛け や活動 してい ただい
たこ とで活 性化さ れてい
ると考えている。この間、
活発 に活動 された 青女役
員の 皆様に 感謝申 し上げ
ると ともに 、引き 続き、
組合 活動の 入口と して青
女の 諸活動 に参画 できる
よう取り組んでいきたい。
青女 議長の 専従指 定につ
いて は、各 支部青 女の定
期委 員会等 で意見 をいた
だい ている 。今後 につい
ては、繰り返しになるが、
組織 財政専 門委員 会で、
継続 可能か 否か議 論して
いきたい。
砥部町議選については、
愛媛 電気分 会の組 合員の
方を 中心に 取り組 まれた
結果 、見事 ６期目 の当選
を果 たされ た。こ の間、
業務 多忙に も関わ らず後
援会 活動等 に取り 組まれ
た皆様に感謝申し上げる。
浦川執行委員

触 車事故 防止に ついて
は、 年度末 に向け て工事
量が 増加す る中、 現場の
方は 様々な 対策を 講じて
対応 してい ただい ている
と認 識して いる。 組合と
して もソフ ト対策 だけで
はな くＧＰ Ｓ等を 活用し
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女役員 へのタ イムリ ーな
情報共 有や若 手組合 員に
対する 活動へ の幅広 い参
加要請 、直接 的な対 話の
機会が 増えた ことに よっ
て、よ り良い 変化が もた
らされ ている と考え る。
最近の レクで は、今 まで
参加し たこと がなか った
組合員 が半数 近くお り参
加者の 裾野が 拡大し てい
る。ま た、青 女議長 が経
営協議 会や団 体交渉 に参
加し、 その場 で得た 情報
や問題 を積極 的に青 女役
員に共 有して いただ くこ
とによ り、問 題に対 して
若手組 合員で 議論す る機
会も増 えた。 過去を 知る
組合員 が少な くなり 、一
人ひと りのレ ベルを 向上
させる ことが 求めら れる
中、参 加者の 拡大と 意識
の向上 は非常 に重要 な要
素であ り、こ れらを 継続
させて いくた めにも 青女
議長の 専従を 継続し てい
ただくよう要請する。
眞鍋書記長

四国新幹線については、
組合と しても 四国の 鉄道
ネット ワーク を維持 し、
ＪＲ四 国の経 営を安 定化
させ、 さらに はそこ に働
く組合 員の雇 用を安 定化
させる ために も必要 であ
ると考 える。 ＪＲ四 国労
組の取 り組み として は、
ＪＲ連 合政策 シンポ ジウ
ムを昨年 月に初 めて四
国で開 催して いただ き、
全国の ＪＲ連 合の仲 間に
四国の 現状を 知って いた
だいた と考え る。ま た、
ＪＲ連 合が毎 年取り まと
めてい る交通 重点政 策に
も四国 新幹線 につい て記
載して いただ いた。 これ
らの取 り組み もあり 、鉄
道局の 来年度 予算に 基本
計画路 線を含 む幹線 鉄道
ネット ワーク に関す る調
査を行 う部分 が含ま れた
という ことで 、ほん の一
歩では あるが 前進し たと
考える 。引き 続き、 四国
新幹線 導入に 向けて 取り
組んでいく。
青女 議長に ついて は、
10

も踏ま え外注 化や簡 素化 は、 改めて 鉄道特 性を発 備 がない基 地が あるた め
につい ても訴 えてい きた 揮す ること が困難 な四国 新 設してい ただ くよう 要
い。
の現 状認識 と今後 どのよ 請する。
うに 維持し ていく かを考
える絶好の機会となった。 浦川執行委員
今後 、四国 の発展 のため 現 在 年 連 続 ベ ア が な
には 、新幹 線が必 要であ い 状況では ある が、組 合
ると 考える ととも に、若 員 のモチベ ーシ ョン向 上
者の 夢とし て四国 新幹線 の ためにも ベア ・夏季 手
の導 入を願 ってい る。こ 当 ともにし っか りと取 り
れま でもあ らゆる 機会を にいきたいと考えている。
要員につ いて は、こ れ
通じ て必要 性を訴 えてい
ただ いてい ること に感謝 ま でも適正 に配 置され る
を申 し上げ るとと もに、 よ う訴えて きた 。働き 方
引き 続きの 働きか けを要 改 革を進め るう えでも 重
要 になって くる と考え て
請する。
い ることか ら、 引き続 き
訴えていきたい。
三好委員（本社支部）
手当の増 額、 新設に つ
い ては、非 常に 厳しい 中
で の交渉と なる が、様 々
な 職場から の要 望も踏 ま
え 粘り強く 交渉 したい と
考える。
警備基地 のト イレに つ
い ては、具 体的 な場所 を
教 えていた だき たい。 そ
労働時間管理について、 の 上で改善 を申 し入れ た
会社 からも 厳格な 取り扱 い。
いの指示が出されている。
個人 的には 改善さ れつつ
ある と感じ ている 。今後
とも 、会社 には効 率的な
働き方、適正な要員配置、
適正 な手当 の支給 を求め
ていただきたい。

幸執行委員
半休 につい ては、 概ね
１ヵ月 に１回 を目安 とし
ており、 制度導 入時の
回を 回に 拡大し た経緯
がある 。１月 より育 児介
護休業 法の改 正に伴 い、
看護半 休・介 護半休 が導
入され たが無 給休暇 であ
り、半 日単位 での年 次有
給休暇 の利用 を考え る組
合員・ 準組合 員の方 から
の要望 も踏ま え、今 後、
日数拡 大につ いて検 討し
申し入れていきたい。
教育 活動に ついて は、
定期大 会で承 認を得 て教
育担当 者会議 で具体 的内
容につ いて決 定し、 １年
間取り 組んで いる。 過去
に女性 組合員 を対象 とし
た「レ ディー スコー ス」
を開催 してい たが、 当時
は女性 組合員 も少な く思
うよう に参加 者が集 まら
なかっ たこと からこ の６
年間は 開催し ていな い。
１月に 開催し た男女 平等
参画推 進委員 会の中 でも
議論し たが、 近年女 性組
合員も増加していること、
育児に 参画す る男性 組合
員も増 加して いるこ と等
を踏ま え、対 象範囲 や具
体的内 容につ いては 、今
後検討 させて いただ きた
い。
谷角委員（青年女性会議）

賃 金につ いて、 夜間特
殊業 務手当 の増額 及び線
路閉 鎖工事 監督手 当、保
守用 車監督 手当の 新設を
求め 、引き 続き粘 り強い
交渉を要請する。
現 在、会 社は入 退社時
間を 記入し 超勤時 間を管
理し ている が、職 場内か
らは 超勤時 間の抑 制では
ない かとい う声が 挙がっ
てい る。現 場組合 員は非
常に 混乱し ており 、会社
の言 う働き 方改革 とは、
経費 節減が 目的な のか、
業務 の効率 化が目 的なの
か、 一体ど のよう な方針
なの かを教 えてい ただき
たい。
保 線区で は台風 等の警
備の ため警 備基地 を使用
して いるが 、トイ レの設

林委員（香川支部）
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モチ ベーシ ョン向 上の
ために も今年 こそは 、全
組合員 の総意 として ベア
を獲得 してい ただく よう
要請す る。ま た、同 時要
求の夏季手当についても、
勝ち取 るよう 期待し てい
る。
四国 への新 幹線導 入に
ついて 、四国 内でも 四国
新幹線 を議題 とした シン
ポジウ ムが年 に何度 か開
催され 、新幹 線熱が 徐々
に高ま ってい るよう に感
じる。 このよ うな中 、昨
年高松 で開催 された ＪＲ
連合政 策シン ポジウ ムで

眞鍋書記長
四国新幹線については、
Ｊ Ｒ四国労 組組 合員の 皆
様 は必要性 等を 十分認 識
し ていただ いて いると 考
え る。今後 は、 いかに 周
り の方に知 って いただ く
か が課題に なる と考え て
い る。会社 とし てもシ ン
ポ ジウムを 開催 するな ど
取 り組んで いる が、Ｊ Ｒ
四 国労組と して も、全 国
か らの仲間 が集 うＪＲ 連
合 の諸会議 等に おいて 必
要性を訴えていきたい。
働き方改 革の 一環と し
て 行ってい る労 働時間 管
理 の徹底に つい ては、 超
勤手当の抑制ではなくワー
ク ライフバ ラン ス実現 に
向 けた取り 組み である と
考 える。し かし ながら 、
組 合員の受 け止 め方が 会
社 の考え方 と違 ってい る
の であれば 、会 社の説 明
不 足が原因 であ ると考 え
る 。趣旨を 理解 した上 で
取 り組むべ きこ とであ る
の で、再度 説明 を行う よ
う会社に求めていきたい。
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吉岡委員（香川支部）
エキスパ ート 社員の 職
務 手当につ いて 、動力 車
乗 務員は対 象外 となっ て
い る。原則 とし てエキ ス
パ ート社員 は現 職で残 っ
て いただく よう になっ て
い るが、こ のま ま賃金 面

で の改善 がない ので あれ
ば 、誰も 運転士 とし て残
ら なくな ると考 える 。本
来 の趣旨 からす れば 職務
手 当は支 給され るべ きで
あ り、会 社は本 当に エキ
ス パート の動力 車乗 務員
を 必要と してい るの か。
こ れらに ついて 、分 会に
お いても 緊急職 場集 会の
開 催を予 定して いる 。現
場 の生の 声を聞 くよ う要
請する。
高齢に よる体 調面 の不
良 等によ り列車 の運 転が
困 難にな り、メ ンテ ナン
ス を希望 してい る方 が増
え ている 中、メ ンテ ナン
ス 会社の 要員需 給の 関係
で 受け入 れられ ない とい
う 話を聞 いてい る。 様々
な 業種から の出向 や、
歳 を超え て働い てい る方
も いるよ うだが 、メ ンテ
ナ ンス会 社の実 態は どう
な ってい るのか 、ま た整
備 が必要 ではな いか と考
える。
昨年、 ジェイ アー ル四
国 バスに おいて は、 年金
満 額支給 開始年 齢ま で社
員 として 勤務で きる 制度
を 併設す るよう 申し 入れ
て いるが 、ＪＲ 本体 とし
ては要求しないのか。
四国新 幹線の 導入 につ
い て、香 川県交 運労 協で
は 積極的 に議論 を促 して
い る。昨 年末、 社民 党と
民 進党香 川県連 にお いて
政 策課題 の実現 につ いて
意 見交換 会を行 った 際、
社 民党の 一部議 員か ら並
行 在来線 の問題 が解 決し
な い限り 断固反 対と いう
回 答があ った。 その 社民
党 を支持 する国 労組 合員
を 会社と しては 問題 視し
て いない のか教 えて いた
だきたい。
ＪＲ他 社にお いて 廃線
議 論があ る中、 ＪＲ 四国
に おいて も上下 分離 等を
含 めて地 方自治 体と 協議
し なけれ ばなら ない とい
う ことが 新聞報 道で も取
り 上げら れてい る。 雇用
問 題に直 結する 重要 な問
題 であり 、いよ いよ ＪＲ
世 代でこ の問題 につ いて

いう 強い意 志で活 動を展 て は、数 年前に 実施し た 性等をま ずは 支部青 女三
開するよう要請する。
ア ンケー トによ り、区 切 役にしっかりと伝え、後々
り として 歳 での退職 を の世代に 引き 継がれ る取
浦川執行委員
希望された組合員が多かっ り組みを要請する。
組合としてもエキスパー た ことか ら、現 状のエ キ
今後、 四国 新幹線 の導
トの 動力車 乗務員 に職務 ス パート 社員制 度とな っ 入等の政 策課 題の実 現に
手当 を支給 すべき と考え て いる。今 のところ 歳 は政治の 力が 必要で ある
てお り、今 後、交 渉の中 ま で定年 延長を 求める 声 と考える 。今 回取り 組ん
でも強く訴えていきたい。 は あまり 挙がっ てきて い だ意見書採択においても、
エ キスパ ート社 員につ な い。今 後、組 合員の 総 まだまだ 我々 の声が 小さ
いて は、現 職で残 ってい 意 として 定年延 長を求 め いと感じ てい る。Ｊ Ｒ四
ただ くのが 基本で はある る ようで あれば 会社に 求 国労組結 成 年を迎 え、
が、 体調面 等によ り現職 めていきたいと考える。 四国に根 ざし た企業 ・組
を続 けるこ とが困 難な方
合を目指 すの であれ ば、
に対 しては 、希望 に沿っ 大西委員（運転部会）
県庁所在 地に 議員を 送り
た職 種とな るよう 訴えて
込む取り 組み を考え てい
いきたい。
ただきたい。
技 師の新 設によ る要員
現在、ジェイアールイー
につ いては 、今後 交渉の
ストユニ オン はオブ 加盟
中で確認したいと考える。
となって いる 。民主 化闘
マ ルタイ 業務に ついて
争に取り組むのであれば、
は、 技術を 持った 方がい
そろそろ 本加 盟を考 える
るう ちに若 手を育 成しな
べきではないか。
ければならないと考える。
車両検修職場において、 後藤委員（青年女性会議）
適正 な要員 配置を 含め、
会社に訴えていきたい。 Ｊ Ｒ四国 、ジェ イアー ル
四 国メン テナン スとも に
慢性的な要員不足により、
円 滑な検 修業務 の実施 が
困難な状況にある。安全・
安 定輸送 の確保 と確実 な
技 術継承 のため 、早急 に
若 手社員 の確保 を要請 す
る。
複線区 間での ワンマ ン
運 転につ いて、 ホーム セ
ン サー等 の安全 設備が で
き るまで は運転 の中止 を
すべきである。現在、ホー
ム センサ ーの試 験運転 を
実 施して いるが 、複数 回
の不具合が発生している。
大 事故や 人命に 関わる 事
故 が発生 する前 に中止 す
べきであると考える。
眞鍋書記長
Ｊ Ｒ四国 労組は 民進党
所属の議員を推しており、
四国 新幹線 の必要 性につ
いて は理解 してい ただい
てい ると認 識して いる。
一方 、並行 在来線 の関係
等か ら四国 新幹線 に反対
して いる社 民党を 支持し
てい る国労 を会社 がどの
よう に思っ ている のかは
知らない。
四 国にお ける廃 線議論
については、地方自治体、
地域 を含め た住民 の方々
の声 をしっ かり聞 かなけ
れば ならな いと考 える。
会社 からは 来年度 からの
新た な中期 経営計 画が示
され ると思 われる が、そ
の経 営協議 会等の 場を通
じて 会社と しての ビジョ
ンも 聞きな がら、 ＪＲ四
国労 組とし ても定 期大会
に向 けて運 動方針 を練り
上げていきたい。
宇 和島運 転区が どうな
るの かとい う説明 は受け
ていないのが現状であり、
当面 はこの ままの 体制で
ある と考え る。四 国の鉄
道ネ ットワ ークを どうし
てい くのか につい ては、
地元 自治体 との議 論だけ
でな くそこ に暮ら す住民
の声 にも耳 を傾け る必要
があ ると考 える。 今後の
ＪＲ 四国の 路線維 持につ
いて は、組 合とし ても経
営協 議会等 の場で しっか
りと議論したいと考える。
定 年延長 の要求 につい
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真剣に 議論し なけれ ばな
らない 時がき た。今 後の
方向性 を共有 するの であ
れば、 責任組 合とし て中
長期的 な将来 ビジョ ンを
策定し なけれ ばなら ない
と考える。
長濱委員（徳島支部）

技師 の新設 につい て、
技術継 承が急 務とな って
いるこ とから 非常に 良い
対策で あると 考える 。こ
れは、 現状か ら要員 増と
考えて よいの か。要 員増
でない のであ れば、 責任
とプレ ッシャ ーが押 しつ
けられ 、何の 対策に もな
らないと考える。
マルタイ業務について、
徳島保 線区管 内では 徳島
保線区 で４名 、池田 駐在
で３名 の体制 で行っ てい
る。その うち、 ５名が
歳を超え 、３名 が 歳を
超えて いる。 特殊な 業務
であり 育成に 時間を 要す
ること から早 めの対 策、
適正な 要員配 置を要 請す
る。ま た、池 田管内 でマ
ルタイ 業務を 行う場 合、
徳島か ら人員 を派遣 しな
ければ ならず 超勤前 提の
作業と なって いる。 池田
駐在だ けでも マルタ イ業
務がで きるよ う適正 な人
員配置を要請する。
60

津野委員（愛媛支部）

65

廃線 につい て、い ずれ
四国に おいて も考え る時
期がく ること から自 治体
と協議 したい という 会社
の考え もある 中、予 土線
が生命線であると言える。
昨年 月に は１往 復減便
となり 、３月 のダイ ヤ改
正より 宇和島 運転区 の要
員が１ 名減と なる。 雇用
面から も四国 におい ては
廃線に する路 線はな いと
12

12
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関連事 業につ いて、 本
社部門は若手が増えたが、
グ ループ 会社に おいて は
若 手がほ とんど いない た
め 、技術 継承が できて い
な い状況 である 。今後 、
関 連事業 に力を 入れて い
く のであ れば、 グルー プ
会社を含めて若手の登用、
人 事交流 できる 体制づ く
りを要請する。
青女組 合員へ の教育 に
つ いて、 労働組 合の必 要

西岡委員（関連部会）

60

眞鍋書記長
関連事業に関するグルー
プ会社に おけ る要員 の確
保につい ては 、ＪＲ 四国
の社員数 の減 少に伴 い、
出向者の 数も 減少し たこ
とから、 ＪＲ 四国か らの
出向者を 増や すので はな
く、グル ープ 会社自 体の
社員数を 増や してい く必
要があると考える。今後、
事業開発 部門 は重要 性を
増してく ると 考えら れる
ことから 、グ ループ 会社
を含めた 要員 の確保 や、
技術継承 の必 要性等 を会
社に対し訴えていきたい。

伊予西 条の 女性用 乗泊
所が暗く て危 険であ る。
駐車場の 所に 街灯を 設置
するか泊 まり の時間 帯を
見直すな どの 対策を 要請
する。ま た、 女性用 乗泊
所が少な く女 性が乗 務で
きる行路 が偏 ってい るた
め、超勤 がし たくて も制
限があり 当直 も苦慮 して
いる。松 山に おいて は、
休憩スペ ース にロッ カー
を設置し たた め狭く なっ
ている。 今後 、女性 が増
えていく 中ど のよう な対
策を講じ るの か教え てい
ただきたい。
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教育 につい て、 過去に
は支部 三役を 対象 にした
コース を開催 する など取
り組ん できた 。今 後の活
動につ いては 、意 見・要
望等を 踏まえ なが ら検討
していきたい。
各県 ・市に 組織 内議員
がいる のが理 想で はある
が、な かなか 困難 な状況
である 。組合 員の 中で議
員を目 指す方 がい れば、
全力でサポートしたい。
民主化闘争については、
ＪＲ連 合中央 委員 会でも
民主化 完遂に 向け て方針
提起さ れたが 、Ｊ Ｒ四国
労組も 支援単 組と して当
該単組 と協力 しな がら、
しっか り取り 組ん でいき
たい。

浦川執行委員
検修 職場の みな らず、
どの職 場にお いて も要員
不足で あると 認識 してい
る。安 全・安 定輸 送のた
めにも 適正な 要員 の配置
は必要 である と考 えてい
る。引 き続き 、強 く訴え
ていきたい。
複線 区間で のワ ンマン
運転に ついて は、 これま
でもハ ード対 策が 構築さ
れてか ら実施 すべ きと訴
えてき た。現 在、 試験中
のホー ムセン サー を早急
に整備 すべき であ ると考
えると ともに 、引 き続き
訴えていきたい。
女性 の採用 を増 やすの
であれ ば、設 備を 整備す
べきで あると 考え る。乗
泊所だ けでな く休 憩所等
を含め 改善を 図る よう申
し入れたい。

濱口委員（高知支部）

最近 、寒波 の襲 来によ
りカン テラ業 務が 頻繁に
発生し ている 。通 常は管
理業務 の社員 が対 応する
が要員 不足の ため 営業・
運転の 非番者 が夕 方まで
対応に 当たる 事態 が続い
ている 。安全 の面 、体調
管理の 面にお いて も不安
が残る ため要 員の 確保を
要請する。
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い ては、今 回の 賃金・ 制
度 改正の提 案も あり良 い
方 向に向か って いると 思
う 一方、Ｊ Ｒ採 用にも 目
を 向けてい ただ きたい と
思 う。新規 採用 者が毎 年
増 えている 中、 会社が 出
す 昇職等計 画数 が増え て
い るのかど うか 、また Ｊ
Ｒ 採用者が 将来 的に国 鉄
採 用の方の 賃金 カーブ に
到 達してい るの か疑問 に
感 じるが、 本部 として は
検討しているのか。

29
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杉本委員（香川支部）
今後、エ キス パート 社
員 の増加に より 、駅は エ
キ スパート 社員 が大半 を
占 める可能 性が あると 考
える。そこで、エキスパー
ト 社員の助 役に は期限 を
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野村委員（自動車支部） 受け る場合 でも賃 金改善
や休 日増等 の労働 条件改
善を条件に意思統一を図っ
てき た。本 部とし ての考
え方 を教え ていた だきた
い。
今 春闘に おいて も定期
昇給 を絶対 条件に ベアの
獲得 に向け て取り 組むよ
う要請する。
現在 、国に おいて も時
間外労 働の上 限法案 等、 福岡委員（青年女性会議）
労働時 間短縮 につい て議
論され ている 中、ジ ェイ
アール 四国バ スでは 労働
時間の 延長の 提案が 会社
からあ った。 過去最 大の
利益を 確保し ている 中で
の提案 は納得 できな い。
自動車 支部と しては 、基
本的に は時間 延長は 受け
エ キスパ ート社 員につ
ないと いう考 えであ り、

今後、 自動車 業務委 員会 浦川執行委員
Ｂによる ドア 閉め切 り扱 受験資 格につ いて は、職
駅 の要員 不足に ついて
等にお いて意 思統一 を図
いとなる列車がある。ホー 場によ って差 が生 じるべ
り、春 闘交渉 時にも 引き は、 他の職 場から も意見
ムの嵩上 げや 延伸等 が難 きでは ないと 考え る。制
続き議論をしていきたい。 を伺 ってい る。安 全面、
しいので あれ ば、ド ア閉 度改正 の趣旨 を踏 まえ、
新人 事賃金 制度の 導入 体調 管理の 面から も適正
め切り扱 いの ない３ 両編 それに 見合っ た実 態とな
以降、 昇職等 計画数 を毎 な要 員配置 をすべ きであ
成での運 転と される よう るよう訴えていく。
エキ スパー ト社 員の列
年公表 してい るが、 計画 ると 考える 。引き 続き訴
要請する。
数は年 によっ て異な って えていきたい。
四国ま んな か千年 もの 車乗務 員の短 日数 勤務制
営 業系統 につい ては現
いる。 異なる 理由は 分か
がたり、 アン パンマ ント 度につ いては 、こ れまで
設 け、助 役から 主任 にな らない が、社 員数の 減少 場管 理者の 需給が 厳しい い 等の理 由によ り、な か ロッコ、ラマルドボア等、 も申し 入れて きた 。なか
る ことにより 代・ 代 等によるものと推測され、 ため技師は設置しないが、 な か受験 できな い状況 で 多くの臨 時列 車が運 行さ なか厳 しいと は思 われる
の 助役を 育成す べき であ 人件費 を抑制 するた めに 今後 、検討 してい きたい あ る。昨 年、組 合の要 求 れている が、 全て高 松車 が、引 き続き 改善 に向け
ると考える。
意図的 に減ら しては いな とい う回答 であっ た。会 に より職 務経験 １年以 上 掌区の予 備や 超勤で 対応 て取り組んでいきたい。
多客輸送時については、
いと考 える。 組合と して 社と しても 駅の若 手社員 で 受験資 格が得 られる よ している 。現 行、予 備の
は、計 画数公 表時に 標準 を育 成した いと考 えてい う 制度改 善を図 ったが 、 要員も厳 しい 中、客 室乗 お客様 の乗降 数に もよる
眞鍋書記長
バス会 社から の時 間延 的な昇 給モデ ルと比 較し ると 思うし 、組合 からも 実 態は大 きく異 なって い 務員にも 助勤 を出し てい が増結 しなく ても 対応で
長 の提案 につい ては 、解 て乖離 がない ように 要請 伝えていきたい。
る 。目的 と実態 を確認 す る。適切 な要 員の確 保を きるの であれ ば安 全面を
明 要求・ 具体要 求の 申し してい る。今 後も引 き続
考慮し て３両 編成 での運
るよう要請する。
要請する。
入 れを行 い議論 して いる き計画 数と実 績に乖 離が 安藤委員（香川支部）
行が望 ましい と考 える。
エキス パート 社員の 列
契約社員車掌について、 車 乗務員 にも短 日数勤 務 吉岡委員（香川支部）
が 、会社 と組合 との 間で ないか 検証を 続けて いき
確認させていただきたい。
５年 という 期限を 設けて 制度の新設をお願いする。 技師の 新設 につい て、
考 え方に 相違が あり 、妥 たい。
安全 運行の ため にも、
運転 士を前 提に採 用して
結していない状況である。
多客期 輸送時 、土讃 線 全ての職 場に おいて 平等 引き続 き適切 な要 員配置
いる が、現 場では 車掌の の 大歩危 駅、大 杉駅に お に設置す べき である と考 を求めていきたい。
能な公共交通のあり方に 要員 不足や 年齢が 満たな い ては、 増結に 伴いＮ Ｆ える。引 き続 き交渉 の強
技師 につい ては 、全て
ついて、事業者だけでは
化をお願いする。
の職場 におい て平 等に設
置すべきであると考える。
なく、国、地方自治体や、
交渉の 中で訴 えて いきた
ＪＲ連合第 回中央委員会開催 浦川執行委員
地域住民も含めた議論が
契約社 員車 掌の運 転士 い。
必要であると考える。Ｊ
Ｒ四国労組も当該ＰＴの
２０１７春闘方針をはじめ
委員として積極的に参画
ＪＲ連合 四国地協定期委員会
していく。
当面の活動方針を満場一致で決定
２０１７春闘討論集会開催！
また、ＪＲ四国は四国
の鉄道ネットワークを維
Ｊ
Ｒ
連
合
は
２
月
２
日
ＪＲ 四 国労 組及 び 討 論 集 会 で は 、 Ｊ Ｒ 四
持するためには、鉄道の
（木 ） 北 九 州 市 「 ス テー
各 グル ープ 労 組の 国 労 組 、 ジ ェ イ ア ー ル
抜本的高速化が必要であ
ショ ン ホ テル 小 倉 」に
春 闘 方 針 を 確 認 四 国 メ ン テ ナ ン ス 労 組、
おい て 、 加盟 単 組 から
るとし、経済界等も含め
四国キ ヨスク労 組、徳
中央 委 員 、特 別 中 央委
て四国新幹線導入に向け
Ｊ Ｒ 連 合 四 国 地 方 協 議 島 タ ー ミ ナ ル ビ ル 労 組、
た取り組みを行っている。 員 、 傍 聴 者 な ど 約 ２ ０
会は２月 日（土）宇 四万十 の宿労組 の代表
０名 の 参 加の も と 「第
ＪＲ四国労組としても、
多津 町「 ホテ ルサ ンルー 者 な ど 約 名 が 参 加 し、
回 中央 委 員会 」 を開
四国において鉄道を維持
ト 瀬 戸 大 橋 」 に お い て、 Ｊ Ｒ 連 合 の 吉 田 組 織 部
催し た 。 スロ ー ガ ンに
していくためには、収入
第 回定期 委員会及び 長から 、「２０ １７春
と
、
民
主
化
闘
争
に
つ
い
「
働
く
者
の
立
場
で
政
策
の柱が必要であると考え
制度 、 組 織課 題 の 前進 て は、 Ｊ Ｒ 全体 に 健 全
２０１７ 春闘討 論集会 季生活 闘争を取 り巻く
ており、その柱として新
を図 り 、 将来 に 亘 り安 で 緊張 感 の ある 労 使 関
を 開 催 し 、 新 年 度 の 運 情勢 及び ＪＲ 連合 方針」
幹線の導入が必要だと考
全で 社 会 に信 頼 さ れる 係 を構 築 す るべ く 、 総
動 方 針 及 び 役 員 体 制 を に つ い て 提 起 が あ っ た。
ＪＲ を 築 こう ！ 」 を掲 掛 かり の 運 動を 展 開 す
える。
決
定
した 。
その 後、事務 局より
げ 、 安 全 の 確 立 、 春 る。 」 と挨 拶し た 。
ＪＲ四国労組は、ＪＲ
冒頭、 中濱議 長は、 四国地 協におけ る具体
その 後 執 行部 よ り 、
闘勝 利 、 民主 化 完 遂と
連合の各種会合等におい
「グルー プ各社 を取り 的な春 闘方針が 提起さ
組織 の 強 化、 政 策 課題 大 会以 降 の 経過 報 告 、
て四国新幹線の必要性を
巻く状況 は、厳 しい状 れ、討 論の後満 場一致
解決 な ど を柱 と す る当 当 面す る 活 動方 針 案 等
訴えるとともに、ＪＲ連
況 で あ る 。 こ の よ う な で 採 択 さ れ た 。 最 後 に、
面す る 活 動方 針 に つい の 提案 が あ り、 各 単 組
中、会社 の経営 基盤を 中濱議 長の団結 ガンバ
合が毎年作成する交通重
て提 案 さ れ、 満 場 一致 及 びグ ル ー プ労 組 代 表
支 え て い る の は 、 我 々 ロ ー で 集 会 を 終 了 し た。
点政策の中にも四国新幹
など 人が 委 員会 方 針
で採 択さ れ た。
組合員で ある。 安全の
線についての記載をし、
Ｊ Ｒ 連 合を 代 表 して を 補強 す る 活発 な 発 言
確立、政 策課題 の実現
挨 拶 に 立 っ た 松 岡 会 長 を行 っ た。
国等への要請を行ってい
に向け奮 闘し、 ＪＲ連
Ｊ Ｒ 四 国 労 組 か ら は、
は、 「 ２ ０１ ７ 春 闘に
る。新幹線はあるのが特
向け て Ｊ Ｒ各 単 組 、グ 幸 執行 委 員 が２ ０ １ ７
合の一員 として 統一要
別ではなく、新幹線がな
ルー プ労 組 の全 単組 春 闘へ の 取 り組 み 、 政
求を行い 、組合 員のし
いのが特別な状況になり
が総 力 を 挙げ て 闘 うこ 策 課題 解 決 に向 け た 取
あわせ実 現に向 け総掛
つつある。日本で四国だ
り 組み 、 民 主化 闘 争 の
かりで取 り組ん でいく
け取り残されてはいけな
取
り
組
み
に
つ
い
て
発
言
とともに 、地方 協議会
い。新幹線導入に向けた
す
る
と
と
も
に
、
髙
島
特
に結 集す る仲 間の 団結・
機運の醸成に努めよう。
別 執行 委 員 が、 女 性 委
強化を図 り、さ らなる
また、ジェイアール四
員 を代 表 し 、男 女 平 等
飛躍を目 指そう 。」と
参 画の 取 り 組み 、 ワ ー
国バスにおいても、ＪＲ
訴えた。
ク ・ラ イ フ ・バ ラ ン ス
連合自動車連絡会に積極
また、 定期委 員会終
の 取り 組 み につ い て 発
的に参画し、政策課題解
了後に開 催され た春闘
言 し 、 討 論 に 参 加 し た。
決に向け取り組む。
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検等を行い、グループ会 との認識に立ち、連合・ 連合方針を基本に、本委
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社を含めた、全てのＪＲ ＪＲ連合方針を踏まえ、 員会の決定を受け、自動
総括答弁（要旨）
関係労働者の「死亡事故・ 本委員会で議論した、定 車支部「業務委員会」に
重大労災ゼロ」を目指す。期昇給の確保を絶対条件 おいて意思統一を図るこ
■ ２ ０ １ ７ 春 闘 の 取 り として、引き続き「必達 ととする。
組み
目標賃金への到達」を目
また、今春闘において
ＪＲ四国の中間期決算 指し、ベースアップの獲 も、グループ労組を含め
は、好調なインバウンド 得に取り組む。
た全組合員総掛かりの闘
や瀬戸内国際芸術祭の開
具体的には、月例賃金 いを展開するため、本委
催等により堅調に推移し 総額６，０００円以上の 員会終了後、ＪＲ連合四
た結果、鉄道運輸収入が 引き上げを求め、ＪＲ連 国地協及び各県協等で春
■ 安 全 ・ 安 定 ・ 安 心 輸 対前期比１０１．１％と 合統一要求、純ベア３， 闘討論集会を開催する。
送の確立
なる１１９億円となった ０００円を平均賃上げ方 ■政策課題解決
私たち輸送業務に携わ が、有価証券運用益の減 式で要求することとする。 平成 年度一番の最重
る者の最大の使命は「安 少などにより営業外利益 また、エキスパート社員 要政策課題であった「二
全・安定・安心輸送の確 が減少した結果、経常利 及び契約社員については、島特例・承継特例」の期
保」である。安全こそ最 益は前年同期より 億円 秋の契約更新時に、月給 限切れについては、ＪＲ
大のサービスであり、何 減少の 億円となった。 適用者は賃金カーブ維持 連合の各種取り組み、更
よりも優先して取り組む また、中間純利益は前年 相当分を、時給適用者に にはＪＲ四国労組全組合
べき課題である。労働組 同期より８億円減少の
員総掛かりで取り組んだ
ついては、「時間給額
合として、安全を最優先 億円となった。鉄道運輸 円」の引き上げを目指し 署名活動等により５年間
する職場風土、企業風土 収入が前年同期より増加 要求していくとともに、 の延長を勝ち取ることが
を創り上げるため、「安 したとは言え、高速道路 ＪＲ四国においては今春 できた。これまでの各級
全の追及に妥協はない」 上限１，０００円が開始 闘においても夏季手当を 機関の取り組みに改めて
ということを各職場全組 される直前の水準である 同時要求する。
敬意を表す。ただ、今回
合員で再度、意思統一し、平成 年度中間決算の１
併せて、労働時間短縮 の課題が解決したとして
今後も気を緩めることな ３０億円には届いておら やワーク・ライフ・バラ もやはり時限的な措置で
く取り組んで行かなけれ ず、 年度通期の業績見 ンスに資する制度改善等 しかなく、抜本的な解決
ばならない。本部として 通しは純利益△２億円を についても、本日いただ 策とはなっていない。Ｊ
も、それぞれの職場にお 見込むなど、今後を取り いた意見等も踏まえ要求 Ｒ北海道が昨年「ＪＲ単
ける安全・事故防止に関 巻く状況は非常に不透明 することとし、１月 日 独では維持することが困
する諸問題に対し、経営 な状況にある。
に会社から提案のあった 難な路線」を発表した。
協議会等のあらゆる場を
また、ジェイアール四 『エキスパート社員の勤 これはＪＲ四国において
通じて解決を図り、安全 国バスにおいても、輸送 務及び賃金制度の一部改 も例外ではなく、将来的
に対する意識の高揚に努 人員、運送収入共に前年 正』に関する事項も含め な鉄道事業の見直しが言
めることとする。
を上回ったが、ＬＣＣと 正に、「総合生活改善闘 及されている。現在、Ｊ
併せて、自らの安全が の競合等もあり、予断を 争」として業務部長を筆 Ｒ連合内の政策プロジェ
守れないで、お客様の安 許さない状況にある。
頭に取り組みの強化を図 クトチームにおいて「鉄
全は守れないとの立場で、 このように、取り巻く る。
道特性を発揮することが
組合員の死亡事故、重大 状況は非常に厳しくなっ
ジェイアール四国バス 困難な地域における鉄道
労災を撲滅するために、 て い る が 、 私 た ち は 、 の賃金引き上げや制度改 のあり方」について議論
危険箇所や危険作業の点 「賃金は最大の労働条件」 善要求についても、ＪＲ を進めているが、持続可
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