運動方針を満場一致で決定！
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を頂い た全て の方に 感謝
と敬意 を表し たい。 私た
ちを取 り巻く 環境は 決し
て容易なものではないが、
社会の 変化を 見据え 、運
動の原 点を確 かめ、 全て
の組合 員のた めに労 働組
合の使 命と役 割を改 めて
認識し 、共に 新たな 一歩
を踏み出そう」と訴えた。
大会 には、 連合四 国ブ
ロック を代表 して連 合愛
媛弓立 会長を はじめ 、各
界から 多くの 来賓が かけ

ＪＲ四国労組は、７月 日・ 日 の両日、松山市「 大和屋本店」に おいて、代
議員、特別代議員、傍 聴者等、約１７ ０名の参加の下、 第 回定期大 会を開催し
た。大会スローガンと して「改革 年！結成理念を継 承し、未来に向 かって挑戦
しよう 」を掲げ 、①安全・安定・ 安心輸送の確立② 組織の強化・拡 大③労働環
境の改善を柱とした運動方針を満場一致で可決した。
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 、「Ｊ Ｒは発 足
年を 迎えた。 この間 、
私 たちは 鉄道の 復権を 掲
げ 、地域 に愛さ れ必要 と
さ れる鉄 道を目 指して き
た 。今日、 組織の 結成
周 年を迎 えられ たのも 、
導 き頂い た諸先 輩、と も
に 歩んで きた仲 間、組 合
員 の努力 の賜で あり、 Ｊ
Ｒ 四国労 組運動 にご尽 力

30

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。
議長団の津野代議員(左)と芝代議員(右)

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 、８名の 代議
員か ら発言 があり、 執行
部答 弁の後 、満場一 致で
経過、決算が承認された。
続い て、平 成 年 度運
動方 針案及 び予算案 が提
起さ れ、第 １日目を 終了
した。
第２ 日目は 、 名 の代
議員 より、 運動方針 に肉
29

割を自 覚するこ とは 、全 期待したい。
ての組 合員の幸 せの ため
民 主化の 闘いで は、Ｊ
に、何 を変え、 何を 守る Ｒ連 合、当 該単組 、支援
べきか を判断す るう えで 単組 が三位 一体と なり議
も大切である。
論を 深め、 組織拡 大に繋
数年 前、運動 の主 役は げて いく運 動を展 開して
組織の 半数を越 えた 次代 いく 。民主 化運動 はその
の若者 であると 支部 、分 原点 である 「ＪＲ 産業に
会、部 会等の役 員へ 奮起 過激 派はい らない 」との
をお願 いしたと ころ 、逆 考え を堅持 し継続 されて
に、青 年女性会 議か らの おり 、ＪＲ 連合の 運動を
提起を 受けて青 女議 長の 支持、支援したい。
専従化 を実現し た。 残念
ながら 、今大会 で一 旦も 労働環境の
とに返したいと考えるが、
改善について
２ ０１７ 春季生 活闘争
この２ 年間の青 女議 長の
専従化 は、若い 組合 員が は、 連合・ ＪＲ連 合の方
声を出 せば結果 が出 るん 針を 踏まえ 、賃金 と労働
だとい う経験を 得た こと 条件 の改善 に向け 、総合
と、青 年女性会 議全 体の 生活 改善闘 争とし てベー
質的強 化に繋が った と考 スア ップ獲 得と月 例賃金
える。 あと数年 すれ ば青 の引 き上げ にこだ わり、
女議長 が役員と して 活躍 併せ て、Ｊ Ｒ四国 におい
する時 代が来る 。経 験さ ては 夏季手 当も同 時に要
れた２ 名の議長 はそ の時 求し た。結 果とし て、定
代の先 駆者とな るこ とか 期昇給は確保したものの、
ら、新 たな時代 の先 頭に ベー スアッ プの獲 得と初
立って 活躍され るこ とを 任給の改善には至らなかっ
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大会は、 浦川執 行委員
の 開会挨拶 で始ま った。
続 いて、大 会準備 委員長
の 愛媛支部 武智書 記長よ
り歓迎の挨拶を受けた後、
河 野資格審 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 には津
野 代議員（ 愛媛支 部）、
芝 代議員（ 高知支 部）を
選出し議事に入った。
執行部を 代表し て挨拶
30

30

44

10
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信念を 持ち、 安全を 最優 「実 行可能 な安全 対策」
中 濱 執 行 委 員 長 先 す る 「 安 全 文 化 」 や に反映させる取り組みを、
「職場 風土」 を醸成 しな 支部 、分会 、部会 が知恵
挨 拶（ 要 旨 ） け
ればならない。
を出 し合い 、実践 しなけ
一度 大きな 過ちを 犯す ればならない。
と、そ れまで 築き上 げた
鉄道・ バスに 対する 「信 組織の強化・
頼」を全て失うとともに、
拡大について
Ｊ Ｒ四国 労組は 今日、
そこに 働く組 合員の 自信
もプラ イドも 一気に 消滅 組織 率 ． ９％と なり名
する。 事故を 起こさ ない 実と もにＪ Ｒ四国 の責任
た め 、 「 事 後 対 策 」 を 組合 として の地位 を確立
「予防 対策」 に変え る取 した 。先人 が築い た「自
り組み で事故 を事前 に回 由で 民主的 な労働 運動」
避し、 命を守 る積極 的な の精神は組織の中心に脈々
安全へ と展開 させな けれ と流 れてお り、未 来へ繋
ばなら ない。 どこで 、ど いで いかな ければ ならな
のタイ ミング で、誰 に、 い。
Ｊ Ｒ四国 労組結 成から
どのよ うに伝 え、具 体的
年 が経過 する中 、世代
に改善 するの か、明 確に
伝える 行動を 実践す るこ 交代は確実に進んでいる。
安全・安定・安心
輸送の確立について とで、 全ての 組合員 が自 当初 の理念 を置き 忘れ、
信と誇 りを持 って取 り組 形式 的な行 動にな ってい
める「 安全第 一」の 職場 ない かを常 に意識 しない
風土を 築かな ければ なら と、 運動の 求心力 が低下
ない。 鉄道事 業・バ ス事 する 。これ から組 織運動
業に求 められ る「確 実な を担 う世代 が折に 触れ原
安全」を職場から発信し、 点を 訪ね、 その使 命と役
私たち 輸送業務 に携 わ
る 者にと って安全 は最 重
要 課題で ある。尊 い命 を
預 かる重 大な使命 を果 た
す と同時 に、安全 への 取
り 組みに 妥協はな いと の

!!

付 けする活 発な討 論が行
わ れた。各 担当部 による
答 弁の後、 眞鍋書 記長よ
り 総括答弁 が行わ れ、運
動 方針及び 予算が 満場一
致で承認された。
また、役 員改選 では、
今 日までＪ Ｒ四国 労組運
動 を積極的 に牽引 した眞
鍋 書記長が 退任さ れ、中
濱 執行委員 長を再 任する
と ともに、 幸副執 行委員
長 と大谷書 記長を 新たに
選 出し、新 たな役 員体制
が確立された。
その後、 笹岡青 年女性
会 議議長よ り大会 宣言案
が 提起され 、承認 の後、
Ｊ Ｒ四国労 組の団 結と更
なる躍進を確認するため、
中 濱執行委 員長の 「団結
ガンバロー」で終了した。

来賓 のみ な さ ま

（順不同）
連合愛媛
弓立 浩二 会長
四国交運労協
深井 寛 副議長

た。若い組合員のモチベー
シ ョンを 維持・ 向上す る
た め、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 も粘り 強く交 渉
していきたい。
各職 場にお いては 、
「 職場対 話行動 」が現 場
の 組合員 と本部 が意見 交
換する行事として定着し、
頂 いた声 を経営 協議会 、
団 体交渉 におい て訴え て
い るが、 併せて 、現場 管
理 者と組 合員と の意思 疎
通 をいか に図る かも重 要
と考える。
エキス パート 組合員 の
働 き方に ついて は、春 闘
に おいて 職務手 当の新 設
や 、慰労 金の新 設、特 勤
手 当の改 善など を図る こ
と ができ た。今 後も、 更
な る制度 の改善 に向け て
取り組んでいきたい。
ジェイ アール 四国バ ス
に おいて は、運 転手不 足
が 解消さ れる中 、新車 の

ＪＲ連合
松岡 裕次 会長
河村 滋喜 事務局長
四国旅客鉄道㈱
半井 真司
代表取締役社長
大嶋 和浩
総務部勤労課長
ジェイアール四国バス㈱
吉良 次雄
代表取締役社長
近藤 盛一
常務取締役総務部長
四国労働金庫
小川 俊 理事長
全労済愛媛県本部
木原 忠幸 本部長
全国交運共済生協
四国事業本部
秀幸 本部長

浅岡

導入 や安全シ ステム の導
入な ど事故防 止の取 り組
みが 見える化 してい る。
今後 は、人へ の「技 術継
承」 が大事な 取り組 みに
なると考える。
工 務職場に おける 触車
事故 ・傷害事 故防止 対策
とし て、組合 員のミ スを
カバ ーし命を 守る効 果的
なハ ード対策 を要望 して
いる 。また、 検修職 場に
おけ る外注先 との業 務移
管や 技術継承 につい ても
交渉 の中で訴 えてい きた
い。
私 たちを取 り巻く 状況
は厳 しいが、 労使交 渉を
通じ て「企業 は人な り」
を確り伝えたい。
最 後に、四 国エリ アへ
の新 幹線導入 に向け た取
り組 みについ て、Ｊ Ｒの
６つ の旅客会 社で新 幹線
がな いのはＪ Ｒ四国 のみ
であ る。現在 では九 州か
ら北 海道、北 陸にま で伸
び、 電気、ガ ス、水 道と

ＪＲ四国労組議員団
井上 洋一 団長
退職者連絡会
西山 實紀 会長
㈱アイネクスト
落合 新 社長
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
メンテナンス労働組合
金岡 信一郎
執行委員長

祝電・メッセージ

ＪＲ北海道労働組合
ジェイアール
イーストユニオン
東海旅客鉄道労働組合
西日本旅客鉄道労働組合
九州旅客鉄道労働組合
日本貨物鉄道産業
労働組合
四国電力労働組合
日本私鉄労働組合
四国地方連合会
タダノ労働組合
日本郵政グループ
労働組合四国地方本部
（敬称略）

同様のインフラとなった。
新 幹線は 地域の 経済発 展
や 活性化 の強力 なエン ジ
ン となる ほか、 災害に 強
い 地域づ くり、 国土軸 の
多 様性確 保、地 域創生 の
観 点から も重要 であり 、
四 国地域 の地盤 沈下を 防
ぐ ために も必要 不可欠 で
あ る。四 国新幹 線を実 現
す るため には、 私たち が
そ の必要 性・重 要性を 理
解 すると ともに 、ＪＲ 四
国 ・ジェ イアー ル四国 バ
ス が「安 全・安 定輸送 」
を 第一義 に、地 域の人 に
愛され必要とされる鉄道・
バスでなければならない。
鉄道・ バスを 取り巻 く
環 境は決 して容 易では な
い が、社 会の変 化を見 据
え、運動の原点を確かめ、
職 場で苦 悩する 全ての 組
合 員のた めに労 働組合 の
使 命と役 割を改 めて認 識
し 、共に 新たな 一歩を 踏
み 出して 行くた めの意 思
統一をお願いしたい。

マ ルタイ作 業に対 する
夜間 特殊業務 手当に つい
質 疑討論 要
( 旨 ) て、 現行では 回あ たり
１， ４８０円 が支給 され
るが 、通常の 夜間作 業に
正岡 代議員
（愛媛支部） 従事 した場合 の交代 制等
勤務 手当９５ ０円と 余り
差が ない。マ ルタイ 作業
の特 殊性を考 慮し、 夜間
特殊 作業手当 の見直 しを
お願いしたい。
技 術継承に ついて 、マ
ルタ イのオペ レータ ーは
１～ ２年経験 すると 異動
等で 担当を離 れてい るの
が現状 である。 ５～ 年
触車 事故防 止につい て と育 成して技 術や経 験を
ハード 対策の 必要性を 訴 積め るように 、転勤 につ
えてき たが、 ハード対 策 いて配慮をお願いしたい。
に頼り 切ると 反対に危 険
になる 等の理 由で対策 が
佐々木 代議員
なされ ていな い。不安 全
（徳島支部）
な状態 を解消 するため に
も、補 助的手 段として 一
日も早 いハー ド対策の 導
入を要 求して いただき た
い。ま た、ハ ード対策 が
難しい のであ れば、列 車
見張員 の警備 会社への 委
託を要望する。
単身赴任手当について、
現行で は月額 ２万７０ ０
０円支 給され るが、一 般
的な生 活費と して５万 円
プラス 帰省代 を支給す る
よう、 手当の 見直しを 要
求していただきたい。
業務 量増加 に伴う要 員
不足に ついて 、松山電 気
区におけ る平成 年度 の
工事契 約額は 支援策が 始
まる前の 平成 年度の 約
２．２倍に増加した一方、
要員は 名から 名 と減
少して いる。 要員不足 が
解消し ない中 、業務内 容
の見直 し等の 対策をお 願
いしたい。
28

21

兵藤 代議員
（愛媛支部）

44

10

浦川

執行委員

駅 レンタカ ー業務 につ
いて 、ワープ プラザ では
要員 や営業時 間が駅 レン
タカ ー業務を 取り扱 える
体制になっていないので、
観光案内所に委託する等、
取り 扱い業務 の見直 しを
お願いしたい。
サ ポーター 社員の 賃金
につ いて、サ ポータ ー社
員の モチベー ション の維
持や離職防止のためにも、
パー トナー社 員と同 様に
一時 金の支給 をお願 いし
たい。
大 歩危駅３ 番ホー ムに
つい て、異常 時等に 特急
列車 の行き違 いが可 能と
なり 運転整理 を行え るよ
う、 ホームの 延伸を 引き
続き要請する。
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列車見張りについては、
経営 協議会等 で見張 員の
専任 化等や要 員増を 会社
に申 し入れて きた。 今後
の団 体交渉等 でも強 く申
し入れたい。

単身赴任 手当に ついて
は 、現状が 適正か 、団体
交渉等で申し入れたい。
業務量増 加に伴 う要員
不 足につい ては、 団体交
渉 等で訴え ている が、要
員 が改善さ れない のであ
れ ば、業務 内容の 見直し
を申し入れていきたい。
触車事故 防止に ついて
は 、会社か ら「良 いハー
ド 対策がな い。ハ ード対
策 に頼りき るのが 怖い。
他 社の対策 を見な がら良
い 対策があ れば導 入した
い 」という 回答を 得てい
る 。引き続 き申し 入れを
していきたい。
マルタイ 作業の 手当に
つ いては、 作業の 特殊性
や 危険性を 考慮し 、これ
ま でも手当 の増額 を求め
て おり、引 き続き 要求し
ていく。
技術継承 につい ては、
他 の職域と 同様に １年や
２ 年で異動 するの ではな
く、 ５～ 年と時 間をか
け て、現場 を熟知 し技術
を 持った人 材を育 成する
必 要がある 。各職 場にお
け る技術継 承の問 題を会
社に申し入れたい。
駅レンタ カー業 務につ
い ては、ワ ーププ ラザで
取 り扱う必 要性や 、他箇
所 での取り 扱いの 可否に
ついて確認する。
サポータ ー社員 の賃金
に ついては 、要員 不足に
よ りサポー ター社 員の負
担 が増加し ている ことか
ら も、今後 検討し ていき
たい。
大歩危駅 ３番ホ ームに
つ いて、会 社から は「３
番 ホームは 延長が 不足し
て いるので はなく 幅が狭
い ため、乗 降の利 便性や
安 全性を考 慮して １・２
番ホームを使用している。

代議員
（香川支部）

現 状では ホーム 延伸の 計
画 はない が、３ 番ホー ム
の 活用を 検討す る」と の
回 答があ ったの で、検 討
結 果を待 ってい ただき た
い。

林
託を支 援措置 の工事 でも
導入し てはど うか。 安全
管理や 品質管 理に要 員を
充当で きるほ か、委 託先
の技術 者が持 つ知識 ・経
験を若 手社員 に継承 でき
る利点 がある ので、 強く
要望する。

代議員

資格 を要す る作業に も従
事で きる要 員を増や すよ
う申し入れたい。
除 草作業 について は、
安全 ・事故 防止の経 営協
議会 で外注 化を申し 入れ
たが 、地上 のケーブ ル切
断等 のリス クを考慮 する
と困 難とい う回答が あっ
た。 しかし 、本来業 務が
でき ないと 困るので 、グ
ルー プ会社 との連携 を含
めて申し入れていく。
工 務職場 の手当に つい
ては 、業務 対策委員 会に
おい て要求 内容を議 論し
決定 した上 で、総合 労働
協約 改訂交 渉におい て会
社に申し入れている。
各 系統か ら要員不 足に
つい ての発 言をいた だい
ている が、 協定違 反を
受け て、思 い切った 改善
が必 要であ ると会社 に申
し入 れてい る。その 他、
手当 の改善 とともに 、５
年、 年と 時間をか けて
人材 を育成 できるよ うな
要員 計画を 立てるよ う会
社に申し入れる。
施 工管理 業務委託 につ
いて は、受 託工事以 外の
工事 への水 平展開に つい
て勉強していきたい。

嶋田
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災害の 非常招 集に伴 う
経費の処 理につ いては 、
管理者の 指示や 会社の 方
針に従っていただきたい。
増収活 動につ いては 、
普段利用 しない お客様 に
利用して いただ くのが 本
来の趣旨 である ことは 理
解してい ただい ている と
思う。若 い人が 地元以 外
で働きな がら増 収活動 に
取り組む ことは 難しい と
思うが、 職場等 の先輩 方
の協力もいただきながら、
増収活動 に取り 組んで い
ただきたい。
出向者 の問題 点につ い
ては、職 場対話 集会等 を
通じて意 見を集 約して お
り、集約 した問 題点を 精
査し、会 社に申 し入れ て
いきたい。
観光列 車の運 転席に つ
いては、 改善す るよう 会
社に申し入れる。
折り返 し作業 や連結 作
業の時間 の不足 につい て
は、運転 部会等 からも 問
題点が挙 がって おり、 会
社に申し 入れた ところ 、
ダイヤ改 正に向 けて改 善
していき たいと の回答 を
得ている 。なお 、時間 的
に厳しい 作業は 各職場 に
あると思 われる が、改 善
に繋げる ために も、組 合

特別代議員
（工務部会）

電気 職場の 業務量 の見
直しに ついて 、業務 執行
体制の 効率化 や省力 化、
逆出向 や中途 採用を 行っ
ている が、要 員不足 は解
消され ず、超 勤が常 態化
して 協定違 反も発 生し
た。要 員が確 保でき ない
のであ れば、 工事設 計に
おける 複合単 価の採 用に
よる工 事の早 期発注 、施
工業者 単独で の線路 閉鎖

増田

間となる ため、 １００ ０ から会 社に申 し入れ るだ
みたい。
型車両の ような クッシ ョ けでは なく、 成績報 告等
ン性の良 い運転 席に変 更 で時間 が足り ないこ とを
八木 代議員
現場か らも報 告して もら
（香川支部） してほしい。
折り返 し作業 や連結 作 いたい。
業の時間 につい て、作 業
停止 位置目 標の簡 素化
内容や編 成両数 によっ て につい ては、 設置位 置を
は無理の ある設 定とな っ 統一して簡素化するよう、
ている。 会社か らは「 作 会社に申し入れたい。
業に時間 がかか るなら 遅
らせても よい」 と言わ れ
幸 執行委員
ているが 、列車 を遅ら せ
るのがあ たりま えと思 っ
て作業に 従事す る者は い
ない。適 正な作 業時間 を
設定する よう要 請して い
ただきたい。
停止位置目標について、
停止位置 不良等 のミス を
未然に防 ぐため に、停 止
位置目標 の設置 位置を 簡
管理 者組合 員の教 育活
素化する よう、 会社に 働
きかけていただきたい。 動につ いては 、今年 度は
７月１日にユニオンスクー
ル「特 設コー ス」を 開催
浦川 執行委員
し、近 年では 参加者 が一
番多か った。 各支部 や各
分会で 周知活 動をし てい
ただい たこと にお礼 を申
し上げ る。年 間の開 催回
数につ いては 、年間 予算
やスケ ジュー ルの関 係も
あり直 ちに増 やすこ とは
難しい が、要 望や財 政を
踏まえ て将来 的に検 討し
ていきたい。

災害時の 非常招 集につ
いて、出勤に伴う燃料代、
高 速道路料 金、駐 車場所
の 確保や駐 車料金 等につ
い て整理し たマニ ュアル
等 の整備を 検討し ていた
だきたい。
管理者組 合員へ の教育
に ついて、 管理者 組合員
を 対象とし たユニ オンス
ク ール等の 教育の 機会を
増やしてほしい。
増収活動 につい て、年
間 目標の 万円が 達成で
き ていない 者は、 本来の
趣 旨とは異 なるが 自費で
切 符を購入 してい るのが
現 状である 。組合 員がど
れ だけ自費 で取り 組んで
い るのか、 実態を 調査し
ていただきたい。
出向者の問題について、
香 川支部の 出向組 合員対
話 集会にお いて労 働条件
に 関する問 題点が 挙げら
れ た。出向 先の会 社によ
り 労働条件 は異な るが、
引 き続き出 向者の 問題解
決 に取り組 んでい ただき
たい。

特別代議員

民 進党議 員の離党 につ
（運転部会）
いて は、現 在の民進 党の
状況 はご存 知の通り で、
先日 の東京 都議選で も民
進党 が受け 皿となり えて
いな い。民 進党議員 らも
様々 な議論 をしてい ると
思わ れる。 四国の鉄 道を
考え る国会 議員連絡 会に
は小 川議員 と玉木議 員に
参加 いただ いている 。現
観光列車 の環境 改善に
時点 では何 も聞いて いな
いが、この後のレセプショ つ いて、伊 予灘も のがた
ンに ご臨席 いただく ので りや千年ものがたりといっ
直接 、両議 員らと話 して た 観光列車 の運転 は長時

岡田
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吉岡

要員不 足につ いて、 保
（香川支部）
線 関係で は中途 採用者 の
採 用事例 が少な く、特 に
工 事発注 担当者 の超勤 が
多 く発生 する等 、要員 不
足 に伴う 問題が 危惧さ れ
る 。保線 関係に おける 今
後 の要員 計画を 明らか に
していただきたい。
除草作 業につ いて、 沿
線住民から苦情があると、
今春 闘での エキス パー
本 来の検 査・調 査業務 を
後 回しに して超 勤対応 と ト動力 車乗務 員の職 務手
せ ざるを 得ない 場合が あ 当の獲 得及び 諸制度 の改
る 。また 、外注 すると し 善にお 礼を申 し上げ る。
て も施工 業者の 要員を 確 本部委 員会で の発言 や、
保 するこ とがで きない 。 緊急職 場集会 の開催 等、
除 草作業 の施工 が可能 な 現場の 組合員 も交渉 の過
新 規施工 業者の 確保等 、 程に参 加でき て、大 変満
グ ループ 会社と 連携し た 足のいく結果となった。
政治 につい て、最 近の
対応を要請する。
工務職 場の手 当につ い 報道に よると 民進党 の議
て、保守用車工事監督者、 員が相次ぎ離党している。
線 路閉鎖 工事監 督者や 活 その理 由は共 産党と の選
線内作業の危険作業など、 挙協力 や憲法 改正論 議、
責 任や作 業内容 に鑑み た 都議選 の結果 を受け た党
職 務手当 や特殊 勤務手 当 への不 満であ る。Ｊ Ｒ連
の 新設を 求める 。また 、 合はこ れから も民進 党を
技術者としてのレベルアッ 支援していくのか。また、
プ に繋が るため 、現行 で 交通政 策の実 現や政 策課
は 支給対 象とな ってい な 題の解 決に政 治の力 が必
い二級土木施工管理技士、 要と考 えるが 、四国 の鉄
二 級建築 士及び 鉄道設 計 道を考 える国 会議員 連絡
技 士に対 する技 能手当 の 会の玉 木衆議 院議員 や小
川衆議 院議員 の離党 とい
新設を要請する。
う事態 は避け てほし いの
で、働 きかけ をお願 いし
今川 代議員
（本社支部） たい。
支援措 置に伴 う一時 的
な 工事量 の増加 に対応 す
浦川 執行委員
保線 関係の 要員不 足に
る ため、 受託工 事で導 入
し ている 施工管 理業務 委 ついて は、特 殊な作 業や
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て いる。 年末手 当につ い 車両が 古いた め、調 達が
て は、四 国ＤＣ の影響 も 困難な 部品や 、修理 しな
あ って鉄 道純収 入が上 向 がら使 用して いる運 転席
きの状況であるので、２． のクッ ション 等の部 品も
０ か月、 更には それ以 上 あるが 、変え られる もの
と なるよ う、団 体交渉 に は変え るよう に、申 し入
臨 んでほ しい。 併せて ２ れをしていきたい。
０１８春季生活闘争では、 定期 健康診 断につ いて
ベ ースア ップの 獲得を 強 は、運 転職場 と日勤 職場
く要請する。
で不公平とならないよう、
四国新 幹線に ついて 、 受診は 勤務時 間とす るよ
今 後のＪ Ｒ四国 の維持 ・ う会社に申し入れる。
発 展のた めには 新幹線 は
女性 用の乗 泊所に つい
不 可欠で あるほ か、若 者 ては、 徳島運 転所で 部屋
の 夢とし て四国 に新幹 線 の整備等を行っているが、
は 必要と 考える 。あら ゆ 女性乗 務員が 更に増 加す
る 機会を 通じて 四国新 幹 ると部屋が不足するので、
線 の必要 性を訴 えてい る 要員を 踏まえ て会社 に訴
こ とにお 礼を申 し上げ る えていきたい。
と ともに 、将来 に向か っ
年末 手当に ついて は、
て 若者が 夢と希 望を持 っ 四国Ｄ Ｃが好 調であ った
て仕事に打ち込めるよう、 ことを 踏まえ て確り と交
新 幹線の 実現に 向けた 組 渉していきたい。
合 員への 情報周 知や教 育
活 動はも ちろん 、来年 、
幸 執行委員
昨年 、女性 活躍推 進法
再 来年に は一歩 でも進 ん
だ 状況と なるよ う働き か が施行 され会 社は行 動計
画を策 定し、 今後女 性が
けをお願いしたい。
増加す ること が想定 され
たこと から、 経営協 議会
浦川 執行委員
におい て女性 が増え るの
であれ ば女性 用の乗 泊所
をはじ め設備 を整備 すべ
きと申し入れた。加えて、
乗務員 となっ た場合 に、
高松と 松山に しか所 属で
きない ことは 男女差 があ
るので はない かと申 し入
れたと ころ、 改善に 努め
るという回答を得ている。
引き続 き、ス ピード 感を
持って 改善が 図られ るよ
う訴えていく。
青女 議長の 専従化 につ
いては 一旦元 に戻す が、
今後、 組織を 背負っ てい
く人材 の芽を 植える こと
ができたと認識している。
再度の専従化については、
組織の 財政等 を含め て検
討させ ていた だきた い。
今後も 青年女 性会議 の活
動が活 発に行 われる よう
取り組 みたい と考え てい
るので 、引き 続きの 協力
をお願いする。
教育 につい ては現 在、
青年女 性組合 員を対 象と
したユ ニオン スクー ルは
「フレッシュマンコース」
「レベ ルアッ プコー ス」
電気職 場の業 務量の 見
直 しにつ いて、 現状で は
待 避不良 や事故 の恐れ が
あ ると考 える。 最善の 対
策 は要員 増であ るが、 急
に 要員を 増やす ことは 難
し いと考 えてい ること か
ら 、外注 化等を 検討す る
よう会社に申し入れたい。
工務部 会答申 につい て
は 、旧大 洲電気 駐在跡 地
を 有効活 用する ように 申
し入れたい。
フレッ クスタ イムの 導
入 につい ては、 復帰し た
社 員が日 勤で仕 事をし つ
つ 、子供 の保育 園等へ の
送 り迎え が可能 な職種 を
増 やすよ う、団 体交渉 等
で会社に申し入れたい。
長時間労働については、
時 間内に 仕事を 済ませ て
い る人を きちん と評価 す
る よう、 会社に 申し入 れ
たい。
エキス パート 社員の 短
日 数勤務 につい ては、 専
用 交番の 組み方 を今後 も
チェックしていきたい。
観光列 車の予 備部品 に
つ いては 、使用 してい る

書記長

特別代議員
（工務部会）

全 国の仲間 に四国 の現状
を知ってもらうとともに、
四 国におけ る高速 鉄道の
重 要性を訴 えるこ とがで
き たが、今 後は四 国の組
合 員だけで はなく いかに
外 に向けて 発信で きるか
と いうこと を、Ｊ Ｒ連合
等 を通じて 取り組 んでい
きたい。

増田
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を実 施して いるが、 これ
らに 参加で きなかっ た青
女組 合員、 参加の対 象外
とな った青 女組合員 を対
象に 、組合 の活動を 広く
知っ てもら いたいと いう
意図 で、新 たに「ユ ース
コー ス」を 提起させ てい
ただいた。具体的な内容・
実施 時期に ついては 、８
月に 開催す る教育広 報委
員会 で方向 性を示す が、
今回 いただ いた意見 を踏
まえ 講義内 容を検討 した
いと 考えて いる。今 後、
労働 運動は ＪＲ採用 組合
員が 牽引し ていかな けれ
ばな らない との認識 のも
と、 教育活 動に取り 組み
たい と考え ている。 引き
続きの協力をお願いする。

11

旧大洲電 気駐在 跡地の
活 用に関し て答弁 をいた
だ いたが、 旧駐在 に机や
ヘ ルメット 、自動 車を配
備 して緊急 対応が できる
環境を整えているものの、
年 間で１～ ２回し か使用
し ていない という 現状で
あ る。活用 に反対 するわ
け ではない が、メ リット
が 少ないと いう意 見を部
会や分会から挙げており、
会 社がどう 考えて 取り組
ん でいるか チェッ クして
ほ しいとい う趣旨 の発言
である。

嶋田

対応エリアが広範となっ
て いる現状 等を踏 まえ、
旧 大洲駐在 跡地の 活用も
含 めて、工 務部会 からの
答 申書等を 中心に 、業務
体制や内容の見直しなど、
様 々な意見 を挙げ ていた
だ いた。そ れらの 内容を
基 に、この 間経営 協議会
等 で改善を 申し入 れると
と もに、併 せて現 場の声
を 聞いたう えで対 応を検
討 するよう 求めて きた。
引 き続き、 現場の 意見を
反 映した対 応を求 めてい
く とともに 、現状 に対す
る 会社の認 識につ いて確
認していきたい。

福岡 特別代議員
（香川支部青女）

今回発生 した 協定違
反 について は２度 目とい
う こともあ り、会 社の管
理 体制に疑 問を持 たざる
を 得ない。 また、 過去３
年 間にさか のぼる 調査結
果 によると 、 協 定違反
が 常態化し ている 職場も
あ ることが 分かった 。
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眞鍋

青 女議長 の専従化 につ
いて は、組 織財政専 門委
員会 で議論 し、厳し い財
政状 況では あるが、 数年
間は 可能で あるとい う結
論が 出たこ とから、 平成
年 月 に青女議 長の専
従化 を実施 した。Ｊ Ｒ四
国労 組の財 政状況に つい
て組 織財政 専門委員 会で
議論 したと ころ、財 政的
な理 由で本 大会をも って
青女 議長の 専従化は 一度
元に 戻すこ とになっ た。
今後 も組織 財政専門 委員
会で議論を続けていくが、
今後 も組合 員が減少 し、
財政 状況が 厳しくな る中
で青 年女性 会議の活 性化
を含 め、ど のような こと
がで きるの か議論し てい
きたい。
Ｊ Ｒ四国 労組の組 合員
は四 国にお ける新幹 線の
必要 性を十 分理解し てい
ただ いてい ると思う 。昨
年の ＪＲ連 合政策シ ンポ
ジウ ムを四 国で開催 し、
27

手続き や保守 作業簿の 実 人に 対して何 らかの 処遇
施、設 備の保 全周期見 直 や手当をみてもらうよう、
しや外 注化の 拡大など 、 働きかけをお願いしたい。
業務の 見直し が必要で あ
る。こ のまま では支援 措
曽川 代議員
置に伴 う業務 量の増大 に
（香川支部）
対応で きない ため、工 務
部会と して解 決策の導 入
を強く求める。
２年 前の工 務部会答 申
につい て、答 申で電気 関
係の業 務体制 の見直し に
ついて 提起し たが、そ の
後の会 社の動 向を教え て
いただ きたい 。また、 松
山地区 におい ては、旧 大
洲電気 駐在跡 地を活用 す
る方向 で会社 は検討し て
いるが 、答申 の内容に 当
てはま ってい るとは思 え
ない。
た だいたこ とにお 礼を申
し 上げる。 青女世 代の組
合活動のすそ野が広がり、
経 営協議会 や団体 交渉で
青 女の意見 を申し 入れる
な ど、青女 組合員 の問題
エ キスパー ト社員 の短 意 識を向上 できた ことは
日数 勤務行路 につい て、 大 きな成果 である 。この
平成 年のダ イヤ改 正で ２ 年間の成 果や経 験を活
専用 交番化さ れるこ とに か して磨き をかけ た青女
お礼 を申し上 げる。 一方 組 合員一人 ひとり が活躍
で、 導入され る専用 交番 す ることを 約束す る。ま
が一 般の社員 の負担 とな た 、来期以 降、再 度専従
らな いよう、 交番の 組み 化することを求める。
方に ついても 交渉を お願
若手組合 員の教 育につ
いしたい。
い て、活動 方針案 では入
観 光列車の 予備部 品に 社 ６年目以 降の青 年女性
つい て、高松 運転所 所属 組 合員を対 象とし たユー
の千 年ものが たり、 アン ス コースを 計画す ること
パン マントロ ッコの 車両 と している が、実 施時期
は予 備がない ため、 車両 や 開催内容 を教え ていた
に不 具合が発 生した とき だ きたい。 また、 今回の
に全 便運休と なり、 お客
協定違反 は組合 員各々
様に 多大なご 迷惑を おか の 認識が確 りして いれば
けす ることと なる。 検修 未 然に防げ たと思 われる
現場 における 予備部 品の ので 、 協 定をは じめと
配備 、調達に ついて 会社 し た協約・ 協定に ついて
の考 えを教え ていた だき 学 習できる 場を検 討して
たい。
いただきたい。
定期健康診断について、
運転 取扱従事 員は定 期健
井上 特別代議員
康診 断をクリ アする こと
（愛媛支部青女）
が業 務上必要 である こと
から 、勤務時 間とし てい
ただきたい。
女 性用の乗 泊所の 整備
につ いて、高 松運転 所で
女性 運転士の 活躍が 増え
てお り、高松 と徳島 では
乗泊 所が不足 してい る。
今後 も女性の 運転士 や車
掌が 増えるこ とが予 想さ
賃金につ いて、 先日支
れる ため、女 性用の 乗泊
所の 整備を早 急にお 願い 給 された夏 季手当 は１．
か月と昨 年を０ ． か
したい。
月 上回る内 容であ り、安
全 ・安定輸 送に対 する組
石田 特別代議員
（高知支部青女） 合 員の日頃 の取り 組みの
青 年女性会 議の議 長専 賜 物であり 、賃金 の改善
従化 について 、限ら れた は 組合員の モチベ ーショ
予算 で２年間 実施し てい ン に直結す るもの と考え

協定違反 の最た る原因 は
慢性的な 要員不 足であ る
が、以前 から各 職場、 各
系統で現 場の声 を挙げ 続
けており 、要員 不足や 長
時間労働 は重大 な問題 で
あると捉 えてい るので 、
「３度目 の 協 定違反 は
ない」と いう強 い決意 で
団体交渉 に臨む ことを 要
請したい。
新規採 用者の 内訳に つ
いて、大 量退職 に備え て
２０１３ 年度以 降は新 規
採用者数 が増加 してい る
が、高卒 者が横 ばいで あ
るのに対 してプ ロフェ ッ
ショナル 職の大 卒者が 増
加してお り、２ ０１７ 年
度は２０ １３年 度の約 ３
倍以上と なって いるが 、
プロフェ ッショ ナル職 社
員の多く が本社 勤務と な
る現状で は、要 員不足 の
解消とな らない のでは な
いか。新 規採用 者の大 卒
者・高卒者のバランスや、
各職場に おける 要員や 出
身地での里帰り勤務など、
希望する 箇所へ の適切 な
人員配置 となる よう、 人
員の確保 につい て考え 方
を教えていただきたい。

安岡

代議員
（高知支部）

募が少 ないこ と、サ ポー
ター社員よりもパートナー
社員が 一時金 等で優 遇さ
れてい ること から、 基準
単価の 引き上 げを要 請す
る。
繁忙 期手当 の新設 につ
いて、 サポー ター社 員に
は、年 末年始 やお盆 期間
等にお ける勤 務に対 して
期間加給が支給されるが、
対象期 間以外 におい ても
繁忙期 には不 慣れな お客
様が多 く、少 ない要 員で
お客様 の対応 に追わ れて
いる。 そこで 、現在 ある
期間加 給を廃 止し、 ＪＲ
の料金 設定と 同じ日 を対
象とし た繁忙 期手当 の新
設を要請する。

谷本

高知 地区の 職場に おい
ては高 知県出 身者が 少な
い。県 外出身 者を１ ～２
年育成 しても 、活躍 して
もらい たい時 期には 他県
に転勤 し、代 わりに 配属
される 新入社 員を育 成す
ること が続い ている 。高
知県出 身者の 採用を 増や
す等、 技術継 承を確 りと

長谷 特別代議員
（愛媛支部青女）

い。

見据え た要員 配置、 人材
特別代議員
（営業部 会） 育成を 求めて いただ きた
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サポー ター社 員の時 給
について 、サポ ーター 社
員が社員 の教導 を担当 し
ているこ と、時 給の高 い
女性 を対象 とした 学習
大型商業 施設の 出店等 が
あり新規 募集を しても 応 会や交 流会の 新設に つい

36
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立川 代議員
（本社支部）

フレ ックス タイムの 導
入につ いて、 近年、本 社
支部の各職場においても、
育児休 職から 復帰した 組
合員や 、子育 て世代の 組
合員が 増加し ている。 ま
た、配 偶者も 働くケー ス
が多く なって いる。保 育
所等の 送り迎 えや子供 の
世話等 に対応 するため 、
職場は限定されるがフレッ
クスタ イムの 導入を検 討
していただきたい。
長時 間労働 について 、
会社で は働き 方改革の 取
り組みが強化されて以降、
同じ業 務量で も、効率 よ
く仕事 をする 人は業務 時
間内に 仕事を 終えて帰 宅
するが 、仕事 の進め方 が
今一つ の人は 時間外に 仕
事をし て超勤 手当が支 払
われるため不公平である。
もちろ ん、管 理者が部 下
の仕事 を見て 管理すべ き
である が、業 務時間内 に
きちん と仕事 をしてい る
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て、年 １回実 施される レ
ディー スミー ティング は
日ごろ 関わり の少ない 女
性同士 が悩み を共有し て
横の繋 がりを 深める良 い
機会と なって いる。来 期
に予定 されて いる「ユ ー
スコー ス」に おいても 、
女性組 合員が 参加しや す
いテー マやス ケジュー ル
としていただきたい。
出産 ・育児 休職後の 復
職につ いて、 泊まり勤 務
のある 職場へ の復帰は 困
難であ り、不 安を抱く 組
合員、 準組合 員が多い 。
今後女性が増加する中で、
復帰す る職場 の職域拡 大
をどう 考えて いるのか 教
えていただきたい。
女性用の設備について、
現状で は設備 が整って い
ないた めに勤 務箇所が 限
られ、 活躍の 機会が減 っ
ており、離職に繋がるケー
スもあ る。女 性が四国 各
地で活 躍でき るよう、 設
備の新 設・増 設を行っ て
いただきたい。

土井 代議員
（香川支部）

夏季 手当の 春闘同時 交
渉につ いて、 活動方針 案
では来 年度も 夏季手当 を
春闘と 同時に 要求する と
のこと である が、去年 と
今年の 春闘を 踏まえ、 同
時要求 とする のはベタ ー
な選択 と言え るのか教 え
ていただきたい。
千年 ものが たりの運 行
につい て、現 在は帰り の
多度津 ～高松 間を回送 列
車とし て高松 運転所の 乗
務員が 変行路 として運 転
してい るが、 高松運転 所
分会の 組合員 の多くが 変
行路で の運転 は止めて ほ
しいと 言って いる。そ こ
で、高 松～大 歩危間の 往

復の 全ての行 路を多 度津
運転 区持ちと するこ とが
でき ないか、 検討を お願
いしたい。
客 貨混載に ついて 、北
越急 行や京都 丹後鉄 道に
おい て旅客列 車に貨 物を
積載 し、乗客 ととも に荷
物を 輸送する 事業が 開始
され た。今後 、鉄道 のあ
り方 について 議論が 加速
する 中で、在 来線を 維持
する 一つの手 段とし て導
入を検討してはどうか。

執行委員

執行委員

サポータ ー社員 の時給
に ついては 、過去 に一時
金 を廃止し て時給 に上乗
せした経緯がある。また、
一 昨年には 一部の エリア
で 実情に合 わせて 改善さ
れ 、現在は エリア ごとに
基準単価が異なっている。
サ ポーター 社員の 時給の
増 額につい ては同 様の意
見 が多く出 ている ので、
総 合労働協 約改訂 交渉で
求めていきたい。
千年もの がたり の行路
に ついては 、運転 部会か
ら も同様の 意見を いただ
い ている。 多度津 運転区
分 会と高松 運転所 分会が
話 し合って 合意し た内容
を 意見とし ていた だきた
い 。要員の 課題が クリア
で きれば実 現に向 けて進
む と思うの で、ま ずは現
場にて議論してほしい。
夏季手当 の春闘 同時要
求 について は、Ｊ Ｒ連合
か らの要請 も踏ま えて実
施 したもの である 。春闘
で さまざま な交渉 をする
中 で、春闘 で獲得 できな
か った分を 夏季手 当で反
映 させるよ うに求 めるこ
と もできる ため同 時交渉
としている。現時点では、
同時交渉が交渉しやすく、
良 い結果も 獲得で きると
考えている。

幸

女性を対 象とし た学習
会 について は、２ 月の本
部 委員会で も発言 をいた
だ き、今回 の活動 方針案
の 作成にあ たり女 性に限
定 したコー スを検 討した
が 、そうし た場合 、男性
限 定のコー スもい るので
は ないかと いう議 論とな
り 、今回は 男女と も参加
で きるユー スコー スを提
起 させてい ただい た。内
容 について は、そ の世代
に 見合った 内容で 実施し
たいと考えている。また、
開 始時間等 につい ても参
加 しやすい よう設 定し、
有 意義な教 育活動 となる
よう取り組んでいきたい。
育児休職 からの 復帰に
つ いては、 従前よ り申し
入 れており 、過去 の経営

書記長

協議会において会社から、
原 則現職 での復 帰、乗 務
員 につい ては、 希望す る
育 児環境 や就労 条件に つ
い て箇所 長と事 前に面 談
を 行い本 人の意 向を確 認
す る。現 職以外 での復 帰
と なる場 合は、 配属先 の
要 員状況 や本人 の適性 や
能 力など を総合 的に判 断
し て決定 すると の回答 を
得 ている 。また 、復帰 後
の 職場・ 職域拡 大につ い
て も申し 入れて きた。 引
き 続き、 工場や 工務職 場
を 含め女 性が働 き続け る
こ とがで きる職 場や職 種
に 向けて 、会社 と議論 し
ていきたい。
設備に ついて は、乗 務
員 職場の みなら ず他職 場
に おいて も、整 備が不 十
分 である という ことは 労
使 共通認 識だと 考える 。
一 気に全 ての職 場で設 備
が 整備で きると は思っ て
い ないが 、スピ ード感 を
持 って対 応する よう求 め
ていく。

眞鍋

客貨混 載につ いては 、
全 国的に 問題と なって い
る 運送ド ライバ ー不足 の
解 消と、 収入の 大幅な 増
加 が見込 めない ＪＲ四 国
に とって 良いこ とだと 思
う が、人 口減少 が続い て
いる四国で実施するには、
収 支面や ニーズ 面等で 整
理が必要であると考える。
本 部とし ては、 事業計 画
に 関する 経営協 議会等 で
客 貨混載 につい ての考 え
方を確認していきたい。

大谷
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特別代議員
（関連部会）

時間内 に仕事 を終わ らせ
るのはあたりまえであり、
手当で はなく 評価を 求め
ていくべきである。

西岡

関連 部会の 名称を 事業
開発部 会に変 更した いの
で、次 回の大 会で規 則を
変更していただきたい。
組織 につい て、イ ース
トユニ オンが ＪＲ連 合に
正式に 加盟し たこと は、
ＪＲ連 合と支 援単組 の尽
力によ るもの と考え る。
イース トユニ オンの 組織
数は２ ００名 弱であ り、
民主化 闘争の 受け皿 とし
ては小 さいの で、支 援単
組とし て今後 も支援 を継
続して いただ きたい 。併
せて、 民主化 運動の 理念
や歴史 認識を 次の世 代に
継承していただきたい。
青女 議長専 従化の 終了
につい ては、 財政面 の理
由もあ るが、 基本組 織の
中で青 女組合 員がど う頑
張るの かを青 女組合 員に
考え、 議論し てもら いた
い。最 近では 青女組 合員
が基本 組織の 分会長 を担
うケー スも多 いので 、青
女議長 の専従 枠を確 保す
るとい うので はなく 、青

た提案をしてもらいたい。

女組合 員が基 本組織 の教
代議員
（愛媛支部） 宣や組織を担当するといっ

藤原

務 していた が、７ 月以降
は アテンダ ントの みとな
り 業務に追 われて いる。
サ ービスに 余裕を 持たせ
る ためにも 、キッ チン専
属 のスタッ フを乗 務させ
る 等、乗務 人員を 増やし
ていただきたい。
また、荷 物の積 み込み
作 業等でス トッキ ングが
社員 や女性 乗務員の 育休 破 れること が多く 、出費
復帰 後の働 き方に対 応す が 嵩んでい る。乗 務員の
るこ とがで きるので 、対 手 袋と同様 に、会 社から
象と なる業 務を全て 高松 の 支給とな るよう 要請す
車掌 区に移 管するこ とを る。
検討していただきたい。
女性組合 員の結 婚・出
協定に ついて、 １日 産 後の働き 方につ いて、
の時間 外労働 の限度を
多 様な選択 肢を持 てるよ
時間 とした のは乗務 割交 う 、育児短 時間勤 務制度
番作 成規程 を踏まえ たと が 適用され る勤務 種別の
の説 明があ ったが、 同規 拡 大や、再 雇用制 度を活
程は 所定の 行路を作 成す 用 した職場 復帰し やすい
るた めのも のであり 、時 環 境の整備 をお願 いした
間外 労働の 限度の根 拠に い。
はな らない 。長時間 労働
を是 正する ためにも 、１
廣永 代議員
日８ 時間を 超える臨 時勤
（本社支部）
務が 発生し ないよう 、効
率の よい行 路の作成 を強
く要望 する。 現行の 協
定は 暫定的 なものと 考え
てお り、見 直しを確 りと
議論していただきたい。
契 約社員 車掌の今 年度
の採 用数及 び今後の 予定
人数 をわか る範囲で 教え
ていただきたい。
働き方改 革の問 題点と
し て、管理 者の業 務量管
川中 特別代議員
（香川支部青女） 理 が不公平 だとい う声が
挙 がってい る。部 下社員
に 適切に業 務を配 分し、
必 要に応じ て超勤 をさせ
る べきであ る。ま た、時
間 内に仕事 を済ま せたこ
とに対して正しく評価し、
効 率よく仕 事を済 ませる
こ とのメリ ットが 浸透す
れ ば、真の 働き方 改革の
実現になる。
本社勤務 におけ るイン
セ ンティブ につい て、本
社 は現場と 異なり 職責の
重 さややり がいを 感じる
が 、現状で はプロ フェッ
シ ョナル職 や高卒 社員が
本 社で働き たいと 思うよ
う にはなっ ていな い。今
後 、世代交 代が進 み、現
場 で活躍す るプロ フェッ
シ ョナル職 や高卒 社員の
36
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４ 月に運 行を開始 した
代議員
（香川支部） 四国 まんな か千年も のが
たり のアテ ンダント の要
員が 不足し ている。 運用
中止 となる 客室乗務 員の
再雇 用先の 一つとし てア
テン ダント が想定さ れて
いる が、今 後アテン ダン
トは 増員さ れるのか 。ま
た、 ６月ま ではキッ チン
専属 の派遣 スタッフ が乗
列車 乗務員 の働き 方に
ついて 、乗務 割交番 作成
規程に おける 在宅休 養時
間の考 え方が 職場に より
異なっ ている ので、 設定
方に一 定の制 約を設 ける
時間内 に仕事 を済ま せ 必要がある。
て いる社 員に対 する手 当
客室 乗務員 の運用 中止
を求める発言があったが、 につい て、エ キスパ ート

執行委員

中で意識 の高い 者が、 会
社の事業 決定に 係わる 仕
事がした いと志 すよう に
するため には、 何らか の
インセン ティブ が必要 と
考える。 本社で は若手 社
員が増加 してい るが、 モ
チベーシ ョンを 維持で き
ず離職が 後を絶 たない た
め、何ら かの改 善を求 め
る。

浦川

時間内 に仕事 を済ま せ
る人の処 遇につ いては 、
管理者が きちん と評価 す
べきであ り、組 合から も
申し入れていきたい。
契約社 員車掌 の今年 度
の採用数 は 名 と聞い て
いる。今 後も採 用数を 増
やす予定 と聞い ており 、
要員の確 保につ いては 少
しずつで はある が改善 す
るものと考えている。
千年も のがた りのア テ
ンダント の要員 につい て
は、観光 列車を ご利用 い
ただく多 くのお 客様に 満
足していただくためにも、
良質なサ ービス を提供 で
きる要員を確保するよう、
会社に求 めてい きたい 。
また、作 業中に ストッ キ
ングが破 れると いうこ と
なので、 運転士 の手袋 と
同様に消 耗品と して支 給
するよう 、会社 に求め て
いきたい。
育児休 職等か らの職 場
復帰につ いては 、いろ い
ろな職場 に復帰 したい と
いう希望 も踏ま えて、 会
社に求めていきたい。
社員の 繁忙期 手当に つ
いては、 団体交 渉で求 め
るかどう かを業 務対策 委
員会で検討したい。
本社勤 務を魅 力ある も
のとする ために は、現 場
で働いた ことの ある人 こ
そよくわ かって いると 思
うので、 皆さん の意見 を
いただき 、交渉 に活か し
ていきたい。

副執行委員長

イース トユニ オンの 正
式加盟に ついて は、議 案
書に記載 したと おり、 Ｊ
Ｒ連合の 執行委 員会で 正

嶋田
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浦川
協定違反については、
要員 不足の解 消を団 体交
渉で 強く訴え ている が、
すぐ に要員を 増やす こと
はで きない。 現在締 結し
ている 協定 は３か 月限
定で あるが、 その間 に会
社に 対策の検 討を求 めて
いる状 況である 。 月に
改め て協定を 締結す ると
きに は、会社 の検討 結果
を踏 まえて改 善した 内容
で締 結したい 。現在 の協
定が完成形ではないので、
意見 があれば 教えて ほし
い。 もちろん 、３度 目の
協 定違反は ないと 考え
ている。
新 規採用者 の内訳 につ
いて は、高卒 者は毎 年約
名 前後で、 大卒者 が大
きく 変動して いる。 これ
は、 高校卒業 時に就 職す
る人 が減り、 進学す る人
が増 えている ことも 原因
の一 つである 。工務 職場
から も発言が あった が、
同じ 職場で経 験を積 んだ
人を 育成する 必要が ある
と考えている。
地 元採用に ついて は、
他の 職場から も同様 の意
見が 挙がって いる。 徳島
保線 区におい ても、 １～
２年 育てた人 がどん どん
転出 しており 、「う ちは
養成 所ではな い」と いう
意見 が出てい る。全 員を
地元 に配属さ せるこ とは
困難 と考える が、職 場ご
とで 一定数の 地元出 身者
を残 して、技 術継承 を行
う必 要がある と考え るの
で、 継続して 訴えて いき
たい。
36
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執行委員

式加盟 が承認 され、 今年
６月の ＪＲ連 合の大 会で
明らか となっ た。イ ース
トユニ オンの 組合員 数は
現時点 １９５ 名であ り、
東の地 におい ては１ ％に
満たない規模ではあるが、
新しく我々の仲間に加わっ
た。今 年５月 にはＪ Ｒ四
国労組 本部を 訪れ、 ＪＲ
四国労 組の変 遷や組 織の
強化・ 拡大の 取り組 み等
につい て意見 交換を 行っ
た。今 後の支 援行動 につ
いては 青女組 合員も 含め
て、で きる限 りの諸 行動
に取り組んでいきたい。

幸

特別執行委員

育児 休職復 職時の 職場
については、職場の拡大、
設備の 改善を 含めて 引き
続き会 社に求 めてい きた
い。ま た、や むを得 ず退
職した方の再雇用制度は、
女性組 合員に アンケ ート
をとっ た結果 を受け て組
合が申 し入れ て獲得 した
制度で あるが 、制度 の利
用者が まだい ないと いう
ことな ので、 制度の 周知
を含め て取り 組んで いき
たい。

笹岡

正し い歴史 認識の 継承
につい ては、 私もこ の１
年はそ の一心 で取り 組ん
できた 。ユニ オンス クー
ルを活用して過去を知り、
現在、 未来に 活かす とい
うこと で、レ ベルア ップ
コース におい て、教 育部
長に相 談の上 、中濱 委員
長に依 頼して 歴史を 語っ
ていた だいた 。また 、Ｊ
Ｒ連合 の青年 ・女性 委員
会も今 年１年 は民主 化に
力を入 れてき たとい うこ
ともあ り、本 部青女 とし
ても、 浦和電 車区事 件や

三鷹電 車区事 件のＤＶ Ｄ
を視聴して、実際に起こっ
たこと を知り 、ＪＲ四 国
労組で 同じこ とを起こ さ
ないた めに、 なぜ民主 化
を行う のか、 ＪＲ四国 労
組が必 要なの かを若手 世
代が知 るため に学習を し
てきた。
青女 議長の 専従につ い
ては、 抵抗も なく納得 し
たわけ ではな い。専従 化
したと きと同 様に本部 青
女の中 で議論 して、青 女
議長専 従化の 延長を要 請
したが 、財政 的な面も あ
り一旦 休止す るという 結
果とな った。 しかし、 青
女とし ては今 後も求め て
いきた いし、 ご意見の よ
うに、 私もい ずれは基 本
組織の 専従に 青女役員 が
なるべ きと考 えている 。
青女世 代の分 会長や役 員
も増え ている が、次の 世
代にも 確り引 き継いで ほ
しいと願っている。

眞鍋 書記長

代議員
（愛媛支部）

岩水

10

代議員
（徳島支部）

につい て、引 き続き 交渉
の強化をお願いする。
動物 対策に ついて 、以
前、牟 岐線で シカが 嫌が
る音を 出しな がら列 車を
走行さ せる試 験を実 施し
ていた が、そ の効果 や今
後の新 たな対 策等を 教え
ていただきたい。
組合 のニュ ースと 配付
書面の 電子化 につい て、
ニュー スや各 種書面 には
多くの 用紙や インク 、封
筒が使用されているほか、
協約・ 協定集 の発行 には
多額の 経費が かかる と思
われる 。紙媒 体より もス
マート フォン などの 端末
で確認 できる データ が身
近で確 認しや すいと 考え
る。ま た、青 女のプ ラス
アルフ ァなど も掲示 板に
貼るだ けでは なく個 人の
携帯に 届くこ とで親 しみ
を持ちやすくなる。 年、
年 と長期的 な視点 で電
子化を 検討し ていた だき
たい。

田代

20

若手 運転士 の車掌 兼務
につい て、要 員不足 に伴
い一部 の運転 士が車 掌業
務に就 くよう 指示を 受け
ること がある が、そ の期
間は給与面で不利益を被っ
ている ほか、 一部の 若手
組合員 だけが 指示を 受け
ており 不公平 である こと
から、 給与の 補填を お願
いする 。また 、車掌 兼務
に伴い 運転士 も要員 が厳
しくな り、臨 時勤務 が増
えてい る。無 理をし て業
務を行 い、体 調を崩 して
休養す れば、 他の人 が無
理をし なけれ ばなら ない
という悪循環となるため、
改善を要求する。

16

輸送指 令員手 当の新 設

代議員
（徳島支部）

の で、伐 採等に より沿 線
の 倒木対 策を強 化して い
ただきたい。
ベアに ついて 、２０ １
７ 年春闘 におい てもベ ア
を 獲得す ること ができ ず
残 念であ る。定 期昇給 と
夏 季手当 アップ は獲得 し
た が、生 涯賃金 の底上 げ
を すべく 、ベア 獲得に 向
け て交渉 に取り 組んで い
ただきたい。
協 定につい て、時 間
外 労働の１ 日の限 度を
時 間とし ている 点や、 ２
暦 日にわ たる臨 時勤務 及
び 連続乗 務日数 の限度 が
動 力車乗 務員と 列車乗 務
員 とで異 なる点 を改善 し
ていただきたい。
要員不 足につ いて、 列
車 乗務員 として 配属さ れ
る 新卒者 は、翌 年度の 新
卒 者が配 属され るまで 、
途 切れる ことな く乗務 す
る ように してい ただき た
い 。また 、行路 を見直 し
て 乗務員 の１日 当たり の
勤 務時間 を短縮 してい た
だ きたい 。加え て、在 宅
休 養時間 の長短 の差が 職
場によって生じているが、
組 合とし てどう 考えて い
るのか。
女性の 働き方 改革に つ
い て、出 産・育 休明け に
乗 務員と しての 復帰を 希
望 する人 に対し ては、 日
勤 の女性 専用行 路が必 要
で ある。 高松運 転所が 平
成 年 にエキス パート 社
員 専用の 交番を 作成す る
が 、女性 専用の 行路も 作
成 してい ただき たい。 ま
た 、様々 な職種 に就け る
よ う、設 備の整 備もお 願
いする。
36

30

育 児・子育 てに関 する
制度 を取得で きる対 象期
間を 、育児短 時間勤 務は
３歳未満を小学校就学に、
看護 休暇は小 学校就 学を
中学 校就学に 、それ ぞれ
拡大 していた だきた い。
また 、育児短 時間勤 務者
にも 半休を取 得でき るよ
う改善を要請する。

代議員
（香川支部）

い る。メン テナン スでの
受 け入れや その他 受け入
れ 先の拡大 を検討 してい
ただきたい。
管 理者の 歳以 上の処
遇 について 、運転 職場で
も エキスパ ート社 員の助
役 が多くな ってお り、管
理者 資格を持 つ 歳未満
の 社員が助 役に登 用され
に くいよう に思え る。助
役 に登用さ れずに 定年を
迎 えると、 退職金 やエキ
ス パート社 員の付 加給や
５ 年就労後 の慰労 金に影
響 するため 、技術 継承の
た めにエキ スパー ト社員
を 活用する のであ れば、
要 員を増や す前提 で、運
転 職場にも 技師を 新設さ
れたい。

代議員
（香川支部）

60

平 成 年 度運動 方針案
に 記載され ていな いが、
初 任給の改 善に取 り組む
の か。エキ スパー ト社員
の 賃金が改 善され 、次は
未 来をつく る若手 社員、
新 入社員の 賃金改 善に取
り組んでいただきたい。

中間

60

沿線の倒 木対策 につい
て 、５月に 愛ある 伊予灘
線 で回送列 車が倒 木と衝
突 した。大 事に至 らず負
傷 者もなか ったが 、これ
か ら台風シ ーズン に入る

河野

29

松浦

会 社側が組 合の行 事に
配慮 していな いと思 われ
る事 象がある 。例え ば、
パワ フル活動 発表会 が組
合行 事と重な ったた め、
組合行事に出席できなかっ
た者 がいる。 管理者 の組
合活 動への理 解が低 いよ
うに 思われる ので、 管理
者組 合員への 教育を 確り
して いただく ようお 願い
する。
青 女議長専 従化に つい
て、 弓立議長 、笹岡 議長
が専 従役員を 務め、 見て
いて 頼もしく 思った 。青
年女性 会議は来 年で 年
を迎 えるが、 今後の 更な
る発展 に向けて 年 先を
見据 えた取り 組みに つい
て考 えがあれ ば教え てほ
しい。
25

代議員
（香川支部）

55

吉岡

25

歳以上の 社員の 基本
給に ついて、 支給額 を１
００分 の か ら引き 上げ
てい ただきた い。ま た、
適用さ れる時期 も 歳に
達し た年度の 翌年度 から
に統一されたい。
歳以上の 雇用に つい
て、多度津運転区では様々
な理 由でメン テナン スで
の勤 務を希望 する運 転士
が多 く、要員 に空き が出
るま で順番待 ちとな って
81

関連 部会に ついて、 業
職種別 部会設 置運営規 則
では、 部会の 中に分科 会
を設け ること となって お
り、関 連部会 の分科会 と
して事 業分科 会と駅ビ ル
分科会 、非現 業分科会 が
設置さ れてい る。分科 会
のあり 方も含 めて、部 会
の定期 委員会 等で議論 い
ただきたい。

宮崎 代議員
（本社支部）

契約 社員の 処遇につ い
て、現 在、契 約社員は 有
期雇用 となっ ているが 、
労働契 約法の 改正に伴 い
無期雇 用に転 換する必 要
がある 。現在 の会社の 検
討状況 や今後 の見通し を
教えていただきたい。

55

60

青年女性 会議の 構成員
宮地 代議員
（高知支部） の 要件につ いて、 現在は
女 性及び 歳未満 の男性
で 構成され ている が、自
動 車支部の 男性は 、大型
２ 種免許の 取得要 件や中
途 採用者が 多いと いった
年 齢的な理 由によ り、青
女 の活動に 参加で きない
人 が多い。 そこで 、自動
車 支部の青 女組合 員の対
象 年齢の引 き上げ 等によ
動 力車乗 務員の養 成と り 、組合活 動への 参加を
電車転換について、今年、 積 極的に促 してい ただき
高知 運転所 には新任 の車 たい。
掌が ３名来 たが、そ の後
今回の協 約・協 定集の
動力 車乗務 員の養成 に４ 冊 子につい て、バ スの掲
名出 たため 、車掌が 不足 載 が少ない が、理 由を教
する 分は運 転士が最 大３ えていただきたい。
か月 車掌を 兼務して 対応
している。そのような中、 大西 特別代議員
更に 電車転 換のため に運
（運転部会）
転士 を出し ている。 動力
車乗 務員や 電車転換 の必
要性 は理解 している が、
現場 の要員 を考えて 養成
や転 換の人 数を決め てい
ただきたい。
Ｓ ＡＳに ついて、 高知
運転 所の組 合員が、 会社
の簡 易検査 では異常 は見
られ なかっ たものの 、乗
複線区間 のワン マン運
務中 に自分 で異変に 気づ
き、 職場で 相談して 自ら 転を中止されたい。
信用降車 型ワン マン列
病院 で検査 を受けた とこ
ろ、ＳＡＳと診断された。 車 は快速サ ンポー トに限
現状 では個 人で検査 を受 定されたい。
検修職場 はＪＲ 社員、
けた 場合は 自己負担 とな
るが 、本人 が安全の ため メ ンテナン ス社員 とも要
に検 査を受 けたので ある 員 が不足し ている ので、
から 、ＳＡ Ｓと診断 され 要員の確保をお願いする。
た場 合は検 査費、入 院費
とも 会社負 担となる よう
浦川 執行委員
契約社員 の有期 雇用に
求めていただきたい。
つ いては、 平成 年４月
に 本格施行 される 改正労
河野 特別代議員
（自動車支部青女） 働 契約法に 基づき 、組合
は 具体的な 実施内 容を整
理 して団体 交渉で 申し入
れたい。
会社が組 合の行 事を把
握 していな いので はない
か という点 につい ては、
組 合の行事 と会社 行事の
日 程が重複 しない ように
申し入れる。
歳以 上の方の 働き方
社 員割引 の回数に つい や賃金の改善については、
て、 現在は 年４回と 定め 引 き続き交 渉をし ていき
られ ている が、回数 を増 たい。
やしていただきたい。
メンテナ ンスの 受け入
55
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れ先が少 ないこ とにつ い
ては、組 合にも 意見を い
ただいて おり、 経営協 議
会等で会 社に申 し入れ て
いきたい。
管理者 の受け 入れや 運
転職場の 技師に ついて 、
会社は運 転職場 や営業 職
場での技 師の新 設を考 え
ていないという回答であっ
た。職場 によっ ては管 理
者が少な いため 、技師 を
希望され ると管 理者が 不
足すると いう面 もあっ て
技師の新 設に至 ってい な
いとのこ とであ った。 組
合として は全て の職場 に
技師の制 度を設 けるべ き
であり、 本人の 希望や 、
会社の意 向を考 慮して 要
員を検討 すべき と交渉 し
ている。
初任給 の改善 につい て
は、活動 方針に は記載 さ
れていな いが、 総合労 働
協約改訂 交渉で 要求し て
いく。
協定の内容について、
現行の協 定は３ か月限 定
であり、 連続乗 務日数 や
限度回数 等を精 査して 締
結したも のであ る。会 社
側は再び 協定 違反を 起
こしては ならな いと考 え
ており、 今後の 議論を 踏
まえて改善していきたい。
沿線の 倒木対 策につ い
ては、先 日、徳 島でも 倒
木が発生 し、１ ５００ 型
の一部が 損傷す るとい う
事象があ った、 また、 降
雨と関係 なく倒 木が発 生
している という 意見も 挙
がってい るので 、会社 に
対して巡 回の強 化を要 請
しており 、回答 があれ ば
お知らせしたい。
要員や 行路に ついて 、
要員不足 はすぐ には改 善
できない ため、 現在の 要
員でもす ぐに運 用でき る
ように考 えたの が、新 卒
者の他の 職場へ の転出 時
期の変更である。その他、
契約社員 車掌や 新入社 員
の採用数 を増や すこと を
会社も考 えてい るので 、
少しずつ 改善し ていき 、
それでも 上手く 運用で き
ない場合 は、作 業内容 の
見直しに ついて も申し 入

36

36

執行委員

れていきたい。
指令員手当については、
業務の 特殊性 を考慮 し、
これか らも申 し入れ を行
う。
動物 対策に ついて は、
交運労 協の鉄 軌道部 会で
四国運 輸局に 要請を 行っ
ている 。有効 な対策 はな
いが、 さまざ まな検 討を
踏まえ てよい 対策が 採れ
ればよいと考える。
兼務 車掌に ついて は、
暫定的 なもの であり 解消
すべき と考え る。車 補機
の取り 扱い等 の理由 で比
較的若 い運転 士が兼 務に
指定さ れてい るが、 兼務
期間が 長いと 、運転 士に
復帰し た時の リスク が高
いため 、兼務 が発生 しな
い要員 計画と なるよ う、
会社に 要請す る。ま た、
動力車 乗務員 養成や 電車
転換に ついて は、団 体交
渉等で 会社に 対して 要員
を考慮 して実 施する よう
に申し入れている。
ＳＡ Ｓの受 診につ いて
は、個 人で実 施して も会
社で実 施して も同様 に扱
うべき と、会 社に対 して
申し入れる。
複線 区間の ワンマ ン列
車や信 用降車 型ワン マン
の限定 につい ては、 運転
部会の 答申や 安全・ 事故
防止に 関する 職場諸 問題
を会社に申し入れている。
会社か ら回答 が返っ てき
たので 、運転 部会等 で引
き続き検討していきたい。

幸

育児 に関し て、従 前よ
り労働 協約改 訂交渉 時に
育児短 時間勤 務制度 や育
児休職 の対象 年齢引 き上
げを求 めてい る。な かな
か改善 の風穴 は開か ない
が、引 き続き 、団体 交渉
で訴えていきたい。
育児 短時間 勤務制 度の
利用者 への半 休使用 につ
いては 、育児 短時間 勤務
適用者 は２時 間の時 間短
縮措置が講じられており、
その２ 時間が 無給と なっ
ている 。ここ に有給 であ
る半休 を付与 するの はそ
ぐわな いとい うこと で現

成 周年記念レセプショ
ン 」 を 開 催 し た 。連 合
四 国 ブ ロ ッ ク 、 ＪＲ 連
合 、 交 運 労 協 、 国会 議
員 、 Ｊ Ｒ 四 国 や ジェ イ
ア ール 四国 バ スの 幹 部、
Ｊ Ｒ 四 国 労 組 の 歴代 執
行 委員 長、 大 会代 議 員、
傍 聴 者 ら 約 ２ ２ ０人 が
出席した。
中 濱 執 行 委 員 長の 開
会 挨 拶 で 始 ま り 、Ｊ Ｒ
連 合 の 松 岡 会 長 、Ｊ Ｒ
四 国 の 半 井 社 長 、さ ら
に は 歴 代 執 行 委 員長 を
代 表 し て 乾 元 執 行委 員
長より祝辞を頂いた。
結 成以 来 年 間 積み
上 げ て き た Ｊ Ｒ 四国 労
組 運 動 の 歩 み を 振り 返
り 、 国 鉄 改 革 の 経緯 や

ＪＲ 四 国 労 組 結 成 の 理
念を 継承 すると と もに 、
次の 年に 向 かっ て 挑
戦し て い く こ と を 、 出
席者 全 員 で 確 認 し あ う
行事となった。
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③年間スケジュールにつ
いて
④第１回業務対策委員会
の開催について
⑤平成 年度教育・広報
委員会の開催について
⑥平成 年度サークル協
議会運営委員会の開催
について
⑦部会三役会議の開催に
ついて
⑧次期（第２回）執行委
員会の開催について
⑨その他

29
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〈徳島支部〉

〈本社支部〉

９月９日（土） 時
宇多津町「ホテルアネシス瀬戸大橋」

〈香川支部〉

９月８日（金） 時
松山市「東京第一ホテル松山」

〈愛媛支部〉

９月７日（木） 時 分
徳島市「ホテルクレメント徳島」

30

30

の組合員３０名程度

詳しくはＪＲ四国労組発第18号を参照。

希望者は所属分会長に申込書を提出して下さい。

30

入社５年以内（平成２５～２９年入社）

18

ＪＲ四国労組の未来に向けた鏡割り

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、大和屋本店
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
等名簿について

〈高知支部〉

８月 日（土） 時 分
高知市「高知城ホール」

〈自動車支部〉

30

９月５日（火） 時 分
宇多津町「ホテルアネシス瀬戸大橋」

13

14

13

14

13

９月 日（水） 時 分
高松市「高松東急ＲＥＩホテル」

～２３日（土）

こ れを継 承する ことが 今
ご理解いただきたい。
結成 周年記念
青年女性 会議の 対象年 後 のＪＲ 四国労 組の発 展
レセプ ションを
齢 引き上げ につい ては、 に 繋がる と信じ て活動 し
開催！
検 討させて いただ きたい ている。
が 、自動車 支部の み対象
年 齢を引き 上げる ことは
嶋田 副執行委員長
社員割 引制度 の拡大 に
整 合性が取 れない ため難
つ いては 、過去 も改善 を
しいと考える。
求 めてき たが引 き続き 要
笹岡 特別執行委員 求していく考えである。
協約・ 協定集 にバス の
内 容が少 ないと いう意 見
に ついて は、経 費節減 を
意 図した もので はなく 、
今 回は製 本準備 上、改 訂
と なった 部分の みの掲 載
と なった 。内容 に変更 の
無 い箇所 は昨年 以前の も
の を参照 してい ただき た
今大会の開催に併せ
い。
て、 「 Ｊ Ｒ 四 国 労 組 結

29

【 各支 部 定期 大会 開催 日 程】
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場
所：ル・ポール粟島
募集人員：

青女議長 の専従 化につ
い ては、松 浦代議 員も元
議 長として 専従化 に大き
な 種を蒔い ていた だいた
一 人だと思 ってい るので
感謝 している 。 年後の
こ とは分か らない が、現
在 の青女と しては 若手組
合 員が興味 ・関心 ・夢を
も って活動 しても らえる
よ うに取り 組んで おり、

中長 期的な政策課 題に
ついて も、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。Ｊ Ｒ四国労組と して
も、四国における鉄道ネッ
トワー クを維持して 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 要と考える。 私た
ちの間 では機運の醸 成が
できつ つあるが、四 国全
体を見 渡せば、まだ まだ
その必 要性を認識し ても
らえて いないのが実 情で
ある。 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 あり、日本で 四国
だけ取 り残されては なら
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。
ＪＲ四国労組結成 年、
時代が着実に変動する中、
ＪＲ四 国、ジェイア ール
四国バ スの安定経営 を確
保し、 次の 年に向 かっ
て果敢 に挑戦するた め、
全組合 員で確り議論 し、
意思統一をお願いしたい。

11

26

いきたい。
ニ ュース・ 新聞等 は、
現行 、紙媒体 での配 布と
なっ ている。 個人の 携帯
に配 信するに は、そ れぞ
れの メールア ドレス を組
合が 入手しな ければ なら
ない 等、個人 情報の 管理
面で 難しいこ とから 、Ｊ
Ｒ四 国労組の ホーム ペー
ジの 閲覧を周 知する のが
ベタ ーと考え る。な お、
活動方針でも提起したが、
ＪＲ四国労組新聞は現在、
全組 合員に１ 部ずつ 配布
して いるが、 経費節 減の
観点からも、８月の教育・
広報 委員会で 議論し 、各
支部 等の意見 を踏ま えて
配布 部数の見 直しを 図り
たい と考えて いるの で、
また、ＪＲ四国 におい
て は、２０１８春 闘にお
い ても「賃金要求 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 求することとす 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
を深めることとする。
労働条件に関す る議論
と して、本日も多 くの代
議 員から発言をい ただい
た が、本年４月 に再度
協 定違反が発生し た。４
月 から１年間で締 結して
い た 協定は６月 末で一
旦 破棄し、新たな 内容で
７ 月から３か月 間の 協
定 を締結した。本 部は、
今 回締結した 協 定は暫
定 的なものと認識 してお
り 、真の働き方改 革に向
け 、 協定の見直 しも含
め 交渉の強化を図 ること
とする。
労働環境の改善ために、
政 策課題の解決に 向けた
取 り組みも重要で ある。
昨 年は「二島特例 ・承継
特 例」の延長問題 に組織
の総力を挙げて取り組み、
無 事延長すること ができ
た が、ＪＲ四国の 経営状
況はまだまだ脆弱であり、
持 続可能な公共交 通の構
築 に向け、ＪＲ連 合・交
運 労協等と協力し 、各種
政 策課題の解決に 取り組
むこととする。
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が事業計画を 上回る見込
みであったこ 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、半
休制度の改善 が図れたこ
とや、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、
また、エキス パート組合
員の働き方に 関しても改
善が図られる 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
なかったが、 定期昇給と
併せて、準組 合員の賃金
控除項目が改善される等、
一定の成果を 得られたと
考える。
次の２０１ ８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・Ｊ Ｒ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」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 り組むこと
とする。
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30
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行では 半休を 取得でき な
いが、 半休を 利用しや す
いよう に改善 できるか ど
うかを勉強させてほしい。
可能で あれば 、申し入 れ
をしていきたい。
出産 ・育児 から復帰 し
た社員 の専用 行路につ い
ては、 昨年、 高松運転 所
で専用 行路を 作成した と
聞いた 。実際 に乗務す る
ことはなかったようだが、
高松運 転所で できるの で
あれば 他区所 への水平 展
開も可能であると考える。
経営協 議会で も、対象 者
が乗務 員に復 帰するの を
希望し た場合 には専用 行
路を検 討する と会社も 回
答して いるこ とから、 実
現に向 け引き 続き訴え て
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ユニオンスクール
「フレッシュマンコース」開催！

眞 鍋 書 記 長
総括答弁 要
(旨

30

25

念を継承」し、 「未来へ それ ぞれの職場にお ける 国労組運 動が次のＪＲ 世
向かって」挑戦 していか 安全 ・事故防止に関 する 代に着実 に引き継がれ 、
なければならな い。この 諸課 題に対し、経営 協議 組織の充 実・強化が図 ら
) 想いを込めて運 動方針を 会等 のあらゆる場を 通じ れると考える。
提起させていただいた。 て解 決を図り、安全 に対
また、 ２年間継続し た
個別の質疑については、 する 意識の高揚に努 める 青年女性 会議議長の専 従
各担当から答弁したので、 こととする。
化は、一 旦もとに戻す こ
私からは、３本 柱に添っ
併 せて、自らの安 全が ととなっ たが、将来に 向
た総括的な答弁 をさせて 守れ なければ、お客 様の けた取り 組みとして意 義
いただくので、 全組合員 安全 は守れないとの 立場 があったと考える。現在、
で意思統一をお 願いした で、 組合員の死亡事 故、 青年女性 会議組合員は ７
い。
重大 労災を撲滅する ため ００名を 越え、ＪＲ四 国
に、 危険箇所や危険 作業 労組組合 員の ％を越 え
の点 検等を行い、グ ルー ている。 本部としても 青
安全・安定・安心
輸送の確立について プ会 社を含めた、全 ての 年女性会 議組合員を含 め
私たち輸送業 務に携わ ＪＲ 関係労働者の「 死亡 た若手組 合員の育成・ 強
る者の最大の使 命は「安 事故 ・重大労災ゼロ 」を 化に最大 限取り組み、 Ｊ
全・安定・安心 輸送の確 目指す。
Ｒ四国労 組運動の継承 に
保」である。安 全こそ最
努めることとする。
大のサービスで あり、何 組織の強化・拡大の
一企業 ・一組合に向 け
よりも優先して 取り組む
取り組みについて ては、こ れまで同様、 新
Ｊ Ｒ四国労組組合 員の 入社員の 全員加入を目 指
べき課題である 。ＪＲ四
国労組はこれま でも「安 半数 以上は国鉄改革 を経 し取り組 むと共に、近 年
全の確保」を運 動方針の 験し ていないＪＲ採 用者 増加傾向 にある中途採 用
柱に据え取り組んできた。 とな った。更に、今 後数 の社員に ついても、当 該
しかし残念なが ら、依然 年間 で多くの国鉄採 用組 支部・分 会と協力のう え
として安全を確 保する上 合員は退職を迎えられる。 全員加入 に向け取り組 む
で看過できない 事故が発 過去 にとらわれる必 要は こととする。
全く ないが、過去の 歴史
生している。
労働組合とし て、安全 を知 識として知って おく 労働環境の
を最優先する職 場風土、 必要 性は十分にある 。昨
改善について
今年の ２０１７春季 生
企業風土を創り 上げるた 日の 記念レセプショ ンで
年の歩 みを振り返 った 活闘争については、連合・
め、「安全の追 及に妥協
はない」という ことを全 が、 国鉄改革の経緯 、Ｊ ＪＲ連合の方針を踏まえ、
組合員で再度、 意思統一 Ｒ四 国労組結成の理 念を ベースア ップ獲得と月 例
し、今後も気を 緩めるこ 全組 合員で再確認し 、そ 賃金の引き上げにこだわっ
となく取り組ん で行かな れぞ れの分会・職場 で先 た取り組みを展開したが、
ければならない 。本部と 輩組 合員とＪＲ四国 労組 ベースア ップ獲得には 至
しても、各支部 ・分会、 につ いての議論を交 わす らなかっ た。ＪＲ四国 に
各部会との連携を強化し、 るこ とによって、Ｊ Ｒ四 おいては 、鉄道運輸収 入
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時：平成２９年９月２２日（金）

日

34

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
にまず御礼を申し上げる。
皆様に肉付 けいただいた
内容を本部 として確り受
け止め、そ の具現化に向
け、一年間 確りと運動を
展開してい きたいと考え
る。
ＪＲ四国 労組は結成
年を迎え、 組合員の半数
以上をＪＲ 採用が占める
ようになっ た。昨日は
「結成 周年 記念レセプ
ション」を 開催させてい
ただいたほか、大会スロー
ガンで掲げ たように、
「ＪＲ四国 労組の結成理
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