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27
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連 続勤務日数を抑 制す
る ための具体的な 対策
が 示されたことか ら、
現 行の 協定に一 定の
改 善が図られたと 判断
するとともに、併せて、

その運用状況 をチェッ
クすることを 確認し、
同日 時に妥結した。
（交渉の経緯 等、詳し
くはＪＲ四国労組ニュー
ス№２～５を参照）

安心輸 送に全力で取り
組んで いることから、
今回の 交渉における改
善は評 価したい。しか
しなが ら、年令給・職
能給に ついても以前よ
り強く 改善を求めてお
り、今 後も前向きな検
討を要望する。その他、
勤務面 や諸手当、福利
厚生面 など、組合員が
やる気 を持って就労で
きる制 度への改善に向
けて、 引き続き検討す
るよう 強く要請する」
と訴えた。
交渉 終了後に業務対
策委員 会を開催し議論
し た結 果 、準 組 合員

ジ ェイア ール四 国 バス は
賃金２項目を 改善し妥結
ジェイア ール四国バ
スとの総合 労働協約改
定交渉は、８ 月 日の
１回目に続き ９月 日
に２回目の 交渉を行っ
た。
今回申し 入れた要求
項目のうち 、会社側か
ら『契約社 員（月給・
日給適用者 ）の契約基
本賃金の改 善』『再雇
用者の職種 別賃金の改
善』につい て回答を引
き出すことができた。
組合は、 「組合員は
会社を取り 巻く環境の
厳しさを認 識しつつ、
労働条件の 向上を強く
望みながら日夜、安全・

９月 日（金） 時
分より、本部１階会
議室において第３回本
部執行委員会が開催さ
れた。
経過報告と議事につ
いては次のとおり。

愛媛、香川、本社
（部会）
・部会三役会議
（情宣）
・教育・広報委員会
（レク）
・サークル協議会運営
委員会
（共闘）
・シェアリングエコノ
ミーに関する署名の
回収結果について
・時間外労働の上限規
制に関する署名の回
収結果について
（ＪＲ連合）
・賃金対策委員会
・組織戦略会議
・教育・広報担当者会
議
・男女平等参画推進委
員会

（契約社員）の賃 金改 ており、それ らに対す
善が図られたこと から る会社側から の回答が
あった。
同日妥結した。
組合は、持 ち帰り業
務対策委員会 を開催し
ドリーム号の
て議論した結 果、今回
賃金・手当は
交渉を継続 の提案は、拡 大するＬ
ＣＣの就航動 向による
他交通機関と の競争激
化等、今後のジェイアー
ル四国バスに おける減
収傾向に備え た、我々
組合 員 の雇 用 を確 保
（路線維持） するため
の施策である ことは理
解できる。し かしなが
ら、ドリーム 号に乗務
する乗務員の みの見直
しであること 及び組織
内での議論が 不十分で
あること等か ら、各分
会大会での議 論を踏ま
え判断すべき であると
考え、引き続 き交渉を
継続することとした。
（交渉の経緯 等、詳し
くはＪＲ四国 労組自動
車支部ニュース№ 、
２、３を参照）

また、１回目の 交渉
後に会社側から提 案の
あった「ドリーム 号乗
務における賃金・ 手当
の見直し」については、
１回目、２回目及 び９
月 日の３回目の 交渉
で議論を行った。
交渉で組合は、 「運
転等の業務を行う こと
のない便乗時間（ 仮眠
時間）ではあるが 、交
代の運転業務に備 える
という概念であり 、運
転業務や補助等の 時間
以外の一部の勤務 時間
を半分に換算する こと
及び深夜乗務手当 の対
象外とすることは 容認
できない」等、組 合員
の声を強く会社側 に訴
えるとともに、「 具体
要求」として申し 入れ

・グループ労組連絡会 ⑧当面するスケジュー
定期総会
ルについて
・青年・女性委員会定 ⑨その他
期総会
・分会大会の開催日程
について
【議
事】
・次期（第４回）執行
①平成 年度「契約社
委員会の開催につい
員賃金引上げ」の妥
て
結承認について
・その他
②平成 年度「年末手
当・賞与」要求の基
本的な考え方につい
て
③ＪＲ連合第 回賃金
実態調査の実施につ
いて
④職場諸問題の集約に
ついて
⑤ＪＲ連合第 回安全
シンポジウムの開催
について
⑥第 回ゴルフ大会の
開催について
⑦第６回ドッジボール
大会の開催について

16

12

第３ 回本部 執行委 員会開 催

28

【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（団交）
・総合労働協約改訂等
について（ＪＲ四国・
ジェイアール四国バ
ス）
（業務）
・予讃線「第６大平高
架橋コンクリート片
の落下」について
（支部大会）
・高知、自動車、徳島、

25

27

15

13

総合労働協約改訂交渉 妥結！

20 14

36

15

【ＪＲ四国】
① 超勤手当（Ｆ単価等）の増額（１３６／１００）
② 保存休暇の適用条件及び 使用用途の拡充
③ 子が保育園に入れな い場合の育児休職期間の延長
④ 輸送指令長に対す る手当の増額
⑤ 平成 年３月末ま で就労す る客室乗務員への慰労金の支給
⑥ 契約社員の雇用制度等の一部改正
⑦ 勤務変更に伴う 取り扱いの改善
⑧ サポ ータ ー社員（時給適用者）の職務手当の新設
⑨ エキスパート社員及び 契約社員の超勤手当（Ｈ単価）の改善

20

30

【ジェイアール四国バス】
① 契約社員（月給・日給適用者）の契約基本賃金の改善
② 再雇用者の職種別賃金の改善

36

29

29

現 場の声を反映させ 、
将 来に夢と希望を持 て
る 会社となるよう議 論
したい」と強く訴えた。
交渉終了後、業務 対
策 委員会を開催し、 今
回 の回答は「超過勤 務
手 当の改善」並びに 、
従 来から強く求めて き
た 「育児に関する保 存
休暇の取り扱いの改善」
及び「職務手当の改善」
等 について一定の改 善
が 図られたことから 、
同日 時に妥結した。

協定についても
改善を図り妥結

による 協定違 反の防
止』及び『乗務 員勤務
における連続勤 務を可
能な限り抑制す るため
の取り組みの実 施』に
ついて回答があった。
組合は、「今 回の会
社側の回答は現行 の
協定について一 定の改
善が図られたも のの、
十分な内容とは 言えな
い。特に事故防 止及び
組合員の健康管 理のた
めに、連続勤務 日数に
ついては更なる 短縮を
図るべきであり 、特別
条文を将来的に は削除
できるように前 向きに
取り組んでいき たい。
また、根本的な 原因で
ある要員不足は すぐに
は解決しないこ とは理
解するが、責任 組合と
して前向きに議 論し、
改善を図るため 引き続
き交渉を継続し たい」
と強く訴えた。
３回目の交渉 終了後
に業務対策委員 会を開
催し 、 今回 の 回答 は
「連続勤務日数の限度」
を新設できたこと及び
36

17

また、今回申し入 れ
た 要求項目のうち、
協 定に関する項目に つ
い ては、９月 日の ３
回 目の交渉において 、
会 社側から『時間外 労
働時間数の１日の限度』
及 び『乗務員勤務に お
け る連続乗務日数の 限
度 』を改善する 協 定
の 一部改正の提案並 び
に 『平成 年３月予 定
の 当直システムの改 修
30

ＪＲ四 国 は９項 目を 改善 し妥 結
『サポ ーター社員（時
給適用 者）の職務手当
の新設 』『エキスパー
ト社員 及び契約社員の
超勤手 当（Ｈ単価）の
改善』 の４項目を整理
することができた。
組合 は、「今回の交
渉 では ５ 項目 の 改善
（＋４ 項目の整理）が
図られ たが、今回改善
されな かった項目につ
いては 、組合員のモチ
ベーシ ョンを維持する
観点か らも、今後も前
向きに 議論していきた
い。また 、 歳以上の
組合員 には子育て世代
の者も 多くいるため、
基本賃 金の改善を求め
ていく とともに、手当
等待遇 の改善を図るべ
きであ ること。また、
子育て 支援についても
一定の 制度改善が図ら
れたが 、制度を利用し
やすく なるよう、取得
するた めの改善を求め
ていき たい。今後も、

24

10

36

36

30

ＪＲ四国 との総合労
働協約改訂 交渉は、８
月 日の１ 回目、９月
日の２回 目及び９月
日の３回 目の交渉に
続き、９月 日に４回
目の交渉を行った。
今回申し 入れた要求
項目のうち 、会社側か
ら『超勤手 当（Ｆ単価
等）の増額 （１３６／
１００）』 『保存休暇
の適用条件 及び使用用
途の拡充』 『子が保育
園に入れな い場合の育
児 休職 期間 の 延長 』
『輸送指令 長に対する
手当の増額』 『平成
年３月末ま で就労する
客室乗務員 への慰労金
の支給』の ５項目につ
いて回答を 引き出すこ
とができた 。また、８
月 日の団 体交渉にお
ける会社側 からの提案
についても 、『契約社
員の雇用制 度等の一部
改正』『勤 務変更に伴
う 取り 扱い の 改善 』
28

28
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30
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執行委員長
中野 圭司
副執行委員長
大川 則宏
中間 優太
書 記 長
杉本 慶太
書記次長
弓立 雅博

本 社 支 部

議事では、執 行部よ
り一般経過報告 、会計
報告、会計監査 報告、
平成 年度運動方針案、
予算案が提起さ れ質疑
に入った。
質疑では、多 様な働
き方を実現する ための
制度改善、賃金 等の労
働環境改善、青 年女性
組合員の育成等 の取り
組み、広報活動 やボラ
ンティア活動等 につい
て質問や意見が あり、
執行部の答弁の 後、全
体の拍手をもっ て採択
され、最後に林 執行委
員長の団結ガン バロー
で終了した。
なお、役員改 選に伴
い新役員が選出された。
新三役は次のとおり。
30

【愛媛支部】
議 長 井上
副議長 池原
秋田
岡部
事務長 笠岡

【香川支部】
議 長 福岡
副議長 太尾
尾上
清本
事務長 松本

竜太郎
雅史
治基
紀貴

文也
匡哉
大介
恵
海渡

亘
夏士
和樹
隆輝
達矢

【本社支部】
議 長 堀江
副議長 髙木
谷井
事務長 谷井

大貴
雄也
夕貴
俊輝

なお、自動車支部 青
年女性会議定期委員 会
は 月 日（土）に 開
催予定。

10

なお、役員改選によ
選出された各支部の新
三役は次のとおり。

【徳島支部】
議 長 山地
副議長 曽川
大林
事務長 戎井

【高知支部】
議 長 矢野 宏樹
副議長 三原 一将
山本
翼
事務長 石田 直也

お申込は各支部まで！！

執行委員長
林
広章
副執行委員長
廣永 周作
小川 有貴
書 記 長
池田 佳憲
書記次長
下野 桂馬

TEL 0877-24-6251

Ｊ Ｒ四国労組青年女
性会 議の各支部定期委
員会は、９月 日（水）
の愛媛支部を皮切りに、
９月 日（木）に高知
支部 、９月 日（土）
に香 川支部、 月２日
（月 ）に徳島支部、
月４ 日（水）に本社支
部と それぞれ開催され
た。
各 支部とも、７月
日に 開催された本部青
年女 性会議第 回定期
委員 会で承認された活
動方針に基づき、スロー
ガン 案、経過報告及び
活動 方針案を提起し、
各委 員からは安全・安
定・ 安心輸送の確立、
収入 の確保、政策課題
解決に向けた取り組み、
職場 における諸問題を
はじ めとする労働条件
改善 、男女平等参画推
進、 働き方改革等につ
いて 発言があり、常任
委員 会より答弁を受け
た後 、満場一致で全て
の議事が承認された。

香川県丸亀市金倉町９２４－１

10

15

２日目のカリキュラ
ム終了後には「ふりか
えりスクール」を行い、
２日間の感想を参加者
全員がそれぞれ発言し、
本スクールの成果を確
認した。

丸亀市民体育館

28

の取り組み」「組合 と
共 済活 動の 関わ り 」
「組合と労働金庫の 関
わり」「政策活動の 取
り組み」「ＪＲ四国 労
組の歴史」について 、
中濱執行委員長、大 谷
書記長、森安教育部 長
等の講義を受け、基 礎
知識を学びレベルア ッ
プを図った。
夕食交流会では、 寄
せ鍋を囲み、仕事か ら
プライベートまで、 熱
い議論を交わし、日 頃
交流の少ない様々な 職
場の組合員との親睦 を
図った。
23

ユニオ ン ス ク ール 開 催 ！

30

各支部定期大 会は、
本社支部を最後 に全支
部の日程を終了 した。
各大会では、向 こう一
年間の活動方針 等につ
いて活発な議論 が行わ
れた。

32

28

第６回ドッジボール大会の
開催について

29

９月 日（金） 、
日（土）の２日 間、香
川県三豊市粟島 の海員
学校跡「ル・ポ ール粟
島」において、 入社５
年以内の組合員 を対象
にしたユニオン スクー
ル「フレッシュマンコー
ス」が四国各地 から集
まった受講生 名、本
部青年女性会議 役員及
び本部役員の総勢 名
で開催された。
スクールは青 年女性
会議役員による オリエ
ンテーションか ら始ま
り、受講生は「 労働組
合とは・ＪＲ四 国労組
22

べた。その 後、来賓か
ら挨拶を受 け、議事に
入った。
議事では 、執行部よ
り活動経過 報告、会計
報告、会計 監査報告が
行われ、平成 年度活
動方針案と 予算案が提
起され質疑に入った。
代議員か らは、要員
不足解消や 手当改善等
の労働条件 改善の取り
組み、安全 ・安定輸送
の取り組み 、組織や政
治共闘、新 幹線導入や
ローカル線 等の政策課
題の取り組 み等につい
て質問や意 見があり、
執行部の答 弁の後、全
体の拍手を もって採択
され、最後 に松下執行
委員長の団結ガンバロー
で終了した。
なお、役 員改選に伴
い新役員が選出された。
新三役は次のとおり。
本社支部第 回定 期
大会は、９月 日（水）
香 川県高松市「高松 東
急 ＲＥＩホテル」に お
い て、代議員、特別 代
議 員、来賓の出席の も
と盛大に開催された。
大会は 時 分から、
三 好副執行委員長の 開
会 挨拶で始まり、資 格
審 査委員長による大 会
成 立宣言の後、議長 に
財 務部分会の木村代 議
員が選出された。
林執行委員長は冒 頭
の 挨拶で、７月の九 州
北 部豪雨に対するボ ラ
ン ティアやカンパ等 の
取 り組み、安全の確 保
に 向けた取り組み、 組
織 の強化に向けた労 働
運 動の実践、労働環 境
改 善の取り組み、四 国
新 幹線をはじめとす る
政 策課題、結成 周 年
を 迎え労働組合の役 割
を 再認識することの 重
要 性等について考え を
述 べた後、来賓の挨 拶
を受けた。

ところ

執行委員長
松下 正弘
副執行委員長
野中 研吾
津野 一彦
書 記 長
武智 義治
書記次長
山本 鉄平

査委員 長による大会成
立宣言 の後、議長に高
松運転 所分会の松浦代
議員が選出された。
石野 執行委員長は冒
頭の挨拶 で、結成 周
年を迎え、安全・安定・
安心輸 送の確立、組織
の強化 、政策課題実現
の取り 組み、政治共闘
の取り 組み、男女平等
参画推 進等について考
えを述 べた。その後、
来賓か ら挨拶を受け、
議事に入った。
議事 では、執行部よ
り一般 経過報告、会計
報告、 会計監査報告、
決算承 認が行われ、平
成 年 度活動方針案と
予算案 が提起され質疑
に入った。
代議員からは、安全・
安定・ 安心輸送の取り
組み、 協定改正や賃
金をは じめとする総合
労働協 約の改訂の取り
組み、 労働環境改善の
取り組 み、男女平等参
画推進 の取り組み、組
織の強 化等について質
問や意 見があり、執行
部の答 弁の後、全体の
拍手をもって採択され、
最後に 、新たに選出さ
れた中 野執行委員長の
団結ガ ンバローで終了
した。
なお 、役員改選に伴
い新役員が選出された。
新三役は次のとおり。

１２月２日(土)

香 川 支 部
香川支部第 回定期
大会は、９月９日（土）
香川県宇多 津町「ホテ
ルアネシス 瀬戸大橋」
において、 代議員、特
別代議員、 傍聴者、来
賓の出席の もと盛大に
開催された。
大会は 時から、谷
川副執行委 員長の開会
挨拶で始ま り、資格審

22

31
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30

29

31

愛 媛 支 部

愛媛支部第 回定期
大会は、９月８日（金）
愛媛県松山市「 東京第
一ホテル松山」 におい
て、代議員、特 別代議
員、傍聴者、来 賓の出
席のもと盛大に 開催さ
れた。
大会は 時か ら、綾
田執行委員の開 会挨拶
で始まり、資格 審査委
員長による大会 成立宣
言の後、議長に 愛媛保
線分会の兵藤代 議員が
選出された。
松下執行委員 長は冒
頭の挨拶で、Ｊ Ｒ四国
労組結成 年を 迎え、
その間における 雇用の
安定に向けた取 り組み
や、結成理念を 継承し
た責任ある「労 使共同
宣言」の実践、 将来の
鉄道のあり方に ついて
の地域との議論 の必要
性、政治共闘の 取り組
み等について考 えを述
13

１３：４０集合

き

と
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