発 煙原因 につい て「過 給
定期大会以降の
経過について 器 の内部 部品が 破損し た
ことにより潤滑油が漏れ、
発 煙に至 ったも のと思 わ
安全・安定輸送に
れ る。製 造メー カーと 共
向けた取り組みに
に 実施し ている 調査結 果
ついて が 得られ 次第、 有効な 対
策 を実施 し、再 発防止 に
ＪＲ四国 労組は 、「安 努 める。 」とす るとと も
全 の確保は 、鉄道 事業者 に 、コン クリー ト片の 落
が 絶対に守 るべき 使命で 下 につい ては、 「被害 の
あ るととも に、す べてに 恐 れのあ る無対 策箇所 に
優 先する最 重要課 題であ つ いては 、剥落 防止対 策
る 」と認識 し、取 り組ん 工 を優先 するな かで、 検
でいます。
査 周期を 短縮し 、検査 精
そのよう な中、 昨年７ 度を向上させるとともに、
月 日、 土讃線讃 岐財田 そ の結果 を確実 に記録 す
駅 に入駅中 の普通 列車４ る 等、再 発防止 に向け 継
２ ３０Ｄに おいて 、床下 続 して取 り組む 。」と の
付 近から発 煙する という 考 え方を 示しま した。 こ
事 象が発生 しまし た。同 れ に対し 組合は 、さら な
列 車運転士 による 速やか る 安全性 の確保 に向け 、
な お客様の 避難誘 導と消 検 査方法 の見直 しやハ ー
火器による消火活動によっ ド 対策の 導入を 含めた 対
て 、幸いに も大事 には至 策の実施を訴えました。
り ませんで したが 、お客
また、予讃線や徳島線、
様 に多大な 不安を 与える 牟 岐線で は線路 内を支 障
と ともに、 過去に も高徳 し ていた 倒木が 相次ぎ 、
線 で２００ ０系車 両から
月 日に徳 島線阿波 半
白 煙が発生 してい ること 田 ～江口 駅間を 走行中 の
か ら、安全 運行に 対する ワ ンマン 列車が 倒木と 衝
信 頼を失墜 させか ねない 撃 し、２ 名のお 客様が 負
重 大な事象 と捉え 、会社 傷 すると いう事 故が発 生
に 原因究明 と再発 防止策 す るとと もに、 土讃線 等
を 明らかに するよ う緊急 に おいて も空転 ・滑走 事
の申し入れを行いました。 象 が多々 発生し ました 。
さら に８月 日に は、予 これらの事象についても、
讃 線伊予大 平～伊 予中山 早 急に抜 本的な 対策を 講
駅 間第６大 平高架 橋から じ るよう 申し入 れ、会 社
コ ンクリー ト片が 民家の と協議を行いました。
屋 根に落下 する事 故が発
生 したこと から、 速やか 労 働条件の維持・
に 原因究明 と再発 防止策
改善について
の 徹底を申 し入れ 協議し
ました。
１ 総合労働協約の
会社は、 讃岐財 田駅の
改訂等について
10

17

【メインスローガン】
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本部 は、第 １回業 務対
策委員 会にお いて、 基本
的な考 え方の 確認と 昨年
までの 未解決 事項を 中心
に、各 支部よ り提出 され
た要求 事項を 精査し 、昨
年８月 ９日、 「総合 労働
協約改 訂につ いて」 を申
し入れ るとと もに、 あわ
せて「平 成 年度準 組合
員（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
⑩ 技能手 当・職 務手
当の新 設及び 支払額 の改

善
⑪ Ｂ単 価、Ｃ単 価、
Ｆ単価の見直し
⑫ ＳＡ Ｓの検査 ・診
察・治療時等の対応拡充
⑬ 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
⑭ 制服 ・防寒着 等の
支給及び改善
⑮ 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
⑯ 準組 合員（契 約社
員）の賃金改善
⑰ 平成 年３月 末ま
で就 労した 客室乗務 員に
対する手当支給
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。あわせて、
「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、契約 社員
の基 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、 契約
社員 （月給 適用者） の一
部職 種（ワ ープ支 店等
（大 阪）） の基本賃 金の
改定 及びサ ポーター 社員
のう ち駅勤 務者等に 関す

る 適用ラン クの一 部改正
（ 適用ラン クアッ プ）を
行 う。」と の回答 があり
ました。
これに 対し組 合は、
「 エキスパ ート社 員及び
契 約社員の 職場で の任務
や 役割等は 非常に 大きく
な っており 、勤労 意欲向
上 のために も全般 的な賃
金 改善・処 遇制度 の確立
に 向けた取 り組み が重要
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４回 目の交
渉において、
① 社員 、エキ スパー
ト 社員及び 契約社 員の割
増 賃金にお けるＦ 単価を
１ 時間当た りの賃 金額に
１ ３６／１ ００を 乗じた
も の、また 、これ に伴い
割 増賃金に おける Ｇ単価
及 び特殊勤 務手当 の割増
に おける支 給割合 につい
て も同様 に改定 する。
（ 実施時期 は平成 年
月１日）
② 社員及びエキスパー
ト 社員の保 存休暇 の使用
事 由につ いて、 現行は
「 ３歳未満 の子を 養育す
る 場合」と してい るが、
そ の対象年 齢及び 用途を
「 小学校就 学の始 期に達
す るまでの 子の育 児を行
う 場合」 に拡充 する。
（ 実施時期 は平成 年
月１日）
③ 社員 、エキ スパー
ト 社員及び 契約社 員（子
が保育所に入れない等で、
当 該子が１ 歳６箇 月に達
す るまでの 育児休 職を再
申 請した者 に限る 。）に
つ いて、子 が１歳 ６箇月
に 達する時 点で保 育所に
入 れない等 により 、さら
に 育児休職 が必要 な場合
に は、当該 子が２ 歳に達
す るまでの 間、育 児休職
を 再度申請 できる ことと
す る。（実 施時期 は平成
年 月１日）
④ 社員及びエキスパー
ト 社員で輸 送指令 長に指
定 された者 に対す る職務
手 当を一律 １１， ０００
円 とする。 （実施 時期は
平成 年 月１日）
⑤ 平成 年３ 月末ま
で 客室乗務 員とし て勤務
し た者で、 ４月以 降社員
と して雇用 されな い者に

対して、 平成 年度夏 季
一時金相当額を支給する。
なお、４ 月以降 も当社 で
契約社員 として 雇用さ れ
た者には 平成 年度夏 季
一時金は支給しない。
以上５ 項目に ついて の
回答が示 されま した。 ま
た、交渉 中の次 の４項 目
について も、回 答があ り
ました。
① 契 約社員 の雇用 制
度等の一 部改正 （無期 雇
用契約へ の転換 に関す る
制度及び 無期雇 用契約 の
労働条件 等）（ 実施時 期
は平成 年 月１日）
② 社 員、エ キスパ ー
ト社員及 び契約 社員の 勤
務変更に 伴う取 扱いの 改
善（正規 の勤務 時間外 に
臨時に勤 務させ 、非番 を
与えた場 合の超 過勤務 手
当の支払 いにつ いては 、
代休の取扱いを準用）
（実施時 期は平成 年 ４
月１日）
③ サ ポータ ー社員 の
職務手当 の新設 （総合 又
は国内旅 行業務 取扱管 理
者に専任された者のうち、
特に指定 された 者に対 す
る職務手 当を新 設）（ 実
施時期は 平成 年 月 １
日）
④ エ キスパ ート社 員
及び契約 社員の 超過勤 務
手当（ Ｈ単価 ）の改 善
（超過勤 務時間 １時間 に
つきＨ単 価（１ ５０／ １
００）の 額の支 払いに 際
して基準 となる 時間外 労
働等の時 間（ 時間超 ）
について 、公休 日に臨 時
に勤務した時間を含める）
（実施時 期は平成 年 ４
月１日）
本部は これら の回答 に
対し、「 今回の 交渉で は
５項目の 改善（ ＋４項 目
の整理） が図ら れた。 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 並
びに手当 等待遇 の改善 を
図るべき である 。」と 主
張しま した。 さらに 、
「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。引き 続き、 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
29

29
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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
ました。
月 日の２回 目の交
渉に おいて 会社側 は、
「中 間決算 におけ る鉄道
運輸収入が対前年１０１．
４％ となっ たもの の、修
繕費 等も増 加した ことか
ら、 億円 の赤字 で対前
年並 みとな り、通 期の見
通し は１１ ７億円 の赤字
で、 対計画 を８億 円下回
るこ とを見 込んで いる。
また 、経常 利益の 通期の
見通 しは、 対計画 を３億
円上 回るも のの、 昨年に
引き 続き多 額の赤 字を見
込ん でおり 、当社 の経営
環境 は引き 続き厳 しい状
況であると認識している。
さら に、９ 月に襲 来した
台風 の応急 ・復旧 工事費
の影 響は大き く、 億円
とい う多額 の特別 損失を
計上 すると ともに 、当期
純利 益の通期 見通し は
億円 の赤字 を見込 んでい
る。 今後も 鉄道輸 送需要
の漸減傾向は避けられず、
当社 を取り 巻く経 営環境
は厳 しい状 況が続 くこと
が想 定され ること を踏ま
え、 慎重に 検討せ ざるを
得な いと考 えてい る。」
との 考え方 が示さ れまし
た。
こ れに対 し組合 は、
「鉄 道運輸 収入が 対前年
１億 円増の １２１ 億円と
なっ たが、 これは 要員が
２％ 減少す るなど 厳しい
状況 の中、 組合員 が輸送
量を 安定的 に維持 するた
め努 力した 結果で あるこ
とを評価すべきである。」
「台 風災害 はＪＲ 四国発
足以 来最大 の被害 となっ
たが 、異常 時での 輸送体
制の 維持、 被災地 の復旧
工事 への対 応は、 全組合
員が 総力を 挙げて 取り組
んだ結果である。よって、
組合 員の労 苦や底 力を正
当に 評価し 数値で 応える
べき である 。」「 過去に
～ 億 円の営業 外利益
を計 上した ときも 、組合
は無 理な手 当は要 求しな
かっ た。こ のため 、今回
億円の特 別損失 で減る
こと があれ ば、組 合員の
納得 は得ら れにく い。」
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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、「 超過勤 務手
当の改 善」及 び従来 から
強く求 めてき た「育 児に
関する 保存休 暇の取 扱い
の改善 」並び に「職 務手
当の改 善」等 につい て一
定の改 善が図 られた こと
から妥結しました。
なお 、契約 社員の 雇用
制度等 の一部 改正に 伴う
労働条 件の改 善につ いて
は、今 後、交 渉して いく
こととします。

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８ 号「平成 年 度年
末手当 の要求 」及び 申第
９号並 びに申第 号 「準
組合員 （エキ スパー ト社
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、
ＪＲ四 国労組は 「労
使共同 宣言」 の理念 に基
づいた 労使関 係を基 軸と
して、 日夜「 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。
４月か ら開催さ れた
「四国 デステ ィネー ショ
ンキャ ンペー ン」や 「四
国まん なか千 年もの がた
り」の 運行、 さらに はイ
ンバウ ンドも 好調に 推移
した結 果、中 間決算 にお
ける鉄 道運輸 収入は １２
１億円 を確保 し、３ 期連
続の増 収とな 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。
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、８ 月段階 におい て一
人平均 千円 の実績 をあ
げている。
軽油引 取税免税 措置
の延長 など、 あらゆ る政
策課題 解決に 向け組 織の
総力を 挙げ取 り組ん でい
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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 ２０１８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！

【サブスローガン】（案）
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「収入の確保についても、 年 ７月１日 より３ ヵ月
組合員 は主旨 を理解し 積 とし た新たな 協定を 締結
極的に 取り組 んでいる 点 しました。
を評価 すべき である。 あ
わせて 、新幹 線導入の 機 【平成 年６月 日締 結
運醸成 といっ た政策課 題 協定内容】
の解決 に向け ても取り 組
時間外労働時間数 の
みを展 開して いる点を 評
価すべ きであ る。」等 々 １日の限度の一部改正
１日
８時間
を強く 訴え、 精力的に 交
ただし、次に定める 日
渉を重ねました。
月 日 の交渉に おい 及び理由により勤務を 命
て、支 給月数 は基準内 賃 ずる場合に限り 時間
金の１． ヵ 月分、準 組
① 特別休日、調整 休
合員（ エキス パート社 員 日及び代休
及び契 約社員 ）の一時 金
② 乗務員勤務にお け
につい ても昨 年実績を 上
る
非番
回る回答がありました。
③ 非常災害以外で 、
組合 は持ち 帰り業務 対
策委員 会を開 催し、会 社 設備故障、旅客・列車 対
を取り 巻く状 況は、鉄 道 応等で早期の対応が必 要
運輸収 入が堅 調に推移 し な場合
ている とはい え、通期 に
乗務員勤務におけ る
おいて １００ 億円を超 え ２暦日にわたる臨時勤 務
る営業損 失、 億円の 経 及び連続乗務日数の限 度
常損失が見込まれている。
あわせ て、台 風災害に よ の新設
乗務員勤務における ２
る特別 損失を 計上する な
ど、依 然とし て厳しい 状 暦日にわたる臨時勤務 及
況にあ ること 。そのよ う び連続乗務日数の限度 は
な中、 安全・ 安定輸送 の 次のとおりとする。
確保及 び収入 の確保に 向
① ２暦日にわたる 臨
けた取 り組み や台風災 害 時勤務
からの 早期復 旧、並び に
１ヵ月を通じて
経費削 減施策 への協力 等
動
力
車
乗
務
員
２回
を最大 限考慮 した結果 、
列車乗務員
３回
昨年の年末手当（１． ヵ
② 連続乗務日数
月）を０ ． ヵ月上回 る
動力車乗務員 ６日
回答が あった こと等に つ
列車乗務員
９日
いて議論・検討した結果、
現時点 におい て会社と し
現 協 定 の取 扱 い と 新
て精一 杯の回 答である と 協定の締結について
判断し妥結しました。
平成 年２月 日締 結
の現在の 協定につい て
３ 職場環境改善に
ついて は、平成 年６月 日 を
職場 環境改 善に向け た もって労使合意の上で 解
取り組 みは極 めて重要 で 約することとし、平成
あると の認識 のもと、 現 年７月１日より上記の 改
行の労 使間ル ールを踏 ま 正内容を盛り込んだ新 た
えなが ら、「 明るく働 き な 協定を締結するこ と
がいの ある職 場づくり 」 とする。
に向け 取り組 んできま し
協定の有効期間
た。具 体的に は、定期 大
平成 年７月１日よ り
会以降 の支部 ・分会大 会
及び各 種集会 等で議論 さ ３ヵ月間とする。
れた職 場諸問 題及び福 利
そ の後、８ 月９日 、総
厚生に 関して ２８０項 目
を精査 し、解 決に向け た 合労 働協約改 訂要求 項目
取り組 みを行 ってきま し の一つ として「 条 協定
の一 部改正後 の状況 を明
た。
らか にすると ともに 、乗
務員 勤務にお ける臨 時勤
務の 限度等に ついて 改善
され たい」と 申し入 れま
した。
９月 日の 団体交 渉に
おいて 会社側よ り、「
協定 の一部改 正後の ７、
８月 の状況と しては 、乗
務員 勤務にお ける非 番日

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、
契約 社員（ 月給・日 給適
用者 ）の契 約基本賃 金の
見直 しにつ いて回答 があ
りました。
その内容は、
① 事務係・営業係の
日給適用者試用期間中
６，１００円
→６，３００円
月給適用者
試 用期間満 了時
１３６，９５０円
→１３９，５５０円
② 運転 係の日給 適用
者の 試用期 間中
８，２００円
→８，４００円
③ 構内 整備係の 日給
者
７，５００円
→７，７００円
あわ せて「 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Ａ・ Ｂ・
Ｃの 職種別 賃金につ いて
も、 月給者 の最低保 障額
１３ ０，０ ００円か ら１
４０ ，００ ０円への 改善
及び 時給者 全ての職 種と
エリア におい て改定（
円～ 円改 善）の回 答を
引き 出し妥 結しまし た。
（実施 日は平 成 年 月
１日以降）
ドリ ーム号乗 務にお
ける 賃金・ 手当の見 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「 ドリー ム号乗務 にお
ける賃金・手当の見直し」
につ いて提 案があり まし
た。 その内 容は、２ 人乗
務に おける 「便乗時 間」
及び 「深夜 乗務手当 」の
運用 の見直 しで、便 乗時
間の うち、 旅客扱い の補
助等 がある 時間以外 の時
間は 勤務時 間を半分 に換

算 （半減） する。 また深
夜 乗務手当 は実乗 務の時
間 について のみ支 払い対
象 とすると いうも のでし
た。
会社は提案理由として、
「 ドリーム 号は、 ジェッ
ト スター就 航の影 響等に
よ り利用者 が減少 し、全
体 の収支は 赤字と なって
い る。その 解消策 として
は 、①運行 の撤退 、②運
行 路線の統 合、③ 運行継
続 （ただし 、経費 削減し
て 路線維持 ）が考 えられ
る 。こうし た環境 ではあ
る が、職場 の確保 あるい
は 市場の情 勢変化 に対応
す る意味か らも、 当面は
収 支均衡を 目指し ながら
運 行したい と考え る。」
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」
「 今回の施 策によ る経費
節 減効果を 明らか にされ
た い」等の 解明要 求を申
し 入れ、交 渉を継 続しま
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．
４ ヵ月、支 払日は 月８
日 以降との 回答が ありま
した。あわせて会社より、
「 平成 年度上半 期にお
い て、基幹 事業部 門であ
る高速バスの運送収入は、
台 風による 運休が 前年対
比 約２倍で あった ことや
続 行便数の 減など の影響
が あり、対 前年比 ．１
％ となりま した。 ローカ
ルは路線の削減もあり ．
５ ％、貸切 は上半 期末ま
で の営業で あった ことも
あ り ． ９％と各 運送収
入 はいずれ も対前 年減少
となりました。その結果、
平 成 年 度の通期 見通し
で は、対前 期比較 で売上
高 ％、 経常利益 ％、
当 期純利益 ％と いずれ
も 前期を大 きく下 回る見
込 みであり ます。 下半期
以 降のバス 事業を 取り巻
く 経営環境 は、諸 々の不
安 定な要素 が懸念 され、
間 接部門の 業務運 営の効
率 化や運行 部門と 販売部
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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 りに早 期に取 り
組む必要 性がよ り高ま っ
ています 。今後 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よう、
貴組合の 理解と 協力を 強
く期待し 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
一義に、 効率化 施策等 経
営基盤確 立に向 け取り 組
んできた 組合員 の努力 と
組合の主 張を最 大限考 慮
するとと もに、 現在の 経
営状況を 踏まえ た精一 杯
の回答で あると 判断し 妥
結しました。
職場環境 改善の取 り
組みについて
本部は 「明る く働き が
いのある 職場づ くり」 の
観点から 、安全 ・事故 防
止、ダイ ヤ改正 等の職 場
諸問題解決に向け、大会・
集会等で 出され た問題 点
や、各分 会の代 表者が 出
席する業 務委員 会で議 論
し、団体 交渉等 あらゆ る
場を通じ て解決 を図っ て
きました。

「一企業一組合」に
向けた取り組みに
ついて

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。
組織の現状
ＪＲ 四国労 組の組 織率
は、Ｊ Ｒ四国で は ．７
％、ジ ェイア ール四 国バ
スでは ．６ ％、全 体で
． ２％であ り、責 任組
合として当面の目標であっ
た組織 率 ％ 台を維 持し
ています。
組織拡大について
昨年 の定期 大会以 降、
ＪＲ四 国では 契約社 員か
ら社員 へ登用 された ７名
及び中 途採用 者２名 の加
入がありました。
また 、契約 社員は 、Ｊ
Ｒ四国 及びジ ェイア ール
四国バ スにお いて新 規採
用者を 中心に 組織拡 大を
図りました。

(1)

93

90

98

92

３ ＪＲ四国労組退職者
連絡会について
ＪＲ 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１ 回連絡 会幹事 会を
開催し 、一年 間の活 動方
針と組 織運営 につい て意
思統一を図りました。

２ 民主化闘争への
取り組みについて
ＪＲ 連合は 、鉄道 とい
う基幹 インフ ラ産業 に革
マル派 などの 過激派 が影
響力を 行使す ること は、
安全・ 安定輸 送を提 供す
る観点 からも 絶対に 放置
してお くこと のでき ない
問題で あると の認識 に立
ち「民 主化闘 争」に 取り
組んできました。
昨年 、ジェ イアー ル・
イース トユニ オン（ ＪＲ
Ｅユニ オン） はＪＲ 連合
執行委 員会に おいて 正式
加盟が 承認さ れ、新 たに
東日本 の地に ＪＲ連 合加
盟単組が加わりました。
一方、ＪＲ四国労組は、
４月に 北海道 におい てＪ
Ｒ連合 青年・ 女性委 員会
の仲間 ととも にビラ 配布
行動に参加するとともに、
５月に は高松 市にお いて
ＪＲＥ ユニオ ンと意 見交
換会を 開催す るなど 、民
主化支 援単組 として 民主
化完遂 に向け た支援 行動
を展開してきました。
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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 働くす べての 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。さらに、
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 、

10

に ８時間を 超える 時間外
労働 は全て 時間 以内で
あ り、乗務 員勤務 におけ
る ２暦日に わたる 臨時勤
務回数は、動力車乗務員、
列車 乗務員と も平成 年
３ 、４月実 績と比 べ少な
く なってい る。ま た、乗
務 員勤務に おける 連続乗
務 は、動力 車乗務 員の最
大 では６日 （同実 績比
０ 日）、列 車乗務 員の最
大 では９日 （同実 績比△
５ 日）とな ったも のの、
乗 務員勤務 におけ る臨時
勤 務の限度 等は、 各職場
に おける実 情を踏 まえて
検 討する必 要があ ると考
え ており、 現時点 では改
正 する考え はない 。」と
考え方が示されました。
これに対 し組合 は「連
続 乗務日数 の限度 を定め
て いるが、 休日に 業務研
究 会等の乗 務では ない勤
務 に従事す ると連 続勤務
日 数が長く なると いう問
題 点があり 、『連 続乗務
日数』を『連続勤務日数』
に 変更すべ きであ る。ま
た 、各種行 事の日 程の変
更 や訓練・ 検査の 頻度を
増 やす等、 全社的 な対応
に ついて具 体的な 対策が
回 答として 示され なけれ
ば 、次回の 協定を 締結す
る ことはで きない 。」と
強く主張しました。
組合の主 張に対 し会社
側 は「貴側 が求め ている
『 連続勤務 日数』 とした
場 合、動力 車乗務 員が６
日 を超過す るのは 、『３
日乗務＋休日＋３日乗務』
の 休日に業 務研究 会や安
全 衛生委員 会等の 勤務に
従 事させる と７日 連続勤
務 となるた めであ る。比
較 的小規模 の職場 では、
操 配のため 休日に 従事す
る 場合があ ること から、
連 続勤務日 数の上 限につ
い ては、動 力車乗 務員は
７ 日、列車 乗務員 は９日
にしたいと考えている。」
と し、引き 続き交 渉を重
ねることを確認しました。
９ 月 日 の団体 交渉に
お いて、会 社側か ら回答
及 び協定の 一部改 正が次
の とおり提 案され 議論し
ました。

り 抑 制 す る 観 点 か ら以 区所の 状況を 把握し て取
下の取り組みを実施する。 り扱い を統一 する。 協定
① 訓 練 、 業 研 、 運 が締結 できれ ば、事 務連
転適性検査等は、乗務前 絡を発 出する ほか、 取り
扱いについて解説したリー
後で参加できるよう必要 フレッ トを作 成し管 理者
に応じて期間を延長する に周知 を図る ことを 考え
こととする。
ている 。さら に来年 度に
② 区所毎に勤務の取 ついて は、採 用数の 拡大
扱いに差がある勉強会は、 を図る ととも に、運 転士
内容を踏まえて取扱いを 登用を 前提と した契 約社
統一するとともに、乗務 員車掌 につい ても適 性を
前後で参加できるよう実 判断し 、採用 数の拡 大を
施方法を見直すこととす 図り、 要員不 足の解 消に
努めて いきた いと考 えて
る。
いる。 」等の 考え方 が示
③ 安全衛生委員会の
さ
れました。
開催にあたっては、委員
これ に対し 組合よ り、
に指定されている乗務員 「 協定に基 づく勤 務の
が休日等の場合は、要件 取り扱 いにつ いて、 各現
である衛生管理者１名以 場の管 理者が しっか りと
上の参加を確保の上で、 チェッ クする よう指 導す
代理者の指定を行うこと ること 。また 、勤務 免除
の取り 扱い等 につい ても
とする。
④ 四大祭り、ふれあ 分かり やすく 現場に 周知
い祭り等の準備、運営に するこ と。さ らには 将来
ついては、本社等からの 的には 連続勤 務日数 等の
ただし 書きを 削除す るよ
助勢や必要な予算措置等 う前向 きに検 討すべ きで
を行い、休日等への勤務 ある。 」等、 協議を 行い
指定を減少させることと ました。
する。
交渉 終了後 業務対 策委
員会を 開催し 、組合 員か
【平成 年９月 日協 ら強い 要望の あった 「連
続勤務 日数の 限度」 を新
定一部改正内容】
設でき たこと 及び連 続勤
時 間 外労 働 時 間数 の 務日数 を抑制 するた めの
１日の限度の一部改正
具体的 な対策 が示さ れた
時間外労働時間数の１ ことから 、現行 の 協定
に一定 の改善 が図ら れた
日の限度（８時間又は
時間）の適用においては、 と判断 すると ともに 、あ
乗務員の指定した行路に わせて 、その 運用状 況を
列車遅延が発生した場合 チェッ クする ことを 確認
でやむを得ないとき、そ し妥結しました。
また、 平成 年１ 月よ
の遅延時間を除くことと
り３ヵ 月の協 定につ いて
する。
は、 月 日 に申第 号
乗 務 員勤 務 に おけ る として 「協定 一部改 正後
連続乗務日数の限度の一 の状況 及び今 後の会 社の
考え方 につい て明ら かに
部改正
乗務員勤務における連 された い」と 申し入 れ、
月 日に 団体交渉 を行
続乗務日数の限度につい
いました。
ては、「連続乗務」を
会社 側の回 答では 、
「連続勤務」に改正して 「協定 改正後 の違反 が発
適用することとする。な 生して いない こと。 超過
お、限度日数は動力車乗 勤務等 整理簿 の見直 し、
務員を７日、列車乗務員 勤怠管 理シス テム導 入の
検討及び 協 定を解 説し
を９日とする。
ただし、動力車乗務員 たリー フレッ トの活 用を
の連続乗務については、 図る」等 、 協定違 反を
防止す るため の会社 側の
６日を限度とする。
取り組みが示されました。
協定の有効期間
これを 受け組 合は業 務対
平 成 年 月 １ 日 よ 策委員 会で議 論し、 引き
続き協 定を３ ヵ月更 新す
り３ヵ月間とする。
ること を確認 し妥結 しま
回答及 び一部 改正提 案 した。
内容について会社側より、
「 業務研 究会や 勉強会 等 ５ ジェイアール四国
バスの労働条件改善等
に ついて は、主 管部が 各
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【回答】
改正にあたっては、平
成 年３月予定の当直シ
ステムの改修によって
協定違反の防止を図ると
ともに、乗務員勤務にお
ける連続勤務を可能な限
30
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26

17

19

４ 会社施策等への
対応について
「 協定」違反について
昨年４ 月 日 に「 協
定」違 反につ いて説明 を
受けて 以降、 原因と対 策
等につ いて団 体交渉を 重
ね、６月 日 、次の一 部
改正内 容を盛 り込み平 成
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また、 月 日から
議の 情報をタ イムリ ーに 員会 平成 年 月 日
日にか けて開 催された 、 発信しました。
（水） 本部１階会議室
ＪＲ連 合退職 者連絡 会
レク レーショ ン活動 ・営 業部会第 回 定期委
「全国 会長会 議」に参 加
員会 平成 年１ 月 日
し、連 絡会運 動の強化 に にお いては、 組合活 動参 （金） 本部１階会議室
加の 入り口と して、 青年
向けて 意思統 一を図り ま 女性 組合員に 興味・ 関心 ・関 連部会第 回 定期委
した。
員会 平成 年１ 月 日
を持 ってもら うこと を念 （水） 本部１階会議室
頭に置 き、 月 日から
青年女性会議の
日 に「アク ティブ ユー
育成・強化の
ス２ ０１７」 を青年 女性 政策・調査活動の
取り組みについて
取り組みについて 会議自らが企画・開催し、
青年 女性組合 員同士 の交
１ 政策課題の
本部 青年女 性会議は 、 流拡大に努めました。
解決に向けて
昨年７月 日 に香川県 宇
ＪＲ 連合青年 ・女性
多津町 「ホテ ルアネシ ス
Ｊ Ｒ四国の 経営安定
瀬戸大 橋」に おいて「 新 委員 会に本部 青年女 性会 化 に向けた 取り組 みにつ
化 ～ 未来に 繋げる夢 へ 議議 長が幹事 として 参画 いて
の挑戦 ～」を スローガ ン する とともに 、ＪＲ 連合
Ｊ Ｒ連合は 、平成 年
に掲げ、 第 回定期委 員 が主 催する単 組女性 代表
者会 議、女性 役員意 見交 ９ 月に「Ｊ Ｒに関 わる中
会を開催しました。
長 期政策課 題プロ ジェク
委員 会では 「安全へ の 換会 や役員研 修会等 に積 ト チーム」 を結成 し、平
取り組 み」「 職場環境 の 極的に参加しました。
成 年度ま でに「 三島・
改善」 「民主 化闘争及 び
貨物 経営 安定化 ＰＴ」
組織課 題」「 女性活躍 推 男女平等参画推進の
取り組みについて 「 貨物鉄道 モーダ ルシフ
進への 取り組 み」など に
ト ＰＴ」「 鉄道特 性活性
ついて 議論し 、活動方 針
化ＰＴ」の３つのプロジェ
Ｊ Ｒ四国労 組は、 男女 ク トチーム を設定 し、国
が採択 される とともに 新
たな体制を確立しました。 平等 参画推進 に向け 「男 交 省やＪＲ 各社等 関係団
また 、各支 部におい て 女平 等参画推 進委員 会」 体 との連携 を強化 しなが
も、９月 日 の愛媛支 部 を設 置し、毎 年委員 会を ら 、中長期 的視点 に立っ
青年女 性会議 定期委員 会 開催 するなど 取り組 んで た 政策の立 案を推 進して
を皮切 りに、 ６支部に お きました。
き ました。 ＪＲ四 国労組
いて定期委員会を開催し、 具 体的には 、本年 １月 も 当該ＰＴ に参加 し、Ｊ
新たな 体制を 確立しま し ６日 に「第１ 回男女 平等 Ｒ 四国の経 営安定 化に向
参画 推進委員 会」を 開催
た。
け
取
り
組んできました。
さら に、Ｊ Ｒ四国労 組 し、 男女平等 参画を 推進
Ｊ Ｒ二島・ 貨物会社
の次代 を担う 青年女性 組 する上での問題点の抽出、
合員の 育成を 図るため 、 総合 労働協約 改訂へ の反 に係る税制支援策の延長・
ユニオ ンスク ールに参 画 映及 び「ＪＲ 連合第 ３次 恒 久化に向 けた取 り組み
すると ともに 、組織力 の 男女 平等参画 推進計 画」 について
今年度末 で期限 切れを
向上を 図るた め各種レ ク の達 成に向け た課題 等の
レーシ ョンを 開催する な 解決 に向けて 議論を 行い 迎 えるＪＲ 各社の 軽油引
取 税を減免 する措 置につ
ど、青年女性会議の育成・ ました。
い ては、３ 年ごと に繰り
強化に 積極的 に取り組 ん
返し延長されてきました。
部会活動の
できました。
具体 的な取 り組みは 以
取り組みについて ま た、ＪＲ 二島・ 貨物会
社 の経営支 援策の 柱であ
下のとおりです。
昨年 ８月 日に「 部会 る 固定資産 税等を 減免す
各支部 青年女性 会議
る特 例措 置、い わゆる
との意 志疎通 、連携強 化 三役 会議」を 開催し 、一 「 二島・承 継特例 」は、
を図る ことを 目的に、 本 年間 の取り組 みの総 括及 Ｊ Ｒが発足 してか らこれ
部青年 女性会 議常任委 員 び部 会活動の 充実を 目指 ま で、ＪＲ 連合の 精力的
会や本 部青年 女性会議 拡 して 部会任務 の明確 化に な 取り組み もあっ て、平
大常任 委員会 を開催し ま 向け た意思統 一を行 いま 成 ９年度以 降５年 ごとに
した。
した。
ま た、業職 種別専 門部 繰 り返し延 長され てきま
青年女 性組合員 等を 会の 「答申」 作業や 検証 した。
ＪＲ連合 は、こ れら税
対象としたユニオンスクー 作業 は、年間 を通し ての
ル「フ レッシ ュマンコ ー 活動 と位置づ け、本 部執 制 支援策の 延長・ 恒久化
ス」「 レベル アップコ ー 行委 員会と各 部会が より に 向け「Ｊ Ｒ連合 国会議
ス」に 参画し 、ＪＲ四 国 連携 した取り 組みを 行う 員懇 談会」や 「 世紀の
労組の 次代を 担う役員 の こと を確認し 、経営 協議 鉄 道を考え る議員 フォー
育成に取り組むとともに、 会で の議論を 視野に 入れ ラ ム」にお いて関 係する
支部青 年女性 会議主催 の た取 り組みを 進めて きま 国 会議員に 対して 要請行
動を精力的に行いました。
学習会 や常任 委員会に も した。
積極的に参加しました。
な お、各部 会定期 委員 ま た、総務 大臣・ 国土交
青年女 性会議情 報誌 会の 開催日は 次のと おり 通 大臣への 要請を 行いま
した。
「＋α（プラスアルファ）」 です。
一方、Ｊ Ｒ四国 労組は
の充実 を図る とともに 、 ・工務 部会第 回定 期委 「 四国の鉄 道を考 える国
ＪＲ四 国労組 ホームペ ー 員会 平成 年 月 日 会議 員連絡会 」を昨 年
ジに掲 載し、 青年女性 会 （日） 本部１階会議室 月 日に開 催し、 四国選
・運転 部会第 回定 期委
32

29

24

性が 求めら れる情報 につ
教育・広報活動の
取り組みについて いて「ＪＲ四国労組ニュー
ス」を 回発行しました。
１ 教育活動について
ジ ェイアー ル四国
教育担 当者会議 につ バス との団 体交渉等 の情
報に ついて 「自動車 支部
いて
昨年８ 月 日に教 育担 ニュ ース」 を７回発 行し
当者会 議を開 催し、 平成 ました。
年 度の大会 方針に 基づ
Ｊ Ｒ四国労 組ホー
いた具 体的な 教育活 動実 ムペ ージに 「ＪＲ四 国労
施計画等を決定しました。 組新 聞」「 ＪＲ四国 労組
ユニオンスクール
ニュ ース」 及び「自 動車
「フレッシュマンコース」 支 部 ニ ュ ー ス 」 「 ＋ α
９月 日か ら 日 にか （プ ラスア ルファ） 」の
けて、香川県三豊市「ル・ 情報 を公開 するなど 、迅
ポール 粟島」 におい て入 速な更新に努めました。
社５年 以内の 組合員 を対
Ｊ Ｒ連合新 聞に記
象とし た「フ レッシ ュマ 事を 投稿す るととも に、
ンコース 」を 名参 加の ＪＲ 連合機 関紙「て るみ
もと開催しました。
に」 の取材 に協力し まし
四国 各地よ り集ま った た。
受講生 は、本 部役員 等の
「 旬刊ＡＣ ＣＥＳ
講義に 熱心に 耳を傾 け、
「労働組合の基本的認識・ Ｓ」 等の配 布を行い 情報
ＪＲ四国労組の取り組み」 の共有化を図りました。
「組合 と共済 ・労金 活動
の関わ り」「 ＪＲ四 国労 ボランティア活動の
取り組みについて
組の歴 史」「 政策課 題解
決に向 けた取 り組み 」等
Ｊ Ｒ連合 は、労働 組合
につい て、労 働組合 の基
礎知識 や組合 との関 わり の社 会的な 役割に鑑 み、
方を学 ぶとと もに、 職場 ボラ ンティ ア活動を 重要
を超え て仲間 意識を 深め な活 動のひ とつに位 置付
ること の重要 性を学 びま けて 取り組 んでいま す。
昨年９ 月 日から 日に
した。
かけ て、山 梨県早川 町に
ユニオンスクール
おい て地域 活性化ボ ラン
「レベルアップコース」 ティ ア活動 を開催し 、Ｊ
月 日 に、本部 ３階 Ｒ四 国労組 からは２ 名が
会議室 におい て本部 ・支 参加しました。
部・分 会青年 女性会 議役
また 、 月 日 にはオ
員を対 象とし た「レ ベル イス カ四国 支部が主 催す
アップコ ース」 を 名参 る除草 作業に 名が 参加
加のもと開催しました。
し
ました。
日頃 、組合 活動に 取り
さ らに、 青年女性 会議
組んで いる青 年女性 会議 を中 心とし た「鉄道 版交
役員を 招集し たスク ール 通安 全教室 」を実施 する
では、 「労働 組合の 目的 とと もに、 全組合員 が参
と機能 」「世 話役活 動の 加で きるボ ランティ ア活
重要性」 「労働 協約や
動と して空 き缶のプ ルタ
協定等 の労使 間ルー ル」 ブ回収も実施しました。
「ＪＲ 四国労 組の歴 史」
「分会 組織の 活性化 」の
必要性 や取り 組み方 につ 政治・共闘の
取り組みについて
いて学 び、次 代を担 う組
合員の レベル アップ を図
りました。

合 わせて、 定数４ ６５議 動や、「連合愛のカンパ」 分会に おける サーク ル活
席 の３分の ２（３ １０） など、多 くの連 合運動 に 動や「 四国再 発見」 を中
を 確保し自 公政権 継続と 参画し運 動を展 開して き 心とし たレク レーシ ョン
ました。
なりました。
活動も 活発に 開催さ れ、
また、 四国交 運労協 へ 各種行 事の報 告を「 ＪＲ
なお、Ｊ Ｒ四国 労組推
薦 候補者は ８名中 ４名が の取り組 みは、昨 年 月 四国労 組新聞 」に掲 載し
に 香 川 県 で 開 催 さ れ た ました。
当選しました。
【香川県協推薦候補者】 「第 回定期総 会」に 参
・小川 淳也（香川１区、 加し、運 動の中 心とな っ 福祉・共済事業活動の
希望の党）当選（比例） て支えな がら、 私たち の
取り組みについて
・玉木雄一郎（香川２区、 抱える総 合交通 政策の 課
題解決に 向け様 々な要 請
希望の党）当選
組合 員とそ の家族 の暮
・藤田 伸二（香川３区、 行動等を展開しました。 らしを 守る福 祉事業 活動
社民党）落選
ＪＲ連合 四国地協 に の推進 には、 組合員 の理
【愛媛県協推薦候補者】 ついて
解と参 画意識 の高揚 が必
・富永 喜代（愛媛１区、 ＪＲ連 合四国 地協は 、 要です 。その ため、 ＪＲ
希望の党）落選
ＪＲ連合 の地方 機関と し 四国労 組の取 り組む 各種
・白石 洋一（愛媛３区、 て地方で の産別 及び単 組 共済に ついて 継続的 に周
希望の党）当選
との交流 と連帯 を深め 、 知活動を行ってきました。
【徳島県協推薦候補者】 組織の強 化に取 り組み ま
交運 共済活 動は、 共済
・仁木 博文（徳島１区、 した。
担当者 会議・ 分会長 会議
希望の党）落選
等への 出席な ど積極 的な
ＪＲ四国 グループ 労 活動を 推進し ました 。ま
【高知県協推薦候補者】
・大石
宗（高知１区、 働組合連合会について
た、ア フラッ ク「が ん保
月 日、 高松市に お 険」及 びＪＲ 連合「 長期
希望の党）落選
・広田
一（高知２区、 いて「第 回定 期大会 」 家族サ ポート 共済」 「Ｊ
を開催し 、新執 行体制 の Ｒ私傷 病共済 」等は 、適
無所属）当選
Ｊ Ｒ連合国 会議員懇 確立と一 年間の 活動方 針 宜、資 料送付 を行い 情報
を決定しました。
提供に努めました。
談会の活動について
四国再発 見の取り 組
ＪＲ連合 の抱え る政策
当面の活動方針
的 、組織的 課題の 解決に みについて
執行委員会見解を発し、 （案）について
向 けて「Ｊ Ｒ連合 国会議
員 懇談会」 を中心 に、課 組織を挙 げた増 収活動 へ
題 認識の共 有化を 図る等 の取り組 みを要 請して き ※「は じめに 」「私 たち
国 政への対 応を強 化して ました。
を取り巻く情勢」は省略
きました。
Ｊ Ｒ四国労 組「四国 レクレーション・
安全・安定輸送に
の 鉄道を考 える国 会議員 サークル活動について
向けた取り組みに
連絡会」の活動について
ついて
昨年８ 月 日 に「サ ー
ＪＲ四国 労組「 四国の
鉄 道を考え る国会 議員連 クル協議 会運営 委員会 」
ＪＲ 四国は、 平成 年
絡 会」は、 四国に おける を開催し 、平成 年度 の 度事業 計画に おいて 「安
総合交通体系の確立や様々 経過報告 と平成 年度 の 全・安 定輸送 の確保 に向
な 政策課題 の解決 を目指 行事予定について、確認・ けては 、安全 管理体 制を
し 、四国各 県を選 挙区と 検証を行 うとと もに、 本 有効に 機能さ せ、『 現場
す る国会議 員に賛 同いた 部主催行 事がよ り充実 し 力の向 上』『 現場第 一主
だ き活動を 展開し てきま た活動と なるよ う運営 方 義の徹 底』『 グルー プ一
し た。昨年 月 日には 法等につ いても 検討を 重 体とな った安 全文化 の確
Ｊ Ｒ四国の 現状と 今後の ねました 。また 、各級 機 立』を 重点項 目とし 輸送
課 題等につ いて意 思統一 関におい てもそ れぞれ の 品質の 向上を 図る」 とし
を 図るため に、第 回連 行事を開 催する ことを 確 ています。
認しました。
絡会を開催しました。
Ｊ
Ｒ 四国労 組も、 安全
今年度 の本部 主催行 事 の確
立 が全て に優先 する
Ｊ Ｒ四国労 組議員団
は
、
月
日
に
徳
島
県
上
会 議との連 携強化 につい 板町「御 所カン トリー ク こと、 尊い命 を預か る私
たちの 重大な 使命で ある
て
ラブ」に おいて「 第 回 ことを 認識し 、基本 動作
「 ２ ０ １ ７ 年 交 通 重 点 ゴルフ大 会」を組 合員
政 策」の課 題解決 のため 名参加の もと開 催し、 連 の意義 や必要 性の共 有化
に は、地域 と密接 に関わ 帯と親睦を深めました。 による 浸透・ 徹底に 向け
て取り 組むと とも に、
る 議員団会 員との 連携・
また、 月２ 日には 、
協 力が重要 である との認 香川県丸 亀市「 丸亀市 民 「ヒュ ーマン エラー は結
識 のもと、 連絡体 制を密 体育館」 におい て「第 ６ 果であ り原因 ではな い」
に 取り組み を強化 してき 回ドッジ ボール 大会」 を との理 念に基 づいて 取り
組みを 深度化 します 。そ
ました。
組合員１ ２６名 参加の も の上で 、人命 を預か る基
と開催し 、組織 強化に 努 幹交通 を担う ＪＲに 対す
２ 共闘関係について
めました。
社
会 の関心 度や厳 しい
なお、 行事終 了後速 や る点
連 合・交運 労協につ
視
を 認識し 、高い 規範
かに「レ ク・サ ークル だ 意
いて
識のもと「安全へのチェッ
今年度も連合四国ブロッ より」を発行しました。 ク機能 」をさ らに強 化す
また、 各県協 ・支部 ・ る運動を展開します。
ク が提唱す る会議 、諸行
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１ 政治関係について
第 回衆議院 議員選
挙の 取り組 み結果に つい
て
ＪＲ 四国労 組は、第
回衆 議院選 挙におけ る推
薦候 補者８ 名を決定 し、
全員 当選に 向けて各 県協
を中 心に総 力を挙げ て取
り組 みを展 開してき まし
た。
選 挙結果 は、野党 が大
きく 議席を 減らした こと
から 、自民 ・公明両 党が

(1)

(3)

(4)
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(3)
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16
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２ 広報活動について
昨年８ 月 日 に広
報担当 者会議 を開催 し、
新聞、 ニュー スの正 確な
情報伝 達につ いて確 認し
ました。
「Ｊ Ｒ四国労 組新
聞」を ７回発 行し、 情報
の提供 ・共有 化に努 めま
した。
団体 交渉等、 速報

23

16

出 の国会 議員に 対して 政
策 課題解 決に向 けた要 請
や意見交換を行いました。
これら の取り 組みの 結
果 、 月 日、 平成 年
度 の税制 改正案 「鉄軌 道
用 車両及 びＪＲ 貨物が コ
ン テナ貨 物の積 卸しの た
め に使用 する機 械の動 力
源 に供す る軽油 に係る 軽
油 引取税 の免税 措置を ３
年 延長」 が閣議 決定さ れ
ま した。 今後は 、関連 法
案 改正等 が着実 に実施 さ
れ るよう 動向に 注目し て
いきます。
鉄道の抜 本的高速 化
に 向けた 取り組 みにつ い
て
ＪＲ四 国労組 は、四 国
経 済の地 盤沈下 を防ぐ と
と もに、 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 の認識 に
た ち、高 速鉄道 導入に 向
け た機運 の醸成 を図る た
め 、「Ｊ Ｒ連合 政策シ ン
ポ ジウム 」や「 四国の 鉄
道 を考え る国会 議員連 絡
会 」開催 時等に 四国に お
け る高速 鉄道導 入の必 要
性を訴えてきました。
ジェイア ール四国 バ
ス におけ る課題 解決に つ
いて
国土交通 省は平 成 年
月に 「バス事 業のあ り
方 検討会 」を設 置し、 貸
切 バスの 安全性 向上に 向
け た施策 を中心 に検討 を
進 め、平成 年 ８月か ら
新 高速乗 合バス 制度が ス
タ ートし ました 。ＪＲ 連
合 自動車 連絡会 は、平 成
年９ 月に新制 度移行 三
年 後の実 態調査 を実施 す
る など、 バス事 業の安 全
性 向上に 向け取 り組ん で
きました。
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２ 調査活動の
充実強化に向けて
２０１ ７春季 生活改 善
闘 争及び 賃金到 達目標 へ
の達成等の検証をはじめ、
賃 金政策 議論に 反映す べ
く 、昨年 ９月に 全組合 員
を 対象と した「 ＪＲ連 合
第 回 賃金実態 調査」 に
各 級機関 の協力 のもと 取
り 組みま した。 （回収 者
数 １，８ ４１名 回収 率
％）
また、 連合関 係では 、
「 ２０１ ７年度 労働条 件
関 係等調 査」及 び「女 性
の 労働組 合活動 への参 画
に 関する 調査」 等、各 種
調査にも協力しました。
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２０１８春季生活闘争 ２ 連合の
取り組みについて
と労働条件改善の
２０ １８春季 生活闘
取り組みについて
争に 向けた基 本的な 考え
方
① 「底上げ・底支え」
「格 差是正」 の取り 組み
の継続
現 時点での 日本経 済の
先行 きは、緩 やかな 成長
が見 込まれて います が、
企業 収益が過 去最高 を記
録す る中、労 働分配 率は
低下 を続け、 実質賃 金も
横ば いとなっ ており 、個
人消 費につい ては若 干の
上向 き感は見 られる もの
の、 回復に向 けた勢 いは
みられません。
働 く者のモ チベー ショ
ンを 維持・向 上させ てい
くた めには、 「人へ の投
資」 が不可欠 であり 、す
べて の労使が 社会的 役割
と責 任を意識 して労 働諸
条件 の改善を 図るこ とが
必要 です。２ ０１８ 春季
生活 闘争にお いても 、月
例賃 金の引き 上げに こだ
わり 、賃金引 き上げ の流
れを 継続・定 着させ 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 「大手 追従・ 大手
準拠 などの構 造を転 換す
る運 動」の継 続的な 取り
組み
個 別賃金の 社会水 準確
保と 相場形 成に向 けて
「大 手追従・ 大手準 拠な
どの構造を転換する運動」
を今 後も継続 ・定着 させ
ると ともに、 さらに 前進
させていきます。
③ 「すべ ての労 働者
の立 場に立っ た働き 方」
実現への取り組み
企 業の存続 に不可 欠な
「人 材の確保 ・定着 」と
「人材育成」に向けては、
職場を熟知する労使によっ
て長 時間労働 の是正 をは
じめ とする働 き方を 見つ
め直 し、安全 で健康 で持
続可 能な職場 を構築 して
いく とともに 、正規 労働
者・ 非正規労 働者を 問わ
ず個 々人の状 況やニ ーズ
にあ った多様 な働き 方を
選択 できる仕 組みを 整え
ていくことも必要です。
具体的な要求
１ ２０１８春季生活
闘争を取り巻く
情勢について
私た ちを取 り巻く環 境
は、年 々経済 のグロー バ
ル化と ともに 、より一 層
不透明 さと厳 しさを増 す
ことが 想定さ れます。 そ
の中で 日銀は 、物価上 昇
率２％の目標達成時期を、
当初よ り１年 先送りし ２
０１９年頃としたものの、
同目標 を明確 に掲げ続 け
ていま す。ま た、一昨 年
９月に 「量よ りも金利 を
重視す る」政 策の枠組 み
に変更 して１ 年が経過 し
ました が、米 連邦準備 理
事会（ ＦＲＢ ）の量的 緩
和縮小 の決定 や欧州・ 中
国の動 向、北 朝鮮情勢 な
どの地 政学的 リスクが 懸
念され ており 予断を許 し
ません。
一方 、消費 者物価は 原
材料価 格の高 騰による 日
用品等 の値上 げや社会 保
険料率 の引き 上げ等に よ
り上昇 基調で 推移して い
ますが 、実質 賃金は減 少
してお り、Ｇ ＤＰの約 ６
割を占 める個 人消費が 依
然とし て伸び 悩んでい ま
す。実 質賃金 の減少要 因
として 、物価 動向のほ か
に雇用環境の変化があり、
労働力 不足が 社会問題 化
し雇用 情勢が 好転する 中
においても、結果として、
正社員 と比較 して賃金 が
低位に 置かれ ているパ ー
ト労働 者が増 加の一途 を
辿って おり、 非正規か ら
正規へ の雇用 転換の促 進
や非正 規労働 者の待遇 改
善を図 ってい く必要が あ
ります。
よっ て、企 業業績が 最
高水準 で推移 する中に お
いても 、多く の労働者 が
景気回 復を実 感できて お
らず、 そのこ とで個人 消
費も活 性化せ ず、日本 の
名目ＧＤ Ｐは約 年間 増
加して いない 状況を踏 ま
えると 、月例 賃金の向 上
をはじ めとし た諸労働 条
件の改 善が不 可欠とな り
ます。 ２０１ ８春季生 活
闘争に おいて も、この 間
の取り 組みを 参考にし つ
つ、ベ ースア ップを軸 と
する月 例賃金 引き上げ に
こだわ った闘 いを継続 的
に展開 し、着 実に前進 を
図る必要があります。
20

(1)

(2)

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１７２，５００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。
③ すべ ての労 働者の
立 場にたっ た「働 き方」
の見直し
労働者の 健康確 保の観
点 から、管 理監督 者、み
な し労働適 用者を 含むす
べ ての労働 者の実 労働時
間 を客観的 な方法 で把握
す る仕組み を導入 すると
と もに、年 次有給 休暇取
得 促進につ いては 、労働
基 準法改正 により 事業者
に 年休５日 の時季 指定権
が 義務化さ れるこ とを踏
ま え、年休 取得５ 日未満
を なくす取 り組み を推進
します。
④ ワー クルー ルの取
り組み
⑤ 男女平等の推進
女性活躍 推進法 、男女
雇用機会均等法等の定着・
点 検を行う ととも に、育
児 や介護と 仕事の 両立に
向 けた環境 整備に 取り組
みます。
⑥ 運動 の両輪 として
の 「政策・ 制度実 現の取
り組み」
すべての 働く者 の「底
上 げ・底支 え」「 格差是
正 」に向け て、政 策・制
度 実現の取 り組み を春季
生 活闘争に おける 労働諸
条 件改善の 取り組 みとと
も に運動の 両輪と して推
し進めます。
３ ＪＲ連合の
２０１８春季生活
闘争方針について
２０１８ 春季生 活闘争
は、ＪＲ関係労働者にとっ
て 相応しい 働き方 と５年
間 での到達 目標（ 雇用・
労働、賃金水準、ワーク・
ライフ・バランス、グルー
プ 企業の労 働条件 等）を
掲 げた「中 期労働 政策ビ
ジ ョン（２ ０１４ ～２０
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１ ８）」 に基づ く４年 目
の 闘いと なりま す。こ の
間 、同ビ ジョン で明示 し
た 到達目 標の達 成に向 け
て 、労働 協約改 訂交渉 や
春 闘交渉 等の協 議を積 み
上 げ、一 定の前 進を図 っ
てきました。
しかしながら、同ビジョ
ン は次年 度が最 終年度 と
な ること から、 ２０１ ８
春季生活闘争を「同ビジョ
ン の総仕 上げに 向けた 闘
い」と位置づけ、今一度、
同 ビジョ ンで掲 げた到 達
目標の達成状況を把握し、
す べての ＪＲ関 係労働 者
に とって 相応し い働き 方
の 実現と 有為な 人材の 確
保 ・定着 により 、ＪＲ グ
ループ全体の企業（採用）
競 争力を 高める 取り組 み
を 強化し なけれ ばなり ま
せん。
また、 「働き 方改革 関
連 法案」 等の労 働法制 の
動 向につ いても 注視し て
お く必要 があり ます。 同
法 案は、 今通常 国会で 法
案 提出・ 審議が 行われ る
予 定にな ってい ますが 、
施 行は早 くても ２０１ ９
年 以降で あり、 法改正 等
の 趣旨と 意義を 踏まえ 、
先 行的に 改善を 図って い
く必要があります。
以上の 認識に 基づき 、
労 働条件 を構成 するす べ
て の項目 を点検 し、改 善
を 図る「 総合生 活改善 闘
争」に徹底してこだわり、
継 続的か つ能動 的に取 り
組むこととします。
「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
ＪＲの責任産別として、
連 合の一 員とし ての役 割
を 果たす ととも に、す べ
て のＪＲ 関係労 働者の 労
働条件の向上を図るため、
雇 用の安 定を前 提に月 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 ２
０ １８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、 賃金項 目
全 般の引 き上げ を図り 、
「 中期労 働政策 ビジョ ン
（２０１４～２０１８）」
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
(1)

り組みを強化します。
② すべて 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 すべて の労働 条件
につい て検証 を行う とと
もに、 その改 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 働き
方改革 関連法 案や改 正労
働契約 法を踏 まえた 雇用
形態間の格差是正、均等・
均衡待 遇実現 の取り 組み
を強化 します 。あわ せて
未組織 労働者 の労働 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
ＪＲ 各社と 比べ低 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 現に向 けた
総掛か りの闘 いを展 開し
ます。 具体的 には、 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 配分
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ＪＲ グルー プ内
に波及 ・浸透 する取 り組
みを行 います 。さら には
協力会 社等も 含めて 同様
の取り 組みを 図り、 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、Ｊ Ｒグル ープ全 体の
発展、 企業（ 採用） 競争
力の強 化に繋 げてい く取
り組みを行います。
賃上げ要求について
① 賃上げ 要求の 基本
的な考え方
ア 各単 組は月 例賃
金を構 成する すべて の賃
金項目 を検証 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。
(2)

イ 賃 金カーブ 維持
相当 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、
賃金 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・均 衡待遇の 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（ ２０１４ ～２
０１ ８）」 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、
さら なる労 働条件の 向上
を目 指した 月例賃金 の一
層の引き上げを図ります。
ウ 各 社の業績 に基
づい た適正 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 、すべて 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 ループ労 組の
賃金 水準底 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 期昇給は 労使
間で 協定化 されてい るこ
とか ら、年 度初にお ける
完全 実施（ 賃金カー ブ維
持相当分）を求めます。
イ Ｊ Ｒ各単組 は月
例賃 金総額 ６，００ ０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 引き上 げ要求
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。その際、
各単組はワーク・ライフ・
バ ランスの 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
１ ００％） 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， ０００
円」の実現を目指します。
② 正社 員との 均等・
均 衡待遇の 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
を確保した上で「底上げ・
底 支え」「 格差是 正」に
取り組みます。
③ 時給 引き上 げにつ
いては、正社員との均等・
均 衡待遇の 観点から 、
円を目安に求めます。
④ 「都 道府県 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・ 均衡待
遇 の観点か ら改善 を求め
ます。
(3)

(4)
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⑥ そ の他労 働条件 の
改善に向けて要求します。
総 合 生活 改 善 （ ワ ー
ク・ライ フ・バ ランス の
実現）及 び制度 ・政策 要
求
① 総 実労働 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 次有給 休暇の 取
得率の向上
③ 仕 事と育 児・介 護
の両立に向けた制度改善
④ 次 世代育 成支援 対
策推進法 に基づ く取り 組
みの推進
⑤ 治 療と仕 事両立 支
援に関する取り組み
⑥ 高 年齢者 雇用に 関
する取り組み
⑦ 職 場にお ける男 女
平等の促進
⑧ 雇 用形態 間にお け
る均等・ 均衡待 遇実現 に
向けた取り組み
⑨ ワ ークル ールの 取
り組み

案」等の動向を見据えて、
休日増 を含む 時短や 適正
な労働 時間管 理、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。
② 労働条 件の点 検と
積極果敢な労使交渉
具体 的な取 り組み にあ
たって は、連 合方針 であ
る「大 手追従 ・大手 準拠
などの 構造を 転換す る運
動の継 続・定 着・前 進」
を念頭 に置い て、加 盟す
る各単 組が主 体的に 自ら
の労働 条件を 点検し 、要
求を掲 げて積 極果敢 に労
使交渉 を展開 する運 動を
継続します。また、グルー
プ会社 におけ る労働 条件
の「底 上げ・ 底支 え」
「格差 是正」 を図る とと
もに、 安全の 確立と 安定
した事 業運営 を通じ た収
益の確 保がＪ Ｒグル ープ
のさら なる信 頼性向 上に
繋がる との立 場から 、よ
り一層 の安全 や技術 レベ
ルの向 上はも とより 、労
働条件 の向上 や人材 育成
を図るための原資の創出・
獲得を 目指し ます。 さら
に、自 らが生 み出し た付
加価値 増加分 の適正 な配
分が労 働者に 行き渡 るよ
うにす るため にも、 ＪＲ
各社と の受委 託契約 にお
ける、 契約単 価の見 直し
等をは じめと する「 人へ
の投資 」を積 極的に 求め
ます。
賃上げ要求について
すべ てのグ ループ 労組
は、連 合方針 の「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（ ２０
１４～ ２０１ ８）」 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 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（２ ０１
４～２ ０１８ ）」で 掲げ

(2)

(5)

４ グループ労組の
２０１８春季生活
闘争方針
基本的な考え方
① 目 標賃金 への到 達
及び人材の確保と育成
ＪＲ連 合は、 ４年目 の
取り組み となる 「中期 労
働政策ビ ジョン （２０ １
４～２０ １８） 」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、
労働条件の向上に向けて、
グループ 単組 とＪＲ 各
単組が一 丸とな って闘 う
２０１８ 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 有
為な人材 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 社のさ ら
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２ ０１８ 春
季生活闘争を展開します。
そして 、ＪＲ 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、「賃金の維持・
向上」「 総合生 活改善 に
向けた 労働条 件向上 」
「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ます。
また、 通年課 題であ る
「定期昇 給制度 の確立 と
適正運用 」や「 労働協 約
締結」を 実現す るとと も
に、「働 き方改 革関連 法

40

(1)
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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 ２０１８ 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 連合に 結集する 加
盟全単 組が一 丸となっ た
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「 ６，００ ０
円以上 」の引 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 ，５００ 円
(3)

を定 期昇給相 当分、 ３，
００ ０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、
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
賃 金以外の 労働条 件に
ついては「総合生活改善」
の取 り組みと して、 ＪＲ
各単 組と同様 のテー マを
掲げ て取り組 みます 。な
お、 罰則付き 時間外 労働
の上 限規制の 適用猶 予と
なっ ている業 種につ いて
は、 一般側に 近づけ るた
めの 取り組み を展開 しま
す。
要求策定にあたっては、
グル ープ各単 組の置 かれ
てい る状況に 応じた 目標
を各 々で設定 し、実 現を
図っていくこととします。
非正 規労働者 の処遇
改善に向けた取り組み
グ ループ会 社でも 多く
の非 正規労働 者が働 いて
いる 現状を踏 まえ、 適正
な処 遇の実現 に向け て、
ＪＲ 各単組と 同様の テー
マを掲げて取り組みます。
とり わけ、改 正労働 契約
法における「無期転換ルー
ル」 の適用や 「同一 労働
同一 賃金」の 実現に 向け
た法 改正、地 域別最 低賃
金の 引き上げ などを 視野
に入 れ、均等 ・均衡 待遇
の実 現に向け た取り 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 、Ｊ
Ｒグ ループ全 体で生 み出
した 付加価値 の適正 な配
分に 繋がる公 正な取 引関
係を 実現させ る取り 組み
を継続します。とりわけ、
すべ てのＪＲ 関係企 業に
おけ る安全の 確立と 安定
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
31
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へ の投資」 を積極 的に求
めていきます。

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 が設定 した第 １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。
13

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
に向けて取り組みます。
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７ 会社施策の対応に
ついて
会社は平成 年度を
「中期 経営計 画『Ｒ ｅｇ
ｅｎｅｒ ａｔｉｏｎ ２
０２０ ２ｎｄ Ｓｔ ａｇ
ｅ』（ ２０１ ７～２ ０２
０）の スター トの年 度と
して『安全・安心の確保』
『収益 の拡大 』『支 援措
置等を 活用し た設備 投資
等の着 実な実 施』を 重要
な３本柱として取り組み、
安全・ 安定輸 送の確 保に
向けて は、安 全管理 体制
を有効 に機能 させ『 現場
力の向 上』『 現場第 一主
義の徹 底』『 グルー プ一
体とな った安 全文化 の確
立』を 重点項 目とし 、輸
送品質 の向上 を図る 」と
しています。
ＪＲ 四国労 組も、 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。

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。

期末 手当が 住宅ロー ンや 取り組みます。
教育 費など 、生活費 に占
める 割合は 非常に大 きく 「一企業一組合」
なっています。
組織の充実・強化
よって、日々の「安全・
の取り組みについて
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 みについ て
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。
Ｊ Ｒ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
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。
２０ １８春季 生活闘
争の取り組みについて
２ ０１８ 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

２ 組織の充実・強化の
取り組みについて
組 合員に 対し、 あるべ
き 労働組合 像に基 づいた
組 織運営等 を継承 するた
め に、以下 、具体 的取り
組み を行います 。
組 織対策委 員会の活
用
本 部組織 対策委 員会を
適 時開催し 、目的 達成に
向 けた具体 的取り 組みを
検 討すると ともに 、あら
ゆ る機会を 活用し 情報収
集 ・分析・ 検討を 重ね、
各 級機関で の合意 形成を
図り ます。
拡 大分会長 会議（春
闘討論集会）の開催
２ 月下旬 から３ 月中旬
を 目処に各 県協に おいて
開 催し、２ ０１８ 春闘を
は じめとす る当面 する取
り 組みにつ いて意 思統一
を図 ります。
職 場対話行 動及び地
区集会の開催
本 部・支 部・分 会の連
携 強化によ り、各 職場に
お ける問題 点の把 握、さ
ら には当面 する諸 課題に
つ いて地区 集会等 で討論
を 行い合意 形成に 努めま
す。
出向組合員への対応
各 支部主 催によ る出向
組 合員対話 集会を より充
実し たものとし ます。

未加入者 及びエキ ス
パート社 員、契 約社員 の
組織化に 向けた 取り組 み
について
未加入 者に対し てもき
め細やか な対応を 行い、
加入促進 を図るこ ととし
ます。
準組合 員対話集 会の充
実と、日 常的な世 話役活
動に重点 を置き、 契約社
員の組織 拡大に取 り組み
ます。
エキス パート組 合員の
拡大状況 にあわせ て、エ
キスパー ト組合員 対話集
会の開催を 検討します。
分会組織 の活性化 に
ついて
運動の 原点であ る分会
組織の活 性化及び 充実強
化に向け て、必要 により
学習会の 開催など 支援体
制の強化を 図ります。
新規採用 者に対す る
組織拡大 の取り 組み及 び
歓迎会の開催
新規採 用者の全 員加入
に取り組 みます。 また、
加入後の フォロー アップ
体制を充実していきます。
また、 新規採用 者の歓
迎会を４ 月に開催 し、配
属先とな る各支部 ・分会
において も新入組 合員の
不安解消 に向けた 取り組
みを実施し ます。
さらに 、自動車 支部に
おいても タイムリ ーな学
習会及び 歓迎会を 開催し
ます。

するた めに、幹 事会を 支
援する とともに 、必要 な
事務手 続きにつ いて取 り
扱っていくこととします。

青年女性会議の
育成・強化について

青年女 性会議 には、 Ｊ
Ｒ四国 労組運動 を継承 し
ていく ため、諸 活動を 通
じて次 代を担う リーダ ー
を育成 するとと もに、 将
来を切 り拓く運 動を創 る
という 重要な任 務があ り
ます。 本部・支 部・分 会
の各種 活動に積 極的に 参
画する とともに 、組織 の
強化に 向けて「 明るく ・
楽しく・元気よく」ステッ
プアッ プするこ とを目 指
します。
さら に、青年 女性会 議
ならで はの柔軟 な発想 力
と行動 力に基づ く活動 の
活性化 を図り、 目指す べ
き労働 運動の方 向性を 明
確にし 、常に問 題意識 を
持って 取り組ん でいき ま
す。

男女平等参画推進の
取り組みについて

ＪＲ連 合の「 男女平 等
参画推 進計画」 及び「 第
３次男 女平等参 画行動 計
画」で 掲げる課 題等の 解
決や目 標の達成 に向け 、
ＪＲ四 国労組「 男女平 等
参画推 進委員会 」で議 論
し取り組 みます。

３ 民主化闘争への
政策・調査活動の
取り組みについて
取り組みについて
民主化 闘争の最 終目標
は、革マ ル派浸透 問題を １ 政策課題の
解決する ことによ ってＪ
解決に向けて
Ｒ労働運 動の分裂 状況に
諸課題 の解決 や政策 の
終止符を 打ち、真 にＪＲ 実現に 向けて、 ＪＲ連 合
の健全な 発展に資 するＪ をはじ め「Ｊ Ｒ連合 国会
Ｒ労働運 動の一元 化を達 議員懇 談会」及 び「 世
成するこ とにある といえ 紀の鉄道を考える議員フォー
ます。Ｊ Ｒ四国労 組も、 ラム」 並びに ＪＲ四 国労
この目的達成のための様々 組「四 国の鉄 道を考 える
な支援活 動や情宣 活動に 国会議 員連絡 会」と の連
参画し、 ＪＲ労働 界再編 携をさ らに強 化し、 組織
に 向 け た 組 織 拡 大 運 動 を挙げ て取り 組んで いく
「民主化 闘争の完 遂」に こととします。
向けてＪ Ｒ連合と 連携を
ＪＲ 四国の経 営安
強化して いきます 。具体
的には「 ＪＲ連合 組織戦 定化に 向けた 取り組 みに
略会議へ の参加」 「民主 ついて
鉄道 の抜本的 高速
化支援行 動への参 画」等
について取 り組みます。 化に向 けた取 り組み につ
いて
４ ＪＲ四国労組
交通 重点政策 実現
退職者連絡会の
充実強化について に向け た取り 組みに つい
ＪＲ四 国労組は 、退職 て
ジェ イアール 四国
者連絡会 の運営を 円滑に
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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、対 抗輸送 機関
との競 合、人 口減少 や少
子高齢 化のさ らなる 進展
など、 依然と して厳 しい
環境が 予想さ れます が、

(1)

(2)

(3)

(4)

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
（ 水）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
連合が設 定した 集中回
答ゾ ーン（３ 月 日～
日 ）を念頭 に、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。

を求めます。
２０１ ８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 ６，０ ００円 以
上 の引き 上げを 求め、 そ
の うち３ ，００ ０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
時間外労働時間の抑制
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 での次 のの未 解
決 事項を 中心に 、２０ １
８ 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 産及び 看
護 休暇並 びに介 護休暇 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 技 能手当 ・職務 手
当等の改善について
⑤ Ｓ ＡＳ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

(5)

(6)

(7)
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５ ＪＲ四国労組の
２０１８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 ２０１
８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 ＪＲ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、
労 働条件の 改善を 図るた
め
具 体的な要 求内容に
ついて
ＪＲ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
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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(3)

(4)

40

36

16

29

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

バスにおける 課題解決に らに 継承・発展させ てい
くた め、魅力ある教 育活
ついて
交通政 策基本法の 動に取り組んでいきます。
有効活用に向 けた取り組 なお 、今後の主な取 り組
みは次のとおりです。
みについて
青 年 女性 組 合 員
２ 調査活動の
（入 社６年以降）を 対象
充実強化に向けて とした「ユースコース」
激変する社 会環境の変
ＪＲ採用の新 任役
化に伴い、労 働環境も大
員等を対象とした「ニュー
きく変わる中 、幅広く組
リ
ー
ダ
ー
コース」
合員の意見集 約を行う調
管理者組合員 を対
査活動の充実 ・強化が求
められていま す。今後も 象と した「特設コー ス」
実施が予定さ れる、ＪＲ （管理者セミナー）
連合賃金実態 調査をはじ
め、ＪＲ連合 及び連合の ２ 広報活動について
「 ＪＲ四国労組新 聞」
実施する各種 調査に積極
的に参加し回 収率向上に につ いては、引き続 き、
努めるととも に、ＪＲ四 各種 会議や行事の内 容及
国労組運動に 反映させて び各 級機関の活動な ど、
組合 員と密着した記 事に
いきます。
重点 を置き、親しみ やす
い紙面づくりを行います。
教育・広報活動の
ま た、「ＪＲ四国 労組
取り組みについて
ニュ ース」や「自動 車支
部ニュース」もタイムリー
１ 教育活動について
ＪＲ四国労 組運動をさ でわ かりやすい内容 とし
て発行するとともに、ホー

１月７日 （日）香川県
宇多津町「 ホテルアネシ
ス瀬戸大橋 」において、
２０１８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、
『四国に新 幹線を』と題
し、ＪＲ四 国の泉取締役
会長を講師 に迎え、四国
４県等が中 心となって機
運の醸成に 取り組んでい
る四国の新 幹線について

政治関係について

ムページの 迅速な更新に
政治活動について
努めます。
Ｊ Ｒ四国労組「四 国の
鉄道 を考える国会議 員連
ボランティア活動の
絡会 」や「ＪＲ連合 国会
取り組みについて 議員 懇談会」「ＪＲ 四国
労組 議員団会議」「 世
青年女性 会議を中心と 紀の鉄道を考える議員フォー
した「鉄道 版交通安全教 ラム 」のメンバーと 連携
室」を計画するとともに、 し、 総合交通政策の 実現
全組合員の 誰もが参加で や、 具体的な課題の 解決
きる活動と して実施して に向 けて政治活動を 展開
いる「プル タブ回収」も します。
継続して取 り組んでいき
ＪＲ四国労組議 員団
ます。
また、新たなボランティ 会議 との連携強化に つい
ア活動とし て、香川県三 て
現 在「ＪＲ四国労 組議
豊市詫間町粟島「城ノ山」
において、 登山道の補強 員団 会議」に加盟す る会
及び除草作 業等の美化活 員は ３名です。今後 も連
動を行い、 地域貢献活動 絡体 制を密にし、政 策課
題の 解決に向けて取 り組
に参画します。
あわせて 、オイスカ四 みを強化します。
国支部が主 催する活動に
も積極的に参加します。 ２ 共闘関係について
連合・交運労協
政治・共闘の
連 合四国ブロック ・四
取り組みについて 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
１

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
ＪＲ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ＪＲ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
働組合連合会
グループ 労組組合員の
労働条件改 善という目的
達成に向け 、ＪＲ四国連
合がＪＲ四 国グループ組
合員全体に とって真にそ
の役割を果 たしていくた
め、組織活 動・政策活動
の両面から 今後の活動を
展開します。
四国再 発見の取り組
みについて
運輸収入 確保に向け
「四国再発 見」増収キャ
ンペーンに 取り組むこと
を要請します。

レクレーション・
推進に向 けて、以下の項
サークル活動について 目に取り組みます。
新規採用者の交運
昨 年 ８ 月 に 開 催 し た 共済「総 合共済」の全員
「 サークル協議会 運営委 加入に向 けて取り組みま
員 会」で確認され たとお す。
り 、第 回ボウリ ング大
交運共済「自賠責
会 を開催するとと もに、
従 来からの県協・ 支部・ 共済」及 び「マイカー共
分 会主催行事への 補助に 済」の加 入促進に取り組
ついても有効活用を図り、 みます。
そ れぞれの独自性 のある
ＪＲ四国労組独自
サ ークル活動を支 援して 共済制度 「乗務員共済」
いきます。
の加入促 進と健全運営に
努めます。
福祉・共済事業活動の
全労済「ＪＲ四国
取り組みについて
労組セッ ト共済」の加入
福祉・共済事業 活動の 促進に努めます。

第６回本部執行委員会開催

１月６日（土） 時
の役割分担について
分より、本部１階会議室 ④平成 年度夏季手当要
で「第６回本部執行委員
求の基本的な考え方に
会」が開催された。
ついて
経過報告と議事につい ⑤ＪＲ連合四国地方協議
ては次のとおり。
会第 回定期委員会の
開催について
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
・第１回組織財政専門委
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
【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（団交）
・ 協定（ＪＲ四国）
（経協）
・ダイヤ改正（ＪＲ四国）
（青女）
・アクティブユース
（部会）
・工務部会定期委員会
・運転部会定期委員会
（男女）
・第１回男女平等参画推
進委員会
（教育）
・ユニオンスクール「レ
ベルアップコース」
（共闘）
・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
（レク）
・第６回ドッジボール大
会
（ＪＲ連合）
・組織戦略会議
・安全対策委員会

30

26

30
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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
取り組みます。
ア イ ネ クス ト の
「アフラックが ん保険」
等の加入促進に努めます。
組合員の 財産形成
と生活を支援す るため、
財形貯蓄等の加 入促進な
ど、労働金庫運 動に取り
組みます。

(5)

(6)

国内外労働者との
連帯活動について

国内外労働者との交流・
連帯を 通じ、広範な知 識
の習得 と視野を深める 観
点から、連合、交運労協、
ＩＴＦ 等の主催する諸 活
動及びＪＲ連合 の主催す
る国際 交流、連帯活動
に可能 な限り参加する
ととも に、国内におい
ても単 組間交流をはじ
め、地 域社会活動等に
積極的 に取り組むこと
とし ます。

男女平等参画
推進委員会開催 ！

における青年女性会議役
員として今後のＪＲ四国
労組運動を担い手となる
ため、意識の高揚及びレ
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、本部・
支部・分会青年女性会議
役員を対象としたユニオ
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」「ＪＲ四国
労組の取り組み」「ＪＲ
四国における組織の変遷
と組織問題」等について、
中濱執行委員長による体
験を交えた特別講義や、
森安教育部長の講義に熱
心に耳を傾け、各級機関

第１回

16

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

１月６日（日） 時
ら継続して提言を行って
より、本部１階会議室で いくこと等を確認した。
「第１回男女平等参画推
進委員会」を開催した。
委員会では、女性組合
員の意見を踏まえて意見
交換が行われ、「レディー
スミーティング」をはじ
めとする各種学習会等に
おいて男女平等参画推進
の取り組みの理解を深め
ていくとともに、女性リー
ダーの育成や女性組合員
の参画意識の向上や、職
場の設備や各種制度の改
善に向けて女性の立場か

30

30

(8)

12

16

【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

33
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14

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
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浅岡 秀幸 本部長
ＪＲ四国労組議員団会議
山本 悟史 副団長
ＪＲ四国労組
退職者連絡会
西山 實紀 会長
樹氏、本部 執行委員及び 四国交運労協
井上 浩司 議長
ＪＲ四国労組顧問弁護士
香川支部執 行委員長とし
大平 昇 弁護士
てＪＲ四国 労組運動に多 国会議員
小川 淳也
四国キヨスク労働組合
大な貢献を 頂いた石野達
衆議院議員
安部 剛 執行委員長
也氏、本部 会計監査とし
玉木 雄一郎
て健全財政 の確立に多大
特別功労者（順不同）
衆議院議員
な貢献を頂 いた多田陽起
個人表彰
武内 則男
氏が受賞し た。団体表彰
眞鍋 健治
衆議院議員
は、昨年実 施した「ＪＲ
浦川 英樹
連合第 回賃金実態調査」 ＪＲ連合
石野 達也
松岡 裕次 会長
に積極的な取り組みを行っ
多田 陽起
中村 鉄平
た３支部が受賞した。
団体表彰
交通政策部長
香川支部
四国旅客鉄道株式会社
愛媛支部
泉
雅文
徳島支部
取締役会長
（以上、敬称略）
半井 真司
代表取締役社長
森下 聖史
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
吉良 次雄
代表取締役社長
近藤 盛一
常務取締役総務部長
来賓の皆さま（順不同） 四国労働金庫
連合香川
小川 俊 理事長
森
信夫 会長
全労済香川県本部
石川 哲也
鶴田 研史 事務局長
西地域協議会
全国交運共済生協
事務局長
四国事業本部
24

(1)

(2)

(3)

講演を頂いた。出席者は、
四国は新幹線が整 備され
た他の地域と同じ 程度に
人口や産業が集積 してい
ること、新幹線の 整備に
よって在来線も含 めた四
国の鉄道の活性化 に効果
が期待されること 等につ
いて理解を深めた。
「新春交歓会」 は、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
の代表者ら約１２ ０名の
出席のもと盛大に 開催さ
れた。
主催者を代表し て中濱
執行委員長は、日 々の安
全・安定・安心輸 送の確
立、税制特例措置 延長な
どの政策課題解決 に向け
た取り組みに御礼 を述べ
るとともに、２０ １８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。
また、新春交歓 会の中
で、特別功労者表 彰が行
われた。個人表彰 は、本
部専従としてＪＲ 四国労
組運動に多大な貢 献を頂
いた眞鍋健治氏、 浦川英
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31
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