運動方 針を満場一致で 決定

今大会は 当初、７月
６日・７日 の２日間で
の開催予定であったが、
平成 年７ 月豪雨の影
響により日 程を延期し
開催した。
大会は冒頭 、平成
年７月豪雨 により亡く
なられた方 々に黙祷を
捧げた後、 幸副執行委
員長の開会挨拶で始まっ
た後、議長 団には松下
代議員（徳 島支部）、
山本代議員（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 、
「昼夜を問 わずあたり
まえに列車 やバスが走
る『安全・ 安定・安心
輸送』を実 践し地域で
愛され必要 とされる鉄
道・バスを 目指すとと

もに、 職場で元気に次
の時代を拓いていこう。
今後も 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、労働
組合の 使命と役割を改
めて認 識し、共に新た
な一歩 を踏み出してい
こう」と訴えた。
大会 には、連合四国
ブロッ クを代表して連
合香川 ・森会長をはじ
め来賓 がかけつけた。
ＪＲ連 合からは松岡会
長に出 席頂き、安全の
確立、 産業政策、働き
方改革などの労働政策、
政治の 取り組み、新幹
線をは じめとする四国
の課題、民主化完遂等、
ＪＲ連 合の運動方針に
沿って 問題提起がなさ
れた。
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
応答で は４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、 名の代
議員よ り、運動方針に
肉付け する活発な討論
が行わ れた。これを受
議長団の松下代議員(左)と山本代議員(右)
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ＪＲ 四国労組 は、８ 月３日 、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 聴者等、 約１３ ０名参 加の下 、第 回定期 大会を
開 催した 。大会ス ローガ ンとし て「職場 と地域 で奮闘 し、新 たな時代 へ共 に歩も
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。
!!
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近藤

雄一郎
衆議院議員
淳也
衆議院議員

国会議員
玉木
小川

（順不同）

吉良 次雄
代表取締役社長
盛一 調査役

ジェイアール四国バス㈱

け 、各担当部による 答
広田 一
弁 の後、大谷書記長 よ
衆議院議員
り 総括答弁が行われ 、
白石 洋一
運 動方針及び予算が 満
衆議院議員
場一致で承認された。
武内 則男
その後、笹岡青年 女
衆議院議員
性 会議議長より大会 宣 ＪＲ北海道労働組合
言 案が提起され、承 認 ジェイアール・
の 後、ＪＲ四国労組 の
イーストユニオン
団 結と更なる躍進を 確 東海旅客鉄道労働組合
認 するため、中濱執 行 西日本旅客鉄道
委 員長の「団結ガン バ
労働組合
ロー」で終了した。
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
（順不同） タダノ労働組合
連合香川
日本郵政グループ
森
信夫 会長
労働組合四国地方本部
ＪＲ連合
松岡 裕次 会長
四国旅客鉄道㈱
半井 真司
代表取締役社長
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労働運動」を未来へ繋
ぐため、組織の強化と
あわせて「一企業一組
合」を目指し運動を推
進 して きた 。さ らに
「あるべき労使関係」
を目指し、「労使協同
宣言」によってその役
割を明確にし、自覚と
責任を持った運動を展
開してきた。「労使協
同宣言」には、「組合
は社員の総意を集約す
るよう一層の努力を払
い、生産性の向上に積
極的に協力していく。
さらに、会社及び組合
は、社会的使命を全う
するため労使紛争の生
じないよう『会社内に
おける問題は我々労使
で自主的に解決する』」
安全・安定・安心
輸送の確立について と記されている。国鉄
我々輸送業務に携わ 改革以降、多くの労働
る者にとって「安全の 条件見直しを図ってき
確保」は最重要課題で たが、その闘いは今日
ある。「定時運行」や のＪＲ四国を創るため
「快適性」はもちろん のものでもあった。未
であるが、私たちの第 来のＪＲ四国の発展に
一の使命は「お客様を は、今の努力が大切で
安全に目的地まで届け ある。自立計画終了後
る事なんだ」というこ の平成 年以降に向け
とを、今一度、全組合 て苦しいとき、組合は
員で確認したい。また、 何ができるか、何をす
「不安全要因」を防止 るのかを、しっかり議
し、繰り返さないため 論したい。
民主化闘争について、
には「物事の本質を掴
む」こと、すなわち、 １９９２年５月、私た
技術力だけではなく、 ちはＪＲに真に民主的
原因の本質を見極め対 な労働運動を構築すべ
策を打つ「技能力」を く「ＪＲ労働界に過激
磨くことが重要である。 派はいらない」と訴え
あわせて、人間の注意 ＪＲ連合を立ち上げた。
力を補うのはハード対 その後、１９９９年、
策である。注意が足り ＪＲ連合への結集を通
ず、もしエラーを犯し じたＪＲ労働界の再編
たとしても死亡事故や を目指し開始した「民
傷害事故等から組合員 主化の闘い」は、ＪＲ
を守れるよう「最後の 発足 年目の今年、Ｊ
砦」としてのハード対 Ｒ東日本の地において
策を要求していきたい。 ３万人を超える組合員
鉄道事業・バス事業 が脱退するという大き
に求められる「確実な なうねりとなって現れ
安全」を職場から発信 た。このうねりをよく
し、「実行可能な安全 見極め、当該単組はも
対策」に反映させる取 ちろん、支援単組、グ
り組みを、支部、分会、 ループ労組が一つになっ
部会と意見交換し、実 て、東の地に民主化の
風を送らなければなら
践したい。
ない。私たちは、ＪＲ
連合への総結集を通じ
組織の強化・
拡大について たＪＲ労働界の再編を
私たちは組織結成以 目指すため、ＪＲ連合
来、「自由で民主的な 執行部を支持し、民主
化闘争の勝利・完遂と
31
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「 万人組織」の達成 転換を図り、一人ひと
に向け取り組んでいく。 りが意欲的に安心して
働ける、魅力あふれる
産業・会社を目指して
労働環境の
改善について 取り組んでいく。
政策課題と政治との
関わりについて、近年、
大雨をはじめとする激
甚災害により鉄道が被
災する事象が多く発生
しているが、事業者が
負担する復旧費用は、
とりわけ経営体力が脆
弱な事業者には大きな
負担となる。公的な支
援として「鉄道軌道整
備法」があるが、適用
要件が限定的であった
ことから、ＪＲ連合国
会議員懇を通じ、補助
要件の緩和や補助率の
拡大を求め、今回、超
党派による改正により
鉄道の災害復旧補助の
枠組みが改善された。
また、来年期限切れと
なる「法人事業税」延
長にも取り組む必要が
ある。このように、政
策課題を解決するには、
政治の力が必要となる。
野党は「働き方改革
関連法案」のように対
応が分かれるなど、難
しい局面を迎えている。
私たちは、政治家が常
に緊張感を持ち、常に
民意に謙虚であるよう、
二大政党制を目標に闘っ
てきた。今は巨大与党
一党であるが、民意が
離れ、国民の信を問う
時に向けしっかり準備
をしておく必要がある。
また会社は「四国に
おける鉄道ネットワー
クのあり方に関する懇
談会Ⅱ」を立ち上げ、
鉄道ネットワークを維
持するための方策や知
恵を議論している。
極めて困難な問題を
どう解決するか、その
ために労働組合は何が
できるのか、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
していくための意思統
一をお願いしたい。

２０１８春季生活闘
争は、月例賃金引き上
げを含めた総合生活改
善闘争として、組合員
の負託に応えるべく粘
り強く取り組んだ結果、
定期昇給は確保したも
ののベアの獲得には至
らなかった。これが諦
めやモチベーション低
下に繋がると、職場の
やる気は大きく低下し
てしまう。２０１９春
闘では「賃金の改善は
最大の労働条件」と位
置づけ、経営側に、今
こそ「人への投資」を
促すことを訴え交渉に
臨む。あわせて今春闘
で改善した子育て支援
や介護支援に関する制
度は、様々な状況で活
用して頂きたい。
自動車支部において
もベアの獲得はできな
かったが、定期昇給は
確保することができた。
あわせて、組合員の健
康起因事故の防止と脳
血管 疾患 対策 とし て
「脳ＭＲＩ検診」が実
施されることとなった。
「働き方改革」につ
いては、残業時間の罰
則付き上限規制やイン
ターバル制度の促進、
「同一労働・同一賃金」
による不合理な待遇格
差の是正などが挙げら
れるが、特に「高プロ」
については「長時間労
働を助長し、過労死を
増やしかねない」との
声があるにもかかわら
ず国会で成立した。今
後、無期雇用制度にお
ける労働条件とあわせ
具体的な運用等につい
て交渉を重ねていく。
私たちは今、ＪＲ連
合において「ＪＲ関係
労働者にとって相応し
い働き方」を目指し、
労働政策ビジョンを作
成している。これまで
蓄積してきた「人的資
源」を有効に活用して
いくために「人口減少
社会」に適合した構造
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２種勤務を 指定された
者は半休を 使用できる
が、指定された者が１ヵ
月のうちに 数回泊まり
今井代議員
業務を代務 するため半
（愛媛支部） 休が使用で きないとの
ことである 。厳しい要
員需給の中 、日勤勤務
をしている 管理社員が
まれに泊ま り業務に従
事すること も多い。半
休を使用で きるよう改
善されたい。
通勤手当 については
最寄駅を基 準に計算さ
れているが 、今回の７
平成 年３月 のダイ
月豪雨災害 に伴う鉄道
ヤ改正で土曜日 以外の
運休の影響 により、や
１０９３Ｄが電 車化さ
れ、多喜浜駅～ 伊予西 むを得ず自 家用車で出
勤している 者が多い。
条駅間の停電時 間が短
燃料代等を 支給しても
縮された。軌陸 車を使
らえないか。
用する作業が土 曜日の
夜間に限定されるなど、
作業効率が悪化 してい 佐々木代議員
（徳島支部）
る。もともと要 員の少
ない駐在では休 日の出
番が平日の保全 業務に
影響するため、 他駐在
から助勢を受けている。
今後予定される トロリ
線の取替や変電 所の機
器取替工事も同 様に作
業効率が悪くな る上、
トラブルが発生 すれば
列車の遅延につ ながる
契約社員 の無期雇用
恐れがある。ま た、部 転換制度に ついては、
外の工事の立ち 合いや 通算５年以 上の更新で
跨線橋点検など も十分 有期雇用か ら無期雇用
な停電時間を確 保でき に転換でき る制度であ
ない。貨物列車 の運転 るが、他の 企業では雇
日数を減らす、 あるい い止めやク ーリング期
は気動車が運転 する曜 間を設けて 再度有期雇
日を増やす等に より作 用契約を結 ぶなど、無
業時間を確保されたい。 期雇用を回 避する事例
もあるとい う。契約社
員の雇い止 めが発生し
岩城代議員
（愛媛支部） ないようにされたい。
また、契 約社員の無
期雇用契約 は長期的な
社員育成に よる会社へ
の貢献も期 待できる反
面、仕事の 内容が重く
なるデメリ ットも考え
られるため 、制度・福
利厚生の充 実や手当の
新設など、 無期雇用契
約社員の処 遇改善を求
駅における半 休制度 める。
について、日勤 １種・
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会社と交渉してほしい。
三浦代議員
契約社員は、ベテ ラ
（香川支部）
ン と採用されたばか り
の 者で時給・賃金に あ
ま り差がない。また 、
見 習いを付けても教 導
手 当が支給されない 。
勤 務成績や勤務態度 に
応 じて、時給改善及 び
手当を新設されたい。
いていない 。しっかり
チェックを 行い、準組
合員の雇用 は守るつも
りである。
多度津駅 の女性社員
の泊まり勤 務について
は、会社か ら説明を受
けていない。
多度津駅 の風呂場や
務を行っている 実態も アスファル ト舗装の問
把握しており、 引き続 題点は職場 諸問題とし
き半休使用の適 用範囲 て会社に申 し入れてお
拡大を協議していく。 り、可能な ところから
通勤手当については、 改善したい との回答を
概ね月の半数以 上の出 得ている。
勤において通勤 方法が
変更となった場 合に通 幸副執行委員長
勤手当の認定を 変更す
ることとなって いる。
しかし今回は、 災害発
生から１週間～ 日間
と短期間に集中 してい
ることや、災害 が大規
模で広範囲であ ったこ
とを最大限考慮 すべき
であること、さ らに鉄
道運休期間中の 通勤回
数が日勤者と乗 務員等
野球部の 練習場につ
では違いがある ため、 いては、分 会大会でも
出勤期間ではな く出勤 専用球場や 雨天練習場
回数で判断する よう既 の設置、土 から芝生へ
に会社に申し入 れ協議 の張り替え 等の意見を
を行っていると ころで 頂き諸問題 として申し
ある。引き続き 早期に 入れた。会 社は、新規
成案が得られる よう努 設置等は維 持・管理に
力する。
多額の費用 を要するほ
契約社員の無 期雇用 か、将来に 更新費用が
制度に伴う処遇 改善に 発生するこ とから困難
ついては、春闘 時にも であるとの 考えである
申し入れており 、今秋 が、引き続 き求めてい
の総合労働協約 改訂交 く。
渉においても引 き続き
制度・賃金等に ついて 下野代議員
要求し交渉を行 ってい
（本社支部）
く。今回の法改 正では
社員と同様にす べき項
目もあれば、そ うでな
い項目もあるた め、社
員と契約社員の 業務内
容や責任の度合 い等の
違いを見極め、 それに
伴う制度内容を 法改正
との整合を取り ながら
会社と交渉して いきた
い。指導手当の 新設も
西日本豪 雨で被災さ
引き続き要望を 踏まえ れた方にお 見舞いを申
交渉を行う。
し上げる。 あわせて、
あわせて、契 約更新 指令・運用 業務、復旧
時における雇い 止めに 作業やバス 代行対応、
ついては、現在 のとこ 並びにボラ ンティア活
ろそのような事 象は聞 動に従事し ている組合

員・関 係者に敬意を表
すると ともに、本部か
ら支援 物資を届けて頂
いたこ とに感謝を申し
上げる。
今大 会の豪雨に伴う
延期に ついて、大会前
日まで に１，０００ミ
リを超 える雨が観測さ
れ、土 讃線や予土線が
運転抑 止、道路が通行
止めと なる中、「大会
を開催しても大丈夫か」
「大会 が開催できるの
か」と 心配する人もい
たと思 う。延期を判断
した経 緯や、今後のた
めに活 かすべき教訓が
あれば聞かせてほしい。

吉岡代議員
（香川支部）

香川 選出の国会議員
につい て、玉木衆議院
議員は 国民民主党の共
同代表 となった一方、
小川衆 議院議員は無所
属で活 動することを決
断した が、なぜ別々の
道を進 んだのか。連合
内でも 旧同盟系は国民
民主党 を支持し、旧総
評系は 立憲民主党を支
持して いるが、来年の
統一地 方選挙や参議院
議員選 挙における本部
の見解を教えてほしい。
あわ せて、香川支部
では来 年の統一地方選
挙での 山本県議の当選
に向け て取り組む考え
である。
乗務 員区所では寮へ
の居住 を伴う助勤が発
生して いる。助勤旅費
の宿泊 料は泊まり勤務
の場合 １日８００円と
なって いるが、その間
も借り ている寮の公共
料金が 発生するほか、
自宅に 帰る旅費も必要

となることから、 日勤 山間部を中心に防護ネッ
と同様に１日２， ００ トを設置する などの対
０円とされたい。また、 策を図ってい るが、効
寮では布団が貸与 され 果が見られな い。列車
るが、その他生活 必需 遅延や車両故 障を防止
するためにも 、効果的
品も支給されたい。
停止位置目標の 簡素 な対策を図られたい。
化について、多度 津運
転区で意見集約し 本部 岡部特別代議員
に上申したので、 今後
（青年女性会議）
の交渉の参考とし て頂
きたい。
７月の豪雨災害 で列
車が運休となって いる
間、通常は通勤パ スで
通勤しているにも かか
わらず、自動車で 通勤
できることから障 害休
暇ではないと判断 され
た。就業規則にお ける
「交通しゃ断」の 基準
５月に開催 したＪＲ
を明確にされたい。
連合第 回ユースラリー
は、青年女性 会議が中
林代議員
心となって準備を進め、
（香川支部） 成功を収める ことがで
きた。あわせ て、本部
や各支部から 多大な協
力を頂いたこ とにお礼
を申し上げる。
若手組合員 が将来に
夢を持つため にも、四
国新幹線は必要である。
一層の機運醸 成を図る
ためにも、ユ ニオンス
クールでの若 手組合員
夜間作業におけ る線 への周知や教 育など継
路閉鎖工事監督や 保守 続した取り組 みを要請
用車監督の業務は 、限 する。また、 ＪＲ連合
られた時間内で作 業を や国会議員等 とも協力
終了させる責務を 負っ し、国や自治 体への働
ている。これらに 対す きかけを要請する。
る手当の新設を要 請す
る。あわせて、夜 間特 大谷書記長
殊勤務手当の増額 も要
今回の豪雨 災害につ
請する。
いて、復旧に 向けて各
職場で奮闘さ れている
今村代議員
組合員にお礼 を申し上
（高知支部） げるとともに 、定期大
会の延期につ いては、
多くの方にご 迷惑をお
かけしたこと をお詫び
する。今回は 予想され
る影響の度合 いが台風
等と違い想定しにくかっ
たこと、早期 に決定す
べきであった こと、決
定事項を早め に連絡す
べきであった ことを反
土讃線では列車 がイ 省している。 定期大会
ノシシやシカと接 触す は機関決定の 重要な会
る事象が多発している。 議であり、来 賓や代議
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森安執行委員
都市 対抗野球に出場
した硬 式野球部は、豪
雨災害 の大変な時期に
もかか わらず皆様から
応援を頂いたおかげで、
年ぶ りに初戦を突破
するこ とができた。野
球部Ｏ Ｂとしてお礼を
申し上げる。
多度 津駅では風呂場
１０９３Ｄの電車 化
が撤去 された一方で、
女性休 憩室に女性社員 に ついては、当初は 毎
の泊ま り勤務を想定し 日 電車を運転する計 画
てユニ ットバスが設置 で あったが、会社に 申
されて いるが、今後の し 入れた結果、土曜 日
女性社 員の泊まり勤務 の み気動車での運転 す
が計画されているのか、 る こととなった。夜 間
分かれば教えてほしい。 作 業が土曜日に集中 し
多度 津駅の休憩室や て しまうため要員や 作
構内食 堂から多度津運 業 効率の面で課題が あ
転区ま での通路には凹 る ことは承知してい る
凸があ り、特に夜に雨 が 、電化区間では気 動
が降れ ば水たまりも見 車 よりも電車を運転 す
えず危 険である。舗装 る 方が効率的である ほ
や照明 の設置を要請す か 、貨物列車のダイ ヤ
調 整は会社間の協議 が
る。
エキ スパート社員の 必 要であることもご 理
助役が増加しているが、 解 頂きたい。他系統 の
若手社 員の助役登用が 職 場においても、要 員
遅れていることもあり、 需 給が厳しいため止 む
再雇用 契約の締結時に を 得ず助勤や兼務を 行
本人の 希望が叶わず、 う 場合や、土曜日に 夜
継続し て助役として働 間 作業を行う場合も あ
いてい る者が多い。若 る ことから、まずは 助
手社員 を計画的に助役 勤 を行うなどの対応 を
に登用 するべきと考え 検 討して頂きたい。 頂
るが、 考え方を教えて い た意見は現場の問 題
ほしい。
と して会社に申し入 れ
野球 部は、雨天時に る。
は屋内 練習場を借りて
練習し ており、年間１ 大谷書記長
２０万円の費用がかかっ
半休制度については、
ている 。会社の投球練 隔 日交代勤務は泊ま り
習場に 屋根があれば、 勤 務が主体となるた め
投手・ 野手共に屋内練 半 休制度が適用され な
習場を 借りることなく い ことを会社と確認 し
練習が できるようにな て いる。しかし、日 勤
るため 、投球練習場に １ 種・２種の助役等 が
屋根を 設置するよう、 要 員の関係で泊まり 勤
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員等の多くの方 に出席 ている。
方議員 と連携して取り 員 を支援し連携を図 る
障害休暇 の取扱いに 組んでいく。
と いう方針で展開し て
して頂くため、 土讃線
は運転を取り止 めてい ついて、当 社は鉄道や
列車 と動物との接触 き た。高知選出の広 田
たものの、高速 道路は バスを運行 する会社で につい ても、政策課題 議 員は無所属、武内 議
通行できていた ことか あり、他の 企業に比べ の一つ となっている。 員 は立憲民主党であ る
ら、開催判断基 準の一 公共性が高 いため出勤 動物を 保護する「鳥獣 が 、私たちの政策課 題
つとして考えて いた。 することが 前提となっ 保護法 」の観点から対 解 決に向けた諸活動 に
また、開催後の 荒天に ている。しかしながら、 策を講 じるべきと要請 賛 同頂いており、四 国
ついても日程短 縮のタ 出勤する手 段が全く無 してい るのでご理解頂 の 鉄道を考える国会 議
員 連絡会にも参画し て
イムスケジュー ルを準 い場合は、 障害休暇と きたい。
頂 いている。来年の 統
備していた。し かし、 なることは 会社とも確
一 地方選や参院選に つ
前日の夜に高速 道路が 認している 。今回、一 笹岡特別執行委員
い てもこれまで同様 に
通行止めとなっ たこと 部の職場で は本人と管
「 非自民・反共産」 の
を受けて延期を 決定し 理者とのや り取りや認
理 念に基づき、引き 続
た。連絡体制は 整えて 識に一部問 題があった
き 我々の政策課題解 決
いたが、夜間の 連絡は と聞いてい る。それを
等 にご理解・賛同頂 け
混乱を招く恐れ があっ 受け会社に 対しては、
る 候補者を支援・支 持
たことから、当 日の早 適用条件を 整理すると
していく考えである。
朝に連絡を行っ た。今 ともに管理 者等への周
後は、連絡体制の整備・ 知を徹底す るよう既に
徹底に加え、早 期に判 申し入れて いる。改め
井上代議員
断するとともに 、各方 て確認したい。
（自動車支部）
動物との 接触につい
面からの情報収 集を行
ユー スラリーについ
う。また、本部 の検討 ては、当社 のみならず て、関 係各所から物心
状況も前広く周 知する 全国的な問 題となって 両面で 多大な支援を頂
とともに、決定 事項は おり、抜本 的な解決策 いたこ とにお礼を申し
夜間であっても 早めに がなく、他 の鉄道会社 上げる 。青年女性会議
周知する。今後 の大会 でも悩まし い問題の一 はこれ で満足すること
や各種会議にお いても つと聞いて いる。動物 なく、 組織の強化に繋
今回の経験を活 かした が頻繁に出 現する場所 げてい きたいと考えて
や事象が発 生した場合 おり、 引き続きご指導
い。
乗務員区所で 発生し には報告を お願いした ご鞭撻を賜りたい。
ている助勤や車 掌兼務 い。
月の大阪北部地 震
については、会 社に対
の 際に、運行指示が 曖
嶋田副執行委員長
し助勤等が無く なるよ 森安執行委員
昧 であったため途中 で
う適正な要員の 確保や
線路閉鎖 工事監督及
足 止めを食わされた 挙
行路の作成を求 めてい び保守用車 監督の手当
げ 句に引き返し、お 客
るが、乗務員の 要員逼 新設、並び に夜間特殊
様 にご迷惑をおかけ す
迫は早期に改善 し難い 業務手当の 増額につい
る 事象があった。一 方
ため、責任組合 として ては、引き 続き粘り強
で 、先日の大雨の際 に
組合員の皆様に 協力を く交渉していく。
は 早々と運休を決定 し
お願いしている ところ
ユースラ リーについ
た ものの、実際は運 行
である。引き続 き、適 ては、青年 女性会議の
できたという事象もあっ
正な要員確保と 行路の 頑張りによ って成功を
た 。安全面を考慮し た
作成に加え、泊 まり勤 収めること ができた。
香川選出の玉木議員、 災 害時の運行指示や 連
務の助勤旅費全 般につ お礼を申し上げる。
小川議 員ともに昨年の 絡 体制について労働 協
いても改善を図るべく、 新幹線の 導入につい 衆議院 議員選挙では、 約に盛り込んでほしい。
今後も現場の実 態を訴 ては、四国 の鉄道ネッ 組合員 の皆様から最大
バスの運転手は中 途
えていく。
トワークを 維持し、会 限の協 力を頂いたこと 採 用者が多く、定年 ま
停止位置目標 の統一 社の経営安 定化や組合 にまず お礼を申し上げ で の勤続年数が短く な
化については、 多度津 員の雇用を 守るために る。現 在の進路は本人 る ことから、退職金 を
運転区分会で整 理し提 重要と考え る。ユニオ も考え 抜いての選択で 改 善されたい。また 、
言して頂き感謝 申し上 ンスクール や新春セミ あろう し、本部として 平 成 年以降にバス 会
げる。会社に対 しては ナーでも新 幹線の話題 も詳し いことは把握で 社に採用された社員と、
助勤で線区の運 転に不 を取り上げ 、皆様には きてい ない。選挙につ そ れ以前に本体から 転
慣れな人もいる ことか その必要性 は理解して いては この間、連合・ 籍 してきた社員とで は
ら、早期に改善 すべき 頂いている が、ＪＲ四 ＪＲ連 合に加盟する組 給 与に格差がある。
事項と申し入れており、 国労組だけ では解決で 織とし て、「非自民・ 歳 以降の給与の減額 に
会社からは、「 できる きない大き な政策課題 反共産」の理念に則り、 も 影響するため、賃 金
限り統一化を図りたい」 であり、Ｊ Ｒ連合、交 私たち の掲げる政策課 の 改善を粘り強く交 渉
との前向きな回 答を得 運労協や国 会議員、地 題にご 理解を頂ける議 してほしい。
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ント清掃であ り、その
うち券売機の 集金業務
について検討課題があっ
たようだが、 その課題
も近々解決し 来春から
委託駅を拡大 するよう
だ。具体的な 箇所は示
されていない が、分か
り次第お知らせする。
短時間勤務について、
組合は 歳以 降の働き
方や乗務員の 育休復帰
を含めて、日 勤業務が
可能な職種に 広く導入
すべきと訴え ており、
引き続き会社 と交渉し
ていく。

嶋田副執行委員長
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ローカル路線 のない
高松支店や徳島 支店で
は、 歳以上の 再雇用
社員が高速バス に乗務
し続けることに 不安を
感じている。視 力の低
下や反射の低下 など体
の衰えがあり、 年金受
給開始の 歳ま で無事
に運転できるか 疑問で
ある。事故はお 客様の
命に関わるため 、再雇
用とはいえ、安 全を担
保すべきである。
高松支店では 高知か
らの転勤者を受 け入れ
ているが、助勤 に伴い
高知支店で退勤 し、休
日を挟んで高松 支店に
出勤する場合、 高知か
ら高松までの旅 費が支
給されない。会 社の命
を受けて助勤を してい
ることから、そ のよう
な場合でも旅費 を支給
されたい。

60

災害時の運 行の対応
については、 共同運行
会社との兼ね 合いや今
後の予測など 、運行判
断は非常に難 しいと考
える。しかし 、安全側
に考えて早め に運転を
取りやめたの は正しい
と考える。引 き続き、
安全サイドで 運行計画
に取り組むよ う、経営
協議会等の場 で議論し
ていきたい。
バス会社の 退職金に
ついて、バス 会社は既
卒者採用が多 く、社員
登用時の年齢も ～
歳代と幅広い 。退職金
の額は各等級 ごとの在
級年数を算出 基準とし
ており、勤続 年数の長
い組合員との 整合性も
考慮しながら 交渉等で
議論していき たい。ま
た、ＪＲ四国 バスでは
歳以降、年 令給が減
額されていく が、引き
続きその改善 も求めて
いく。
歳以降の 働き方に
ついては、会 社に対し
て職種等の選 択肢を示
すように求め ている。
会社も雇用の 場の確保
には積極的に 検討して
おり、実際に 他のバス
会社に出向し た事例が
あるなど、地 域バス会
社のローカル 路線運転
手としての職 の確保も
模索・対応し てくれて
いる。
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65

矢野特別代議員
（青年女性会議）

られた。今後も災 害に
河野代議員
菅原代議員
（愛媛支部）
（香川支部） よる代行輸送は起 こり
うるため、お客様 の立
場に立ったダイヤ の設
定を行うよう申し 入れ
ている。
春闘については 、昨
年は四国ＤＣの開 催な
ど、組合員が達成 感を
持てる実績を残せ たこ
とから、ベアの実 施を
会社に強く求めた が、
会社は長期人件費 に与
える影響や１００ 億円
の赤字を出してい る現
状、さらには平成 年
度以降の経営自立 計画
が示されていない 中で
のベア実施は厳しいと、
最後まで慎重な姿 勢を
崩さなかった。と は言
え、ベア実施は日 々奮
闘している組合員 のモ
チベーションや生 活水
準向上の為にも当 然必
要である。今後も 、強
いスタンスで交渉を行っ
ていく。また、安 全関
係の設備更新やＩＣカー
ドの導入拡大等の 設備
投資は将来に向け ても
必要であるし、安 定し
た経営が平成 年 度以
降も行えるよう何 らか
の経営支援を盛り込み、
ＪＲ四国がお客様 の足
を守れる鉄道会社 にな
るように訴えている。
添乗業務のみな し労
働については、昨 年の
交渉時に適正な労 働時
間管理の観点から も添
乗時間の実態を把 握す
べきと訴えた結果 、会
社は添乗業務に従 事す
る方の勤務実態を 調査
した。その結果を 踏ま
え今秋に何らかの 考え
方が示されると思 うの
で、それを受けて 議論
し、引き続き労働 時間
の明確化を求めていく。
あわせて、先達 手当
についても今秋の 団体
交渉で求めていきたい。
駅管理業務の委 託に
ついては、現在、 高松
駅でジェイアール 四国
メンテナンスに委 託し
ている。委託内容 は清
掃、券売機管理、 ポイ

平成 年 ７月豪雨を
添乗 業務はみなし労
受けて、四 国では愛媛 働制が 適用され、必要
県を中心に 大きな被害 経費を 勘案した旅費が
が出た中、 本部から支 支給さ れているが、そ
援物資を届 けて頂いた の金額 は実際の拘束時
ことにお礼 を申し上げ 間や昨 今の働き方改革
る。
の情勢に合っていない。
バス代行 のダイヤ設 労働時 間を明確にし、
定について 、予讃線の 超過勤 務手当としての
松山以南では ７月 日 賃金支給を求める。
からバス代 行が実施さ
ワープ では四国 ヵ
れているが 、バスの本 所巡り ツアーを開催し
数が少ない 上、列車と ている が、ツアーに不
の接続時間 が１～２分 可欠な 「先達」になる
であったり 、バスの到 ためには ヵ所の霊場
着時刻と列 車の発車時 全てを４回巡り、かつ、
刻が同時刻 など、利用 霊場の 推薦が必要とな
者がダイヤ を見た時点 るなど 大変な労力がか
で利用し難 いダイヤで かる。 他の添乗業務と
ある。バス 代行を実施 は内容 が異なることか
するのであ れば、利用 ら、先 達手当の新設を
者の側に立 ったダイヤ 要請する。
を作成すべきである。
駅管 理業務委託につ
２０１８ 春闘につい いて、 高松駅以外への
て、定期昇給確保とボー 拡大を 検討していると
ナス増額、 数項目の制 のこと だが、検討状況
度改善、新 設にお礼を を教えてほしい。
申し上げる 。ベアは獲
働き方改革について、
得できなか ったが、モ エキス パート社員や育
チベーショ ン向上のた 休・産 休復帰の女性組
めにも賃金 改善は必要 合員に は短時間勤務が
である。豪 雨災害も発 できれ ば離職せずに安
生し、我々 を取り巻く 心して 働けると考える
環境は一層 厳しいと想 人もい る。会社の考え
定されるが 、賃金改善 方を教えてほしい。
に向けての ベア交渉を
しっかりお願いする。 大谷書記長
民主化闘争について、 海回 り線の代行バス
ＪＲ東労組 で大量脱退 のダイ ヤ設定の問題に
が発生して いるといっ ついて は、本部からも
た状況を知 らない若手 会社に 申し入れ済みで
組合員もい るので、中 ある。 取り急ぎの対策
濱委員長の ように経験 として 、代行バスにア
のある人か ら話を聞く テンダ ントが乗務して
機会として 、勉強会の おり、 お客様対応と併
開催をお願 いしたい。 せ混雑 状況や運行状況
また、北海 道で起こっ を宇和 島ＣＴＣに報告
ている状況 についても し、列 車の発車時刻を
教えてほしい。
調整す るなど改善が図

60

60

高松中央イン ター、
徳島駅、松山駅 及び高
知駅では、窓口 に自動
券売機を導入し て窓口
営業時間が短縮 されて
おり、他の窓口 への拡
大も検討されて いる。
インターネット のクレ
ジット決済やコ ンビニ
発券の導入など は時代
の流れではある が、窓
口発券や電話予 約セン
ター業務で働く 組合員
からは雇用不安 の声が
出ている。当該 業務に
携わる社員の雇 用形態
について、会社 からの
情報があれば教 えてほ
しい。
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助勤から戻る 際の旅 の契約社員 の役割がま での交 流は行われてい
費支給について は会社 すます重要 になってい るが、 支部同士の交流
に考え方を確認 し、対 る。モチベ ーションの や、基 本組織と青女の
低下や離職 につながら 交流、 他部会との意見
応を整理したい。
自動券売機の 拡充に ないよう、 要員の確保 交換な どの機会を多く
伴う窓口業務従 事者の はもちろん、サポーター 設けて ほしい。転勤を
雇用不安につい て、自 社員の賃金 引き上げな しても 仕事がしやすく
動券売機の拡大 箇所や ど、粘り強 く交渉をお なるよ う、横の繋がり
づくり を本部が中心と
時期など、具体 的な計 願いしたい。
なって 取り組んでほし
画は明らかにな ってい
い。
ないが、雇用を 守るの 弓立代議員
信 用降車型ワンマン 列
歳 以降の給与逓減 車の本数が増加したが、
が労働組合の使 命であ
（香川支部）
と 歳 の定年退職は、 今 後もワンマン列車 が
り、今後の経営 協議会
誕生月 が基準となって 増 加していくと車掌 の
でしっかり議論 してい
いるが 、年度末に統一 要 員は減っていくの か
きたい。
されたい。
教えてほしい。
民主化闘争に ついて
組合員 は 歳の退職
は、週刊東洋経 済での
と同時 に準組合員とな
集中連載が分か りやす
安
藤
代
議
員
るが、 組合役員を務め
くまとめられて おり、
（香川支部）
る組合員 が在任中に
またＪＲ連合の 民主化
歳にな った場合の取り
闘争情報も順次 、最新
扱いを確認したい。
情報が更新されている。
専従 者は健康保険制
そちらも読んで 頂きた
高松運転 所では今春
い。
のダイヤ改 正からエキ 度など 様々な制度で非
専従者 と異なる点があ
スパート社 員専用交番 る
。将 来、若手組合員
が導入され 、働きやす や子育 て世代の組合員
幸副執行委員長
勉強会につい ては、 い環境が整 備された。 が専従 者になることも
各級機関におい て積極 引き続き、 他職場への 考えら れるため、処遇
的に取り組まれている。 展開を要請する。
の改善を求める。
車両検修 職場につい
要望があれば本 部から
高松車掌区では、 ア
も可能な限り出 向くと て、国労が ジェイアー 中谷代議員
ン パンマントロッコ や
ともに教育活動 の充実 ル四国メン テナンスの
（香川支部） 四 国まんなか千年も の
に向けたバック アップ プロパー社 員を組織拡
が たりなど、多くの 臨
大の対象と するという
に取り組む。
時 列車の乗務を担当 し
情報も得て いる。業務
て いる。臨時列車も 踏
の技術継承はもちろん、
ま えた適正な要員確 保
濱口代議員
を求める。
（高知支部） 組織の強化のためにも、
ＪＲ四国と ジェイアー
車掌の見習い期間 に
ル四国メン テナンスの
つ いて、高松車掌区 の
一体での学 習会等の取
車 掌見習いの組は 日
り組みをお願いしたい。
回 りの行路に乗務し て
若手組合員の中には、
お り、２周すること な
希望する勤 務地で働く
業務 に必要な管工事 く 審査を受けること か
ことができ ない者が多
ら 、不安を感じてい る
い。通勤パ スを申請し や建築 士等の資格取得 者 が多い。見習い期 間
ても却下さ れたり、単 が奨励 されているが、
の
延
長
や、２周以上 回
身赴任を強いられたり、 独学での取得が困難で、
れ
る
行
路への変更を 要
長距離・長 時間通勤を 自費で 受講料を払いス
請
す
る
。
している者 もおり、人 クール に通わなければ
協定について、 列
生設計で大 きな問題と 取得で きない資格もあ
車 乗務員の連続勤務 日
なっている 。一方で、 る。資 格手当の増額を
数 の上限を動力車乗 務
エキスパー ト社員は希 求める。
員と同様にされたい。
望地での勤 務を実現し
契約社員車掌は寮 に
ている。要 員需給もあ 森重代議員
（香川支部） １ 年までしか居住で き
ると思うが 、ＤＣ・Ｅ
高松 車掌区では女性 な いが、社員になる ま
Ｃ転換など の機会に希
望地に転勤 させるべき 車掌が増加しているが、 で 居住できるように さ
と考えてお り、会社に 女性特 有の悩みを相談 れたい。
しやす くするため、女
訴えてほしい。
技術継承 が進む中、 性の指 導担当やフォア 大谷書記長
横の繋がり は重要と考 マンの新設を要請する。 管理駅の要員確保 、
える。本部 ・支部単位
今春 のダイヤ改正で 契 約社員の賃金・制 度
高知管理駅管内では、
育休・病欠・離 職によ
り４名の欠員が 生じて
いるが、育休の 要員が
補充されないこ とや、
新規採用の応募 がない
こともあり、高 知駅か
ら月平均 回程 度の助
勤が発生してい る。ま
た、高知駅だけ でもこ
の３年間で７名 の契約
社員が退職した 。駅務
経験が２年以下 の者が
多くなる中、ベ テラン
50
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60
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改善については 、これ 入規模にあ った路線の
福祉 ・共済事業につ
までにも経営協 議会や 維持などを 考えると、 いて、 昔の運転職場で
春闘交渉、窓口 折衝で 今後もワン マン列車が は様々 な共済への加入
も訴えており、 今秋の 増える可能 性はある。 を勧め ていたが、最近
総合労働協約改 訂交渉 車掌の育成、 協定違 は加入 者が減っている
でも引き続き粘 り強く 反防止及び 臨時列車へ と思う 。分かりやすく
求めていく。た だ、契 の対応を含 めて、要員 するために、交運共済、
約社員の要員確 保は非 の確保を求めていく。 労働金 庫、アイネクス
常に厳しく、募 集して
トに絞ってはどうか。
もなかなか集ま らない 幸副執行委員長
現状は会社も認 識して
歳に到 達した組合 田中代議員
いる。賃金改善 も必要 役員の取り 扱いについ
（本社支部）
であるが、拘束 時間短 ては、 歳 以降は準組
縮等の働きやす い環境 合員となる ため、役員
づくりも重要で ある。 に立候補で きない。本
要員がどうして も足り 部としても 、大量退職
ないのであれば 、窓口 に伴う世代 交代期を迎
の営業時間の短 縮や、 え、役員も 次の世代に
土・日曜の無人 化など バトンタッ チしてほし
を検討するよう 訴えて いと考えている。
いる。
エキスパート 社員専 嶋田副執行委員長
用交番について は、他
検修職場 における組
育児 短時間勤務につ
箇所への拡大を 求めて 織の問題に ついては、 いて、 今春闘で大きな
いく。あわせて 、車掌 旬刊ＡＣＣ ＥＳＳに掲 改善が あったことにお
職場からも同様 の要望 載された国 労中央大会 礼を申 しあげる。引き
を頂いているが 、乗務 における四 国の代議員 続き、 組合員からの要
員の要員が厳し く、ど の発言を受 けたものと 望が多 い、育児短時間
こから手を打つ べきか 思うが、組 合としては 勤務を 取得できる子の
責任組合として 議論し この間、一 部の地域に 年齢の延長を求める。
ていきたい。
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
希望地での勤 務や単 四国メンテ ナンスの社
廣
永
代
議
員
身赴任については、様々 員を対象に 、国労をは
（本社支部）
な場面で申し入 れてい じめとする 他労組の状
るが、通勤パス は様々 況など、組 織について
な制約があることから、 の学習会を 開催してき
具体的な事例を 挙げて た。他の地 区において
交渉しており、 秋の交 も、グルー プ労組など
渉でも実態を訴 え改善 と連携した 学習会を開
を図りたい。
催したいと考えている。
資格手当、 歳及び
歳での給与・ 退職の 西岡代議員
変更時期、契約 社員車
（
本
社
支
部
）
掌の寮について も、交
今回 の豪雨災害は復
渉で積み残しと なって
旧費用約 億円、減収
いることから、 引き続
約 億 円とＪＲ四国発
き交渉していく。
足以来 最大級の被害が
女性の指導担 当は、
生じて いる。このよう
これまでも会社 と議論
な局面 こそ、「四国再
しており、今後 さらに
発見」 増収キャンペー
女性社員が増え ること
ンをは じめ誘客や増収
から、会社にと っても
に積極 的に取り組む必
メリットがある 施策と
要があ ると考える。支
して、引き続き 協議し
四国新幹 線を実現さ 部・分 会・職場単位か
ていきたい。
せるために は、統一地 ら四国 の元気を創るべ
車掌の要員について、 方選挙に組 織内候補を く、で きることから取
信用降車型ワン マン列 擁立すべき と考える。 り組んでいこう。
車に伴う会社か らの具 ＪＲ西労組も 歳代の
体的な計画は示 されて
２
名
が
立
候
補
す
る
と
の
喜
多
代
議
員
いないが、乗務 員や運
こ
と
で
あ
り
、
四
国
も
考
（香川支部）
転士の要員不足 や、収 えて良いのでは。
工務 職場における要
60
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60
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員不足について、 平成
年度までは超勤 で対
応するとのことで ある
が、それにも限界 があ
る。若手社員やエ キス
パート社員に頼っ てい
るが、業務過多も あっ
て若手社員の育成 が進
まず、離職に繋が って
いる。若手社員の 育成
計画をしっかり立 てて
要員を確保されたい。
土木技術センタ ーで
は、年間約２００ 晩の
夜間作業に従事し てお
り、その大半は責 任の
大きい線路閉鎖工 事監
督である。また、 高松
の事務所から瀬戸 大橋
の現場までの深夜 の自
動車運転は危険を伴う。
保守用車監督や線 路閉
鎖工事監督の手当 新設
に加えて、夜勤手 当、
Ｃ単価の増額や交 代制
勤務の手当など、 夜間
作業に伴う手当の 増額
を求める。

内候補につい ては、議
員団会議所属 議員から
も組織内議員 を選出す
べきとの意見 を頂いて
いる。現に優 秀な若手
組合員も多く 、ぜひと
も立候補して頂きたい。
共済・福祉 事業の簡
素化について 、組合が
斡旋する共済 は非営利
団体の扱うも ので有利
な商品ではあ るが、頂
いた意見は本 部執行部
でも議論したい。

大谷書記長

育児短時間 勤務の取
得年齢の拡大 について
は、今回の交渉でもしっ
かり求めていく。
緊急呼出手 当につい
て、現行の支 給範囲は
「災害・事故 復旧等の
緊急の場合」 と、労基
法第 条に該 当する場
合となってい る。手当
増額とあわせ 、突発的
な代務要員手 配や雪害
対応、踏切事 故対応な
ど幅広く支給 できる手
当への改善も 求めてい
きたい。
豪雨災害が 発生した
が、ＪＲ四国 の責任組
合としてこの 難局を、
労使を挙げて 乗り越え
ていこうと強 く認識し
ている。鉄道 の復旧が
地域の復興に も繋がる
と思い、組合 員の皆さ
んの更なる団 結と協力
で早期復旧に 取り組ん
でいこう。

森安執行委員
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工務職場の 要員不足
については、平成 年
度まで業務量 が一時的
に多いことか ら、現在
の要員で対応 するとい
う状況が続い ている。
共済事業につい て、 最近では若手 社員も能
セット共済は交運 共済 力を上回る仕 事を任さ
に一本化するなど 、組 れ、負担が大 きくなり
合員に必要なものに絞っ 離職するとい う話を聞
いている。若 手社員育
てほしい。
あわせて、緊急 呼出 成の問題点を 含めて会
手当の増額を求める。 社に申し入れる。
夜間作業に かかる手
当については 、運転に
統一地方選挙の 組織 携わる責任度 合いの大

嶋田副執行委員長

中間代議員
（香川支部）
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きい業務である ことか 笠岡特別代議員
ら、引き続き求 めてい
（営業部会）
きたい。

取り止めることと した
が、基本組織の一 部を
青女議長が担うん だと
いう気概で臨むことで、
専従者として活動 する
方法も考えられる 。青
年女性会議には次 代の
リーダーとしての 活躍
を期待しているの で、
今後もしっかり取 り組
んでほしい。
青年女性会議の 年齢
制限については、 一部
の組合員だけ条件 を変
えるのは他との整 合が
取れないことをご 理解
頂きたい。

の減少が想定 される。
そのような状 況の中、
専従を１名増 とするこ
とは財政的に 厳しいこ
とをご理解頂きたい。

森安執行委員

育休の制度 などにつ
いては、会社 が作成し
ている冊子の 更新につ
いて会社に申 し入れた
い。ホームペ ージへの
掲載について は、国の
制度紹介のホ ームペー
ジへのリンク を貼るな
ど検討したい。
沿線の樹木 の伐採に
ついては、工 務部が樹
木の伐採を進めており、
土地の所有者 が分から
ない場合も放 置せずに
使用者の了解 を得るな
ど取り組んで いること
をご理解頂きたい。

大谷書記長

フレックス タイムや
時間単位年休について、
会社は、労働 時間や業
務指示内容の 把握など
が難しいと回 答してい
るが、導入し ている企
業も多く、子 育てを支
援する効果的 な制度で
もあることか ら、秋の
交渉でも引き 続き求め
ていく。

森安執行委員

今回のＪＲ 北海道へ
の追加支援は 、国の監
督の下、平成 年度ま
での経営改善 に向け取
り組みを加速 化させる
というもので ある。一
方、ＪＲ四国は平 成
年度の自立経 営達成に
向け取り組むとともに、
経営自立計画 以降を見
据えた鉄道ネ ットワー
クのあり方を 議論する
ため国や地元 と共に懇
談会を実施し ている。
平成 年度以 降の支援
策は極めて重 要な政策
課題であり、 経営協議
会で会社と議 論を行う
とともに、Ｊ Ｒ連合等
と連携して国 への働き
かけに取り組んでいく。
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嶋田副執行委員長

複線区間でのワ ンマ
ン列車は、中止し ない
のであれば信用降 車型
ワンマンに変更す べき
という内容を会社 に申
し入れている。信 用降
車型ワンマン列車 は運
転士がホーム側に 移動
してドア開閉を行 うた
め、誤開扉の可能 性も
殆どなく安全性は 優位
と考える。しかし 会社
は、運転席に座っ たま
まワンマンドア開 閉ス
イッチを扱うワン マン
列車でも問題は無 いと
の考えで、議論は 平行
線のままである。
貞光駅のワンマ ンミ
ラー視認性の問題 につ
いては、運転部会 でも
意見が出され、早 急に
改善するよう会社 に申
し入れている。会 社は
今月中に、取替に むけ
ての調査と検討を 行う
予定と聞いている。
女性へのズボン 貸与
については、業務 上必
要である旨を現場 長経
由で本社に上申すれば、
ズボンが貸与され るよ
う会社と整理している。

幸副執行委員長

青女議長専従化 につ
いて、青女の思い は理
解する。しかし、 現在
大量退職時代を迎 え組
合費収入が減少し てお
り、さらに今後も 収入
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尾之上代議員
（徳島支部）

不規則な勤務が 原因に たい。入社 ５年以内で 引き続 き会社に求めて
あると考えられ る。女 あれば青女 のレクに参 いく。
性に活躍しても らうた 加可能とす るなど、特
新人 事賃金制度につ
めにも、働き方 の改善 例措置を設けてほしい。 いては 、日々努力し続
今年度よ り高知運転 ける社 員がより高い意
を要請する。
所に女性車 掌が配属さ 欲を持 って働けるよう
れた。女性 が働くこと に昇格 ・昇職者数を最
河野特別代議員
（青年女性会議） ができる職 場を整備し 大限確 保するように会
て頂いたこ とにお礼を 社に求 めている。あわ
申し上げる とともに、 せて、 若手社員に昇給
女性車掌を見かけたら、 号俸の 逓減が多く発生
温かい言葉 をかけて励 してい るという実情も
ましてほしい。
引き続 き会社に伝えた
い。会 社は、導入から
大谷書記長
年が 経過し検証も必
車掌科当 直助役の日 要と考 えているようだ
勤化につい ては、徳島 が、制 度の見直しまで
運転所も大 規模職場で は考え ていない。若手
ユ ニ オ ン ス ク ー ル あるため、 現場の実態 社員を しっかり指導し
「ユースコース 」につ を訴えていきたい。
フォロ ーする体制や公
いて、「フレッ シュマ
期末手当 交渉につい 平公正な試験を実施し、
ンコース」に参 加でき ては、豪雨 災害をはじ 頑張っ た人が報われる
なかった人を対 象に初 め会社を取 り巻く環境 制度と なるよう取り組
めて開催された が、参 もあり厳し い交渉が想 んでいきたい。
加者からはこの ような 定されるが 、組合員の
学習会があれば 積極的 日々の安全 及び収入確 森安執行委員
に参加したいと いう意 保に向けた 取り組みに
ユニ オンスクールに
見が多かったの で、今 加え、今回 の災害発生 ついて は、今回提起し
後も継続して開 催して に伴う復旧 に向けた奮 た各コ ースを開催した
ほしい。
闘を強く訴 え、良い結 いと考 えているので、
自動車支部には 歳 果を出したい。
積極的 な参加をお願い
代の社員が少ないため、 業務用タ ブレットの したい。
大半の社員が青 女の活 導入につい ては、経営
新幹 線導入に関する
動に参加できていない。 協議会でも訴えている。 各県の動向については、
対象年齢の引き 上げは タブレット の価格が落 徳島県 にとっては紀淡
難しいと聞いているが、 ち着き、シ ステムの導 海峡ル ートが関西に直
フレッシュマン コース 入も容易に なったこと 結する ルートの一つで
など学習の機会 を増や から、引き 続き導入を あるな ど、四国４県で
してほしい。
求めていきたい。
それぞ れの考え方はあ
不妊治療 の有給化に るが、 それでは四国が
矢野特別代議員
ついては、 秋の団体交 ばらば らになってしま
（青年女性会議） 渉でもしっ かり訴えて う。４ 県が足並みを揃
いきたい。
えて、 既存の瀬戸大橋
駅務サポ ートマネー を活用 した費用対効果
ジャーにつ いては、管 の高い ルートを求めて
理駅単位で駅のリーダー いかな いと、国も動か
的社員が月 １回程度の ない。
日勤で助役 ・主任のサ
女性 の働き方につい
ポートや、 契約社員の てアン ケートを実施し
指導をする と聞いてい て頂い たことにお礼を
る。会社は 将来的に要 申し上 げる。頂いた意
員化したい と考えてい 見を踏 まえて、女性が
るが、現状 では要員不 働きや すい職場や制度
足もあり試 行的に実施 改善に 向け会社と議論
するとのこ とである。 していきたい。
今後の職場 からの意見
青女議長については、
や動向を見 極め、手当 政策課 題解決に向けて
交渉を行いたい。
ＪＲ連 合に専従者を派
子育てを 支援する制 遣すること等を踏まえ、
度の充実に ついては、 青女議 長の専従指定を
30

20

青年女性会議 議長の
専従化について は、多
くのメリットが あると
考えており、再 専従化
を検討してほしい。
中途採用者など 、
歳を超えて入社 する社
員が青女のレク に参加
できない状況を なくし
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女性の駅係員の制 服
はスカートが原則となっ
て いるが、車いすの お
客 様の介助やポスタ ー
掲 出などで不便であ る
ほ か、冬場は防寒性 が
低 い。女性社員もズ ボ
ン を着用できるよう に
してほしい。

ラーの 視認性について 福岡特別代議員
意見が あったにもかか
（青年女性会議）
組合員本 人及び配偶 わらず、改善されなかっ
者が不妊治 療を行う際 たのが 原因と考える。
に使用でき る有給休暇 信用降 車型ワンマン列
車の拡 大が進められる
の新設を求める。
徳島運転所車 掌科の
駅務サポ ートマネー 中、ワ ンマン列車の安
当直業務は、当 直助役 ジャーにつ いて、駅係 全性の 見直しを行うべ
３名で運用して いるた 員の技術継 承を担うた きである。
め、長期の休暇 を取得 めに制度が 新設された
しにくい。休暇 を取得 が、指定さ れた社員は 髙木特別代議員
しやすくするた めに、 各駅を巡回 するなど負
（青年女性会議）
日勤の助役を配 置する 担が大きい ことから、
新人事賃金制度に つ
よう提案する。 定年退 手当の新設を要請する。
い て、制度の検証を 前
職後の再雇用先 にも適
向きに検討してほしい。
していると考える。
ま た、若手世代の等 級
大西特別代議員
四国新幹線について、
試 験合格者数を増や す
（運転部会）
先日、地元紙に 「徳島
な ど、若手のモチベ ー
県は紀淡海峡を 通り関
シ ョンを向上させる 施
西と四国を結ぶ ルート
策をお願いしたい。
の実現に力を入 れてい
新たな支援策につ い
る」とあったが 、知っ
て 、昨年の海岸寺駅 ～
ていることがあ れば教
ワー ク・ライフ・バ 詫間駅間の護岸損傷や、
えてほしい。
ランスの実現に向けて、 先日の西日本豪雨など、
フレッ クスタイムや時 Ｊ Ｒ四国管内では大 き
宮地代議員
間単位 年休の導入を要 な災害が発生している。
（高知支部）
請する。
そ のような中、平成
年 度の経営自立計画 以
複線区間 のワンマン
後 は厳しい経営状況 が
列車につい ては安全性 谷井特別代議員
が担保され ていないた
（青年女性会議） 想 定される。ＪＲ北 海
道 に対する新たな支 援
め、全てを 信用降車型
が 決定したとの報道 も
ワンマン列 車に変更さ
あ るが、今後、安定 し
れたい。ワ ンマン手当
た収益の確保や鉄道ネッ
などのコス トは変わら
トワークのあり方など、
ないことか ら、変更は
若 手組合員が不安を 持
可能と考える。
た ずに済む雇用の維 持
線路脇の 樹木伐採に
や 、ＪＲ四国の経営 を
ついて、倒 木や倒竹で
底 支えする経営安定 基
お客様が負 傷する事象
金 の上乗せ、助成金 な
が発生して いる。脱線
や転覆の恐 れもあるこ
育児 に関する各種制 ど の取り組みがあれ ば
とから、伐 採の取り組 度の改 善が図られてい 教えてほしい。
香川支部青女はア ン
みをさらに 進めてほし るが、 それらをまとめ
た冊子 を各職場に配付 ケ ート調査を実施し 、
い。
してほしい。あわせて、 結 婚や出産後に現場 復
組合の ホームページで 帰 したいかを尋ねた と
北岡特別代議員
（運転部会） 会社の 制度や国の支援 こ ろ 、 日 勤 職 場 で は
貞光駅で お客様の積 を紹介 してほしい。制 「 はい」と言う回答 が
み残しが発 生した。運 度を知 らずに退職する 多 かった一方で、乗 務
転部会でも ワンマンミ ことが ないよう対策を 員 職場では「難しい 」
と の回答が多かった 。
要請する。
期末手当につ いて、
会社を取り巻く 環境は
厳しいが、組合 員が納
得する回答を獲 得でき
るよう交渉に取 り組ん
でほしい。
社長の挨拶に もあっ
たが、会社は「 現場力
の強化」に取り 組むと
していることか ら、社
員の業務を支援するハー
ド対策として、 業務用
タブレットの導 入を要
請する。
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10

ＪＲ四国労組組合員
の半数以上は国鉄改革
を経験していないＪＲ
採用者となった。さら
に、今後数年間で多く
の国鉄採用の先輩組合
員は退職を迎える。こ
れまでの間、先輩方々
が築いてきた民主的な

16

を引き出したこと、ま
た、年齢別による保障
基本給の改善やエキス
パート組合員の働き方
に関しても改善が図ら
れたことなど、一定の
成果は得られた。
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、
定期昇給確保とあわせ、
年令給や異動に伴う住
居の扱い等の諸制度改
善に向け、引き続き検
討する旨の回答を得た
こと等、一定の成果を
得られたと考える。
次に迎える２０１９
春闘においても、取り
巻く情勢は厳しくなる
と予想されるが、連合・
ＪＲ連合方針を基本に、
賃金は最大の労働条件
との認識で、ベア獲得
に向け全力で取り組む。
あわ せて 、今 年秋 の
「総合労働協約改訂交
渉」時も含めて、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。
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頂
いたほか、各支部より
提出された改善項目と
あわせ、一つでも二つ
でも多くの制度改善が
図られ、組合員の皆さ
んの労働環境が少しで
も良くなるよう、全力
で交渉の強化を図っい
く。
あわせて、労働環境
改善のためには、政策

課題の解決に向けた取
り組みも重要である。
議案書に記載した「経
営の安定化、将来の持
続的な交通体系の構築」
をはじめとする諸課題
の解決に向け、ＪＲ連
合・交運労協、ＪＲ連
合国会議員懇談会や四
国の鉄道を考える国会
議員連絡会等との連携
を強化していく。
ＪＲ四国においては、
「四国における鉄道ネッ
トワークのあり方に関
する懇談会Ⅱ」が昨年
７月に立ち上げられ、
まさにＪＲ四国の鉄道
路線をどのように維持・
活性化すべきかという
ことを、議論し始めた
ところである。
鉄道の高速化に向け
た取り組みに加え、今
回の豪雨災害によって、
地域における鉄道の社
会資本としての重要性・
必要性が再認識される
一方で、経営基盤の脆
弱なＪＲ四国にとって、
自然災害による復旧費
用の増大と収入の減少
が経営に与えるダメー
ジは計り知れない。さ
らなる復旧支援の拡充
と老朽化対策への支援
を含め、あわせて、治
山・治水事業の推進に
よる地域の防災対策の
強化といった総合的対
処も必要である。
各種政策課題の解決、
労働環境の改善に向け、
本部としても全力で取
り組む。
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その他
・平成 年７月豪雨に
係る被災状況調査に
ついて
・次期（第２回）執行
委員会の開催につい
て
・その他

・日

≪本 社 支 部 ≫

≪愛 媛 支 部 ≫

≪香 川 支 部 ≫

≪自動車支部≫

≪徳 島 支 部 ≫

平成 年７月豪雨等

被災者救援
カンパのお願い

平成 年７月豪雨で
は四国をはじめ西日本
の広い範囲で河川の氾
濫や浸水、土砂災害な
ど、甚大な被害が発生
しました。また、６月
の大阪北部地震でも家
屋損壊などの被害が発
生しました。
ＪＲ四国労組は、Ｊ
Ｒ連合と連携し、困難
な生活に直面している
被災組合員への支援並
びに連合を通じた被災
地域への義援金として、
救援カンパを実施しま
す。組合員の皆様には、
取り組みの主旨をご理
解頂き、ご協力くださ
いますようお願い申し
上げます。
（詳しくは、ＪＲ四国
労組発第３号をご覧
ください）

ホテルクレメント徳島

４日（火）１３：３０～

９月

ホテルアネシス瀬戸大橋

３日（月）１４：３０～

ホテルアネシス瀬戸大橋

２日（日）１３：００～

東京第一ホテル松山

８月２８日（火）１４：００～

高松東急ＲＥＩホテル

８月２７日（月）１８：３０～

高知城ホール

８月２５日（土）１４：００～

※詳しくはＪＲ四国労組発第１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。

９月

労 働 運 動 を 展 開 す る もに様々な支援活動や
「ＪＲ四国労組」とい 宣伝活動に参画し、民
う組織を、今後もさら 主化闘争の勝利に向け
に充実・強化していく 取り組んでいく。
取り組みは重要である。
近い将来、ＪＲ四国労 労働環境の
組の運営はＪＲ採用組
改善について
合員で行うこととなる
今年の２０１８春季
ため、将来の組織運営 生活闘争については、
を見据え、過去の運動 連合・ＪＲ連合の方針
に対する正しい歴史認 を踏まえ、ベア獲得と
識や結成理念等を知っ 月例賃金の引き上げに
ておく必要は十分にあ 徹底的にこだわった取
る。これらを次代に継 り組みを展開したが、
承していくためにも、 ベア獲得には至らなかっ
分会・支部での集会を た。ＪＲ四国において
はじめ、ユニオンスクー は、鉄道運輸収入は事
ル等の教育活動の場を 業計画を上回る水準で
通じ、組織の充実・強 推移しているものの、
化を図っていく。
通期の業績予想として、
また、青年女性会議 営業損益は支援策の活
組合員は８００名を越 用に伴う修繕費が高い
え、ＪＲ四国労組組合 水準で維持しているこ
員の ％を超えている。 とから、５期連続で１
本部としても青年女性 ００億円を超える赤字
会議組合員を含めた若 が見込まれることや、
手組合員の育成・強化 平成 年以降をみても、
に最大限取り組み、次 対抗輸送機関との競争
代を担うリーダーの育 激化継続や少子高齢化
成に取り組んでいく。 の進展、さらには大き
一企業・一組合に向 な営業施策が無い中で、
けては、これまで同様、 長期人件費に多大に影
新入社員の全員加入を 響与えるベースアップ
目指し取り組むととも を実施できる状況では
に、近年増加傾向にあ ないという会社の姿勢
る中途採用の社員につ は変わらなかった。
いても、当該支部・分
しかし、総合生活改
会と協力の上、全員加 善闘争として取り組ん
入に向け取り組む。
だ結果、超過勤務手当
民主化闘争関係につ 単価の増額や、育児・
いては、東の地におい 介護に関する制度に関
て大きな転換期を迎え し、数項目で新設や改
ている。今後の動向を 善が図られたこと、同
見極め、ＪＲ連合に結 時要求した夏季手当で
集する全ての仲間とと 昨年実績を上回る回答

第１回本部執行委員 【議事】
会は、８月３日（金） ①平成 年度任務分担
定期大会終了後、ホテ
について
ルアネシス瀬戸大橋で ②平成 年度各種委員
開催された。
会等名簿について
経過報告及び議事は ③年間スケジュールに
次のとおり。
ついて
④第１回業務対策委員
会の開催について
回 ⑤平成 年度教育・広
報委員会の開催につ

≪高 知 支 部 ≫

ＪＲ四国労組では、入社５年以内の組合員を
対象としたユニオンスクール「フレッシュマ
ンコース」を開催します。講義や課外活動を
通じて、ＪＲ四国労組への参画意識を高める
ことを目的としています。
皆さんの参加をお待ちしています。

【各支部定期大会開催日程】

ユニオンスクール
「フレッシュマンコース」開催！
30

30

時：平成３０年９月２１日（金）
～２２日（土）
・場 所：ル・ポール粟島（香川県三豊市）
・対象者：入社５年以内
（平成２６～３０年入社）の組合員

９月

30

30

30

30

30

30

【経過報告】
・ＪＲ四国労組第
定期大会

37

度、意思統一し、今後
も気を緩めることなく
取り組んで行かなけれ
ばならない。本部とし
ても、各支部・分会、
各部会との連携を強化
し、引き続き「安全の
追求」というテーマを
最重要課題に掲げ、労
働組合の強みである働
く者の視点で、それぞ
れの職場における安全・
事故防止に関する諸課
題に対し、経営協議会
等のあらゆる場を通じ
て解決を図り、安全に
対する意識の高揚に努
めるとともに、実効性
の高い安全の確立の取
り組みを着実に推進し
ていく。
あわせて、自らの安
全が守れないで、お客
安全・安定・安心
輸送の確立について 様の安全は守れないと
の立場で、組合員の死
亡事故、重大労災を撲
滅するために、危険箇
所や危険作業の点検等
を行い、グループ会社
を含めた、全てのＪＲ
関係労働者の「死亡事
故・重大労災ゼロ」を
引き続き目指す。
私たち輸送業務に携
わる者の最大の使命は
「安全・安定・安心輸
送の確保」である。安
全こそ最大のサービス
であり、何よりも優先
して取り組むべき課題
である。ＪＲ四国労組
はこれまでも「安全の
確保」を運動方針の柱
に据え取り組んできた。
しかし残念ながら、依
然として安全を確保す
る上で看過できない事
象も発生している。
労働組合として、安
全を最優先する職場風
土、企業風土を創り上
げるため、「安全の追
及に妥協はない」とい
うことを全組合員で再

として橋本敏男高知県
議会議員の加入を承認
するとともに、この間
の経過報告、会計報告、
今年度の取り組みにつ
いて説明があり、活発
な議論が展開された。
ＪＲ四国労組は、今
後も議員団会議との連
携を密にし、様々な政
策課題の解決に向け取
り組むこととする。
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組織の強 化・拡大 の
取り組みについて

８月１日（水） 時
から本部１階会議室に
おいて、ＪＲ四国労組
議員団会議第 回総会
が開催された。
冒頭、井上団長から、
４月 日に投開票が行
われた土佐市議会議員
選挙における江渕幹事
長の 期目の当選が報
告された。
議事では、新規会員
22
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