② 緊急呼出手当の適用範囲拡大

・緊急の場合は呼び出しの事由に関わらず手当を支給

③ 人事異動の事前通知日数の一部見直し

・動力車乗務員・車掌研修の終了に伴う発令の事前通知を14日前に

④ サポーター社員（時給適用者）の賃金引き上げ

・駅勤務者等の基本賃金を30円引き上げ
・職種等に「事業開発本部（通販担当）」を新設

⑥ 無期雇用転換時期の不公平を是正

・平成31年４月１日から無期雇用契約に転換（平成25年４月１日以降
に締結・更新した雇用契約が通算５年を超える者が希望する場合）

⑦ 有期契約社員時に付与された年休の取り扱いを改善

⑧ 賃金計算に伴う時間計算の取り扱いを改善

ジェイアール四国バス

① 脳健診受診対象者の拡大（検診費全額会社負担）

・45歳以上50歳未満で特定項目の治療中または各数値が規定値を
超える者全員を対象に

意味でも『休み方改革』
であり、そのことをしっ
かり認識し検討すべきで
ある。また、労働力不足
を踏まえると、初任給改
善や 歳以上の基本給支
給率の見直し、さらには
各種手当についても改善
を図るべきである」と訴
えた。その上で「厳しい
経営状況は理解するが、
ＪＲ四国労組は責任組合
として『安全・安定輸送
の確保』や諸施策への理
解、政策課題解決に向け
取り組んでいる。組合員
のモチベーションを維持
し輸送業務を遂行するた

・社員の保存休暇に累積される失効年休に契約社員時に付与された
年休を含める
・無期契約社員の保存休暇も同様の取り扱いに

55

・１ヵ月単位で１時間未満の端数整理（分単位）は行わない

の改善』の３項目につい
ても、これまで組合が主
張していた内容が反映さ
れており、多くの項目で
改善を図ることができた。
組合は「今回の交渉で
は多くの項目で改善が図
られたが、改善されなかっ
た各種手当及び賃金につ
いても、今後も組合員の
声を踏まえ引き続きしっ
かり要求していく。特に
年間休日増については、
要員需給や経費増のため
実施が困難との回答であ
るが、国民の祝日増にあ
わせ対応するべきである。
働き方改革は休養を取る

⑤ 契約社員の大幅な勤務制度改善

めにも、『人への投資』
をしっかり行うべきであ
３
項
目
を改善し妥結
る」との考え方を示した。
︵ジェイアール四国バス︶
交渉終了後、業務対策
ジェイアール四国バス の受診対象者の拡大や受
委員会を開催し、今回の
内容については一定の改 との総合労働協約改定交 診に伴う日の保存休暇適
善が図られたと判断し、 渉は、８月 日の１回目 用など、組合員の健康管
に続き、９月 日に２回 理に対する会社の配慮は
同日 時に妥結した。
目の団体交渉を行った。 大きく評価する。あわせ
今回申し入れた要求項 て、昨年に引き続き再雇
協定は６ヵ月の
期間で締結 目のうち、『脳健診受診 用者の賃金改善が図られ
対象者の拡大』『保存休 たことも組合の主張が反
暇の適用範囲の拡大（脳 映されたと考える。しか
健診受診時等）』『再雇 しながら、年令給・職能
用契約社員の賃金改善』 給については改善が図ら
について、会社側から回 れないことから、今後は
答を引き出すことができ 無期雇用転換者も含め、
組合員がやる気を持って
た。
組合は「今回の脳健診 就労できる制度への改善
36

協定については、２
回目の交渉において 協
定違反防止の取り組みを
図るとともに、特別条項
の見直しについて議論し
た。あわせて、会社より、
来年の労働基準法改正等
を見据え、労働時間管理
の徹底を図る考えが示さ
れたことから、 月以降
６ヵ月の期間で締結した。

13

30
・保存休暇の該当事由項目に、脳検診を受診する場合を追加

③ 準組合員（再雇用契約社員）の賃金改善

・シニアＢ及びＣ（構内運転係、デスク、営業係、清掃係）の
時給を25円引き上げ

10

※詳しくは、ＪＲ四国労組ニュース№２～５及びＪＲ四国労組自動車支部ニュー
ス№15、２を参照

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、各種制
度の改善が図られたこと
から同日妥結した。

観音寺バスプラザ
廃止は議論を継続

交渉終了後、会社側か
ら「観音寺バスプラザ廃
止」について説明があっ
たことから、今後、解明
要求を申し入れ、議論を
継続することを確認した。

④ＪＲ連合第 回賃金実
態調査の実施について
⑤職場諸問題の集約につ
いて
⑥四国交運労協定期総会
の開催について
⑦第 回ゴルフ大会の開
催について
⑧第７回ドッジボール大
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
・分会大会の開催日程に
ついて
・次期（第４回）執行委
員会の開催について
・その他

30

28

25

17

36

36

② 保存休暇の適用範囲の拡大（脳健診受診時等）

総合労働協約改訂交渉 妥結！

・添乗旅費の増額（現行2,300円→国内3,600円、修学旅行4,600円）
・添乗業務を行う日は原則として添乗業務以外に従事させない
従事させる場合は時間外労働として超過勤務手当を支給

『緊急呼出手当の適用範
囲拡大』『人事異動の事
前通知日数の一部見直し』
『無期雇用転換時期の不
公平の是正』『有期契約
社員時に付与された年休
の取り扱いの改善』の５
項目について会社側から
回答を引き出すことがで
きた。あわせて、１回目
の交渉で会社側から回答
があった『サポーター社
員の賃金引き上げ』『契
約社員等の大幅な勤務制
度の改善』『賃金計算に
伴う時間計算の取り扱い

・契約社員の有給休暇（結婚・忌引等）の新設、諸手当の改善
・エキスパート社員の有給休暇（結婚等）等の新設

８項目を改善し妥結︵ＪＲ四国︶

① 添乗旅費増額を含む添乗業務の改善

総合労働協約改訂交渉
は、８月 日の１回目、
９月 日の２回目に続き、
９月 日に３回目の団体
交渉を行った。
組合は、会社を取り巻
く状況が厳しい中にあっ
ても、「安全・安定輸送
の確保」を第一に、豪雨
災害に対する懸命な復旧
作業やお客様対応などに
奮闘する組合員の努力を
訴えてきたが、その結果、
今回申し入れた要求項目
のうち『添乗旅費増額を
含む添乗業 務の改善』
28

ＪＲ四国

28

19

９月 日（金） 時
（青女）
分より、本部１階会議室 ・アクティブユース
において第３回本部執行 （共闘）
委員会が開催された。
・大阪北部地震・平成
経過報告と議事につい
年７月豪雨災害カンパ
ては次のとおり。
（１次集約）について
（ＪＲ連合）
・労働政策委員会
・中期労働政策ビジョン
策定ＰＴ
・組織戦略会議
・教育・広報担当者会議
・安全対策委員会
・グループ労組連絡会定
期総会
・青年・女性委員会定期
総会
【議 事】
①政治委員会
②平成 年度「契約社員
賃金引上げ」の妥結承
認について（ＪＲ四国）
③平成 年度「年末手当・
賞与」要求の基本的な
考え方について（ＪＲ
四国・ジェイアール四
国バス）
14

【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）
（支部大会）
・高知、本社、愛媛、香
川、自動車
（情宣）
・教育・広報委員会
（レク）
・サークル協議会運営委
員会
（部会）
・部会三役会議
（自動車）
・高速バス車両火災発生
について

30

30

20 12

今回の改善項目と主な内容

10

山本
事務長 川﨑
【徳島支部】
議 長 山地
副議長 兼元
伊藤
事務長 戎井

翼
涼平
竜太郎
駿
大輝
紀貴

今後の定期委員会の予
定は次のとおり。
・香川支部青年女性会議
月 日（日）
・愛媛支部青年女性会議
月 日（土）
・自動車支部青年女性会議
月２日（金）

富士山の森づくり
ボランティア

なわれた森林を再生する
ため計画的に広葉樹を植
林する活動で、様々な企
業や団体が参画して実施
しています。
当日は、台風一過の快
晴となり暑い日差しが降
り注ぐ中、参加者は汗を
拭いながら、除伐や下刈
作業を行いました。

早川町地域活性化
ボランティア

15

21

10

27

21

入った。
代議員からは、要員不
足の解消、賃金や制度改
善等の労働条件改善の取
り組み、男女平等参画の
取り組み、新幹線導入な
ど政策課題解決の取り組
み等について質問や意見 の男女平等参画推進、働
があり、執行部の答弁の き方改革等について発言
後、全体の拍手をもって があり、常任委員会によ
採択され、最後に井内執 る答弁の後、満場一致で
行委員長の団結ガンバロー 全ての議事が承認された。
で終了した。
なお、役員改選により
選出された各支部の新三
役は次のとおり。
【本社支部】
議 長 谷井 俊輝
副議長 髙木 雄也
西澤 朋未
収入の確保、政策課題解
事務長 谷角 卓也
決の取り組み、職場諸問 【高知支部】
議 長 矢野 宏樹
題をはじめとする労働条
副議長 上甲 健登
件改善、設備や制度など

いて地域活性化ボランティ
ア活動を行いました。Ｊ
Ｒ連合役職員、ＪＲ北労
組、ＪＲイーストユニオ
ン、ＪＲ東海ユニオンの
組合員とともに、ＪＲ四
国労組からは森安執行委
員、笠岡青年女性会議副
議長が参加しました。
同活動は、ＪＲ連合の
「地域社会とのパートナー
シップ」具体化の一つと
して、地元ＮＰＯと連携
し、平成 年から実施し
ています。
１日目は雨天のため用
具整備のみとなりました
が、２日目は晴天に恵ま
れ、地域の方々とともに
空き地の草刈り、道路や
用水路の清掃、獣害防止
電気柵のツル切りなどの
作業を行いました。
作業終了後には、地区
の皆さんと交流会を開催
し、地域の方々から振る
舞っていただいた手料理
に舌鼓を打ちながら談笑
し、ボランティア活動を
無事に終えました。

アドレス http://jrsu.jrsis.com/
ＱＲコードでアクセス!! →

16

参加申し込みは各支部まで！！

ＪＲ四国労組青年女性
会議の各支部定期委員会
は、９月 日（金）の本
社支部を皮切りに、９月
日（土）に高知支部、
月２日（火）に徳島支
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・安定輸送の確立、

22

20

ＪＲ四国労組新聞・各種ニュースなどを
パソコン・スマートフォンで閲覧できます！

25

ＪＲ連合は、８月 日
（土）、山梨県鳴沢村に
おいて、「富士山の森づ
くり」プロジェクトのボ
ランティア活動を行いま
した。当日は、ＪＲ連合
役職員や各単組の組合員
や家族とともに、ＪＲ四
国労組の組合員も参加す
るなど、総勢 名が集ま
りました。
ＪＲ連合は、９月 日
同プロジェクトは、公
益財団法人オイスカが中 （土）～ 日（日）にか
心となり、虫害により損 けて、山梨県早川町にお

TEL 0877-45-6670

10 29

革期を迎える中、支援単
組としてＪＲ連合に結集
する仲間とともに民主化
闘争完遂に向けて連携し
ていく」と訴えた。最後
に、集会アピールを採択
して終了した。
また、翌朝には街頭で
ビラ配布行動を実施し、
自由で民主的な労働運動
に結集するよう訴えた。

香川県坂出市入船町2丁目1-59

14

26

10

11

夕食交流会ではバーベ
キューを囲み、参加者は
仕事からプライベートま
で、様々な話題で意見を
交わし、日頃、交流の少
ションから始まり、受講 ない他職場やグループ労
生は「労働組合の基本」 組の組合員との親睦を図っ
「ＪＲ四国労組の取り組 た。
み」「ＪＲ四国労組の歴
史」「組合と共済活動の
関わり」について、中濱
執行委員長、嶋田副執行
委員長、大谷書記長、森
安教育部長らの講義を受
け、基礎知識を学びレベ
ルアップを図った。
あわせて、ＪＲ連合か
ら中村交通政策部長を迎
え「ＪＲ連合の取り組み」
についてご講義いただい
た。

ＪＲ四国労組ホームページをご存知ですか？

75

第７回ドッジボール大会の
開催について

30

13

30

「民主化闘争は未加入者
へのアプローチという異
なるフェーズに突入した」
との問題提起があった。
続いて、各単組から決
意表明が行われ、ＪＲ四
国労組を代表して嶋田副
執行委員長は「大きな変

９月 日（金）、 日
（土）の２日間、香川県
三豊市の海員学校跡「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（ジェイアー
ル四国メンテナンス労組
３名を含む）、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

坂出市立体育館

ところ

１３：４０集合

１２月１６日(日)

き

と
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33

43

各支部定期大会は、台 徳島」において、代議員、
風の影響により延期となっ 特別代議員、傍聴者、来
ていた徳島支部を最後に 賓の出席のもと盛大に開
全支部の日程を終了した。 催された。
大会は 時 分から始
まり、資格審査委員長に
よる大会成立宣言の後、
議長に徳島運転所分会の
福岡代議員が選出された。
井内執行委員長は冒頭
の挨拶で、安全・安定輸
送の確立、組織の強化・
拡大、労働条件の改善及
び政治共闘の取り組みに
ついて所見を述べた。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
活動経過報告、会計報告、
徳島支部第 回定期大 会計監査報告が行われ、
会は、９月 日（金）徳 平成 年度活動方針案と
島市「ホテルクレメント 予算案が提起され質疑に

10

33

28

月 日（火）東京都
港区「田町交通ビル」に
おいて、総勢約３００名
が参加し、ＪＲ連合主催
による「ＪＲ産業の発展
にむけ民主的労働組合・
労使関係を築く総決起集
会」が開催され、ＪＲ四
国労組からも 名の組合
員が参加した。
冒頭の挨拶で、ＪＲ連
合の松岡会長は「安全の
確立を最優先に、自由で
民主的な労働運動を展開
しよう」と呼びかけた。
その後、ＪＲ連合の取り
組みが報告されるととも
に、ノンフィクションラ
イターの西岡研介氏から
10

