○ 申第９号「平成30年度準組合員（契約社員）の年末一時金の要求について」
１ パートナー社員（月給・日給適用者）の要求額
(1) 基準額

モチベーションの低下を
避けるためにも、誠意あ
る回答を求める」と強く
訴え、交渉を継続するこ
ととした。
また、 月 日にはジェ
イアール四国バスと１回
目の団体交渉を行い、要
求の趣旨説明を行った。
会社側からは「大阪北部
地震や台風の影響により
輸送人員は対前年比 ．
６％となり、さらに動力
10

調査期間内の勤務日数
四国地区
大阪地区
列車乗務員 アテンダント
65日以上120日未満
79,000円
100,000円
89,000円
89,000円
120日以上
158,000円
200,000円
178,000円
178,000円
(2) 加算額
基準額該当者で契約更新が３回以上ある準組合員（契約社員）に10,000円加算
２ 支払日
平成30年12月７日（金）
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ジェイアール四国バス
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○ 申第10号「平成30年度年末賞与の要求について」
１ 要求額
基本給額の３.０ヵ月分
２ 支払日
平成30年12月７日（金）

費の高騰や減価償却費の
増加等が想定される状況
の中、会社の体力及び貴
側の要求主旨を踏まえ鋭
意検討する」旨の考えが
示された。これに対し組
合は「組合員は日夜『安
全運行』を第一義に懸命
に取り組んでおり、その
努力に報いるためにも誠
意ある回答を求める」と
強く訴え、交渉を継続す
ることとした。

○ 申第11号「平成30年度準組合員（契約社員）の年末賞与の要求について」
１ 要求額
(1) パートナー社員（定年退職再雇用者・月給・日給適用者）
① 契約基本賃金の３.０ヵ月分
② 加算額
基準額該当者で契約更新が３回以上ある者は5,000円加算
(2) サポーター社員（時給適用者）
① 基準額
調査期間内の労働時間
支給額
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髙野会長に出席頂き、全
国の退職者連絡会の動向
について報告を受け、連
帯の挨拶を頂きました。
議事では、一般経過報
告、会計報告、会計監査
報告、活動方針（案）及
び予算（案）の提起を受
け、活発な質疑の後、満
場一致で全ての議事が承
認されました。
また、役員改選では長
年にわたり会長を務めた
西山会長が退任され、新
たに清水会長が選出され
10

（詳しくは、ＪＲ四国労組ニュース№７、ＪＲ四国労組自動車支部ニュース№３を参照）

月 日（木） 時
分より本部１階会議室に
おいて、「ＪＲ四国労組
退職者連絡会第 回総会」
が開催されました。
幹事会には四国各地よ
り役員及び各県代表の委
員が出席する中、西山会
長は冒頭の挨拶で「退職
者相互の連携を図るとと
もに、現職の組合員をしっ
かり応援していこう」と
所見を述べました。
総会には、来賓として
ＪＲ連合退職者連絡会の
15

② 加算額
基準額該当者で契約更新が３回以上ある者は5,000円加算
２ 支払日
平成30年12月７日（金）

10

20

25

11

ました。
なお、新三役は次のと
おりです。
会
長 清水 和博
副 会 長 山下 敏行
真辺 政昭
事務局長 友成 恵司

・第１回組織対策委員会
（共闘）
・中央交運労協定期総会
（ＪＲ連合）
・政治担当者会議
・男女平等参画推進委員
会
・自動車連絡会総会
・労働政策委員会
・新中期労働政策ビジョ
ン策定ＰＴ
・民主化闘争総決起集会
【議 事】
①平成 年度「契約社員
賃金引上げ」の妥結承
認について（自動車）
②平成 年度「年末手当・
賞与」要求書の提出に
ついて
③ユニオンスクール「レ
ベルアップコース」の
開催について
④ＪＲバス関係労働者に
おける賃金・労働条件
実態調査の実施につい
て
⑤「ＪＲ四国グループ労
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組連合会第 回定期大
会」の開催について
⑥「 世紀の鉄道を考え
る議員フォーラム」第
回総会の開催等につ
いて
⑦ＪＲ連合「第 回政策
シンポジウム」の開催
について
⑧当面するスケジュール
について
⑨その他
・分会大会の開催日程に
ついて
・「連合・愛のカンパ」
の取り組みについて
・次期（第５回）執行委
員会の開催について

「ＪＲ連合第25回賃金実態調査」は、ＪＲ四国労組
で1,728枚（回収率86.9％）の回答がありました。皆さ
まのご協力ありがとうございました。
調査結果は、2019春闘や今後の賃金政策議論に向け
た貴重なデータとして活用いたします。
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17
○ 申第８号「平成30年度準組合員（エキスパート社員）の年末一時金の要求について」
１ 基礎額
基本賃金及び高年齢調整手当の合計額に２.７を乗じた額
２ 加算金
準組合員（エキスパート社員）全員に10,000円加算
３ 支払日
平成30年12月７日（金）

10

10

○ 申第７号「平成30年度年末手当の要求について」
１ 要求額
基準内賃金の２.３ヵ月分
２ 加算額
年末手当の基準日において、55歳以上の組合員に30,000円加算
３ 支払日
平成30年12月７日（金）

「賃金実態調査」ご協力に感謝！

21

14

が、今年度の中間決算に
おける会社発足以来最低
の鉄道運輸収入や多額の
災害復旧費用など、例年
になく厳しい状況を前提
に交渉せざるを得ない」
との考えが示された。組
合は「組合員は日々『安
全・安定輸送』を継続す
るとともに、災害からの
早期復旧にむけ奮闘し減
収をくい止めた。増収施
策にも取り組んでおり、

18

月 日（土） 時
分より、本部１階会議室
において第４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。
【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（団交）
・総合労働協約改訂等
（ＪＲ四国、ジェイアー
ル四国バス）
（支部大会）
・徳島
（教育）
・ユニオンスクール「フ
レッシュマンコース」
（青女）
・支部青女定期委員会
（本社、高知、徳島）
（調査）
・ＪＲ連合第 回賃金実
態調査の回収結果につ
いて
（組織）
・退職者連絡会総会

30

30

10

56,000円
75,000円
100,000円
120,000円
156,000円
195,000円
350時間未満
450時間未満
550時間未満
750時間未満
950時間未満
240時間以上
350時間以上
450時間以上
550時間以上
750時間以上
950時間以上

ＪＲ四国労組は 月
日、申第７号、申第８号、
申第９号、申第 号及び
申第 号において、ＪＲ
四国及びジェイアール四
国バスに対し年末手当の
要求書を提出した。
月１日にはＪＲ四国
と１回目の団体交渉を行
い、要求の主旨説明を行っ
た。会社側からは「会社
の体力及び貴側の要求主
旨を踏まえ鋭意検討する

ＪＲ四国

11

11

年末手当交渉の要求内容

各支部青年女性会議定
期委員会は、 月 日
（日）の香川支部、 月
日（土）の愛媛支部、
月２日（金）の自動車
支部とそれぞれ開催し、
全支部の日程を終了した。
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、
10

25 28

【香川支部】
議
長 松本
副 議 長 太尾
笠井
清本
経過報告及び活動方針案
事 務 長 前橋
を提起し、各委員からは
【愛媛支部】
安全・安定・安心輸送の
議
長 井上
確立、職場諸問題等の労
副 議 長 秋田
働条件改善、男女平等参
藤岡
画推進、青年女性会議の
岡部
活性化等について発言が
事
務
長 池原
あり、常任委員会による
【
自
動
車
支部】
答弁の後、満場一致で全
議
長 河野
ての議事が承認された。
副 議 長 中矢
なお、各支部の新三役
中東
は次のとおり。
事 務 長 菊内

)

を見送っていた、恒例の
成川サマーキャンプを行
いました。
愛媛名物「いもたき」、
香川名物「骨付鳥」とＢ
ＢＱを囲みながら、運転
区及びメンテナンス出向
者の組合員をはじめ総勢

決意を表明しました。
また、ＪＲ四国連合を
代表して嶋田事務局長は、
駅ビル従事者による今後
の自主的な労働運動に対
する激励と連帯の挨拶を
述べました。
議事では、運動方針
（案）、予算（案）及び
規約が満場一致で採択さ
れるともに、役員選出を
行い執行部体制を確立し
ました。
なお、新三役は次のと
おりです。
執行委員長
安田 祐子
書 記 長 村雲 美砂

名が交流を深めキャン
プを楽しみました。
香川出身の組合員には
初めて「いもたき」を食
べたという人が多く、愛
媛の秋の風物詩を満喫す
ることができました。

今後もレクレーション
を積極的に開催し、組合
員が一丸となって明るい
職場づくりに努めていき
たいと思います。
宇和島運転区分会
田村健太郎

ＪＲ四国労組では、次代を担う若手リーダーの発掘・
育成を目的にユニオンスクール「レベルアップコー
ス」を開講します。皆さんの参加をお待ちしています！

達矢
夏士
聖矢
隆輝
勇治

サマーキャンプを開催！
宇和島運転区分会では、
９月 ～ 日の２日間、
西日本豪雨の影響で開催

ボウル高松に場所を移し
ボウリング大会を開催し
ました。チーム戦により
和気あいあいと交流を深
める事が出来ました。
今後も若い世代が積極
的に参加できるように、
有意義な活動をしていき
ます。
香川支部青年女性会議
福岡
亘

川淳也衆議院議員、山本
悟史香川県議にも駆け付
けて頂き、激励の挨拶を
新入組合員を歓迎！
受けました。
香川支部青年女性会議
午後より、シーサイド
は６月 日（土）に新入
組合員歓迎会を開催しま
した。
歓迎会には総勢 名が
参加し、はじめに学習会
として共済事業や「消費」
「契約」など社会人とし
て心得ておくべき知識や、
ＪＲ四国労組の取り組み
について理解を深めまし
た。また、来賓として小

を行い執行部体制を確立
しました。
なお、新三役は次のと
おりです。
執行委員長
松本 健太
副執行委員長
山下 慎二
宇治橋慶也
書 記 長 北条 沙織
書記次長 土井 大輔
西川
塊

９月５日（水）徳島県
徳島市「ＪＲ徳島駅ター
ミナルビル」において、
ＪＲ徳島駅ビル開発ユニ
オン（略称：徳島駅ビル
ユニオン）結成大会が開
催されました。
結成準備委員会を代表
し安田準備委員長は冒頭
の挨拶で、結成に対する
感謝を述べるとともに、
ＪＲ徳島駅ビル開発に働
く仲間が舵を取り、労働
環境の改善を図っていく
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文也
大介
祐自
恵
匡哉
鎮朗
信乃
大樹
陽介

ホテル及び駅ビルの労
働組合が、運営会社の再
編により新たに労働組合
を統合・結成し、ＪＲ四
国グループ労組に加盟し
ました。今後、労働条件
のさらなる改善に向けて
取り組んでいきます。

ＪＲ徳島駅ビル開発
ユニオン
明しました。
大会には、ＪＲ連合を
代表して北村労働政策部
長、ＪＲ四国連合を代表
して中濱会長が出席し、
結成までの努力に敬意を
表するとともに、今後の
運動への激励と連帯の挨
拶を述べました。
議事では、運動方針
（案）、予算（案）及び
規約が満場一致で採択さ
れるとともに、役員選出

ＪＲ四国ホテルズ
ユニオン

53

９月 日（月）香川県
高松市「ＪＲホテルクレ
メント高松」において、
ＪＲ四国ホテルズユニオ
ン結成大会が開催されま
した。
結成準備委員会を代表
して挨拶に立った横山準
備委員長は、結成に対し
感謝を述べるとともに、
ＪＲ四国ホテルズの高松、
徳島、宇和島の各ホテル
に働く仲間が総結集し運
動を前進させる決意を表

12月15日(土) 14：30～
本部３階会議室
各級青年女性会議役員

日 時
場 所
対象者
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10 21

21

（松山運転所分会）
グロス
ネット ．４
○３ 位
合田匡さん 多
(度津管理駅事業分会 が
)優勝
加瀬谷啓司さん
（高松運転所分会）
ルアウトすることができ
グロス
ました。プレー終了後の
ネット ．２
表彰式では、お互いのプ
レーや成績を話題に談笑 ○ベストグロス
篠﨑 幹男さん
し拍手と笑い声が会場内
（松山運転所分会）
に響くなど、サークル活
グロス
動を通じて親睦と団結を
再認識した大会となりま
した。
なお、成績は次のとお
りです。
○優 勝
合田 匡さん

!!

多
(度津管理駅事業分会
グロス
ネット ．４
○準優勝
野中 孝さん

平成30年12月21日(金)まで
組合員１人30円以上（任意）

詳細はＪＲ四国労組発第24号参照
申込締切：12月３日(月)

◎ 期 間
◎ 目 標

71 87
72 95

83

ユニオンスクール
「レベルアップコース」を開講します！

「連合・愛のカンパ」活
動は、連合に加盟する組合
員が幅広く参加する社会貢
献活動の一環として、ＮＰ
Ｏ・ＮＧＯ団体等への支援
及び自然災害等の被災者へ
の救援・支援を目的に取り
組んでいます。
今年度もみなさんのご協
力をお願いします。
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ＪＲ四国労組本部主催
「第 回ゴルフ大会」は、
月 日（木）香川県坂
出市「高松カントリー倶
楽部」において、組合員
名参加のもと盛大に開
催されました。当日は秋
晴れの絶好のコンディショ
ンとなり、年に一度の大
会に四国各地から集結し
た腕自慢のゴルファーは
意気揚々とコースに向か
いました。
参加者は四国で最も歴
史のある戦略的なコース
に挑み、自らの腕を発揮
すべく楽しみながらプレー
し、全員が怪我なくホー
71 87

23

10

11 27

10

78
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