その結果、 月 日の
交渉において、ＪＲ四国
労組の取り組みを最大限
考慮した１． ヵ月分の
回答を引き出し妥結した。
（詳しくは、ＪＲ四国労
組ニュース№ を参照）

年末手当交渉妥結
を重ねてきた。
ＪＲ四国
交渉では、今年７月の
組合員の努力を強く訴え
豪雨災害の影響により、
１． ヵ月分を獲得！
今年度の中間期における
鉄道運輸収入が会社発足
以来最低となったことに
加え、多額の復旧費用を
要するなど、非常に厳し
い経営状況にあることを
重く受 け止めつつも、
「安全・安定輸送の確保」
を第一義に災害の復旧対
応や増収施策に日々奮闘
してきた組合員の努力を
強く訴えてきた。
本部は、 月 日に
「平成 年度年末手当の
要求（申第７号）」「準
組合員（エキスパート社
員）の年末一時金の要求
（申第８号）」及び「準
組合員（契約社員）の年
末一時金の要求（申第９
号）」を申し入れ、 月
１日の主旨説明以降、要
求の獲得に向け団体交渉

ジェイアール四国バス
粘り強く交渉を重ね
２． ヵ月分を獲得！
本部は、 月 日に
「平成 年度年末賞与の
要求（申第 号）」及び

「準組合員（契約社員）
の年末賞与の要求（申第
号）」を申し入れ、
月 日の主旨説明以降、
要求の獲得に向け団体交
渉を重ねてきた。
今年度の上半期は台風
に伴う運休が発生したも
のの、「安全・安心輸送
の確保」を第一義に効率
化施策等に取り組む組合
員の努力を訴え粘り強く
交渉した。
その結果、 月 日の
交渉において、２． ヵ
月分との回答があり、減
収増益となった経営状況
を踏まえた回答であると
判断し妥結した。
（詳しくは、ＪＲ四国
労組自動車支部ニュー
ス№５を参照）

【議 事】
①平成 年度の年末手当・

月 日（金） 時 （レク）
分より、「第５回本部執 ・ゴルフ大会
行委員会」が開催された。 （政治）
経過報告と議事につい ・四国の鉄道を考える国
ては次のとおり。
会議員連絡会
（共闘）
・四国交運労協定期総会
（ＪＲ連合）
・産業政策委員会
・労働政策委員会
・新中期労働政策ビジョ
ン策定ＰＴ
・組織財政検討委員会
・拡大代表者会議
・地方議員団連絡会総会
・議員フォーラム
11

【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（経営協議会）
・中間決算（ＪＲ四国、
ジェイアール四国バス）
（団体交渉）
・平成 年度の年末手当・
年末賞与（ＪＲ四国、
ジェイアール四国バス）
（青年女性会議）
・支部青女定期委員会
（香川、愛媛、自動車）

年末賞与の妥結承認に ・特別本部委員、傍聴
ついて（ＪＲ四国、ジェ
者及び会場係の取り
イアール四国バス）
扱いについて
②統一地方選挙候補者に ・活動方針骨子（案）
対する推薦申請につい
について
て
⑦交運共済「共済担当者
③ダイヤ改正実施に伴う 会議」の開催について
経営協議会の付議事項 ⑧当面するスケジュール
について
について
④ＪＲ四国労組「新春セ ⑨その他
ミナー」の開催につい ・ＪＲ連合第 回中央
て
委員会の開催につい
⑤ＪＲ四国労組「新春交
て
歓会」の開催について
・分会大会の開催日程
・出席者・招待者につ
について
いて
・第１回男女平等参画
・特別功労者表彰につ
推進委員会の開催に
いて
ついて
⑥ＪＲ四国労組「第 回 ・次期（第６回）執行
定期本部委員会」の開
委員会の開催につい
催について
て
・招集について
・その他

被災された組合員の支援等に役立てられます。

11

向こう一年間の運動方針を議論

皆さまからのカンパは、ＪＲ連合を通じ、

要な役割を担っています。 【コラム】
分会大会で決定した運動
分会大会は、ＪＲ四
方針に沿って、組合員と
国労組の規約により、
のコミュニケーションを
毎年、支部大会の終了
図り、組合員の悩み事や
後３ヵ月以内に開催す
困り事を解決し、より良
ることが定められてい
い職場づくりに取り組む
ます。
ことを要請します。

協力を頂きました。

30

共闘」等について意見が
出されます。全ての議事
が終了した後、分会長に
よる「団結ガンバロー」
で締めくくります。
分会は組合運動の原点
です。分会役員の皆さん
は、本部・支部の役員と
ともに組合運動の中心と
して、職場で働く組合員
のみなさんと密接に関わ
る世話役活動といった重

グループ労組の組合員の多くの皆さまからご

30

30

（案）と予算（案）が提
起され、各職場から集まっ
た代議員による質疑が行
われます。
質疑では、職場におけ
る問題点を中心に「安全・
安定・安心輸送の確立」
「組織の強 化・拡大」
「職場環境の改善」「政
策課題の解決」「政治・

32

災者救援カンパ」に対し、ＪＲ四国労組及び

21

17

17

35

11

83

11

10

10

11

30

ＪＲ四国労組にある
の分会では、向こう一年
間の運動方針を決定する
「分会大会」が順次開催
されています。
分会大会では、執行部
から平成 年度の一般経
過報告、決算報告、会計
監査報告が行われ、その
後、平成 年度運動方針

平成30年７月豪雨等を受けて実施した「被

30

35

においては中間取りまと
め案について地域の理解
を得ることができず、厳
しい状況となっている。
このような状況を理解頂
き、支援をお願いしたい」
と訴えた。
続いて、ＪＲ連合の松
岡会長から、災害復旧を
はじめとする政策課題の
解決に向けた取り組みや、
ＪＲ連合を取り巻く情勢
等について説明があった。
次に、ＪＲ四国の半井
社長から「四国という地
域をどうしていくのか。
鉄道もインフラの一つと
して、活用・維持してい
くために現状を認識頂き、
課題の解決に向けご尽力
をお願いしたい」との挨
拶があった。続いて、会
社から７月の豪雨災害に
伴う被災状況をはじめと
するＪＲ四国の現状、今
後の経営課題及び収入確
保に向けた取り組み等に
ついて説明が受けた後、
出席者による活発な意見
交換が行われた。

「被災者救援カンパ」のお礼

17

ＪＲ四 国の現 状と 課 題について
意見 を 交わ す ！

30

15

!!

10

ＪＲ四国労組は 月
日（月）、衆議院第二議
員会館において、第 回
「四国の鉄道を考える国
会議員連絡会」を開催し
た。
連絡会には加入する国
会議員、ＪＲ連合・ＪＲ

四国労組役員並びに会社
幹部ら総勢 名が出席し、
冒頭、会長に小川衆議院
議員、事務局長に玉木衆
議院議員に就任頂くこと
を確認し議事に入った。
主催者を代表して中濱
執行委員長は「今年は
『平成 年７月
豪雨』や相次ぐ
台風により被災
するとともに、
運休等により大
幅な減収となる
など、その復旧
費用も合わせ、
多額の特別損失
を計上すること
となった。一方、
『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』
19

10
40

19

31

ありがとうございました。

29

30

11

11

16

30

83

30

ＪＲ連合は、２０１９
年度税制改正要望の実現
に向けて、中濱執行委員
長をはじめとする各単組
の代表者、並びにＪＲ連
合国会議員懇談会の榛葉
会長、小川事務局長らと
ともに、 月 日（木）

11

22

運休による減収は、新幹
線がなく経営基盤が脆弱
なＪＲ四国の経営に与え
る影響が大きいことから、
復旧支援に対する協力を
強く求めた。
これらの要請に対し大
塚副大臣からは、今回の
要望事項である税制特例
措置及び災害からの復旧
支援については国土交通
省としても重要であると
の認識のもと、各種政策
の実現に取り組んでいる
旨が述べられた。
ＪＲ四国労組は、今後
も諸課題の解決や政策の
実現に向けて、ＪＲ連合
をはじめ「ＪＲ連合国会
議員懇談会」「 世紀の
鉄道を考える議員フォー
ラム」及び「四国の鉄道
を考える国会議員連絡会」
との連携を強化し、組織
を挙げて取り組んでいく。
月 日（月）、高知
県高知市「三翠園」にお
いて「四国交運労協第
回定期総会」が開催され
た。
冒頭、四国交運労協を
代表して挨拶に立った井
上議長は、この一年間の
取り組みと四国交運労協
への協力に感謝を述べた
後、働き方改革の動向や
企業による不正・改ざん
など、現場で発生してい
る事象に対して労働組合
がチェック機能を発揮す
ることの重要性を述べる
とともに、交通運輸産業
における要員不足や相次
ぐ自然災害からの復旧と
いった政策課題の解決に
は政治の力が必要であり、
来年予定されている参議

10

院議員選挙や統一地方選
挙にしっかり取り組んで
いく決意を表した。
また、来賓として出席
した中央交運労協の住野
議長は、交通運輸産業に
おける長時間労働、ライ
ドシェア、クリームスキ
ミングなどの諸課題に対
し、交運労協としてしっ
かり提言していくとの激
励の挨拶を受けた。
その後、事務局より２
０１７年度活動報告、決
算報告・会計監査報告、
２０１８年度活動方 針
（案）及び予算（案）が
提起された。代議員から
は、災害により大きな減
収となったＪＲ四国に対
する支援や、ＡＩに対す
る各業種の考え方、各地
今後も愛媛電気分会で
は災害に負けず様々なレ
クを開催し、組合員の交
流・団結を深め、誰もが
楽しめる分会を目指しま
す。
愛媛電気分会
今井 勇樹

30

『リカバリー 』
増収ツアーを開催！
徳島運転所分会では、
徳島運転所四国再発見委
員会と協賛し、 月 日
から 日にかけて計６日
間、「リカバリー
復
興キャンペーン（あじな
散歩道・大歩危ツアー）
を開催しました。
ツアーには総勢１２０

域の協議会への積極的な
参画等について質疑があ
り、執行部の答弁の後、
満場一致で採択された。
また、２０１８年度役
員選出では、嶋田副執行
委員長が事務局長に、森
安執行委員と弓立香川支
部書記次長が幹事にそれ
ぞれ再任された。

名の組合員が参加し、相
互に意見交換を図り交流
を深めるとともに、日頃
の疲れを癒すことができ
ました。
今後も徳島運転所分会
では徳島運転所四国再発
見委員会との協賛による
活動を企画し、分会活動
に取り組んでいきます。
徳島運転所分会
松下 陽尊

場

所

所

容
11:00～12:00「新春セミナー」
12:30～15:00「新春交歓会」

内

題
(1) 定期大会以降の経過
(2) 2019春季生活闘争方針を
はじめとする当面の活動方針
(3) その他

時

の声がありました。
今後も多くの組合員や
復興増収
家族一緒に参加しやすい
ファミリーレクを開催！ 行事を企画し、組織の強
化・拡大に努めます。
本社支部では、 月
本社支部
日（日）「道後グランド
小川 有貴
ホテル」にて、組合員相
互の交流と復興増収を目
的に「復興増収ファミリー
レクレーション」を開催
し、８分会から組合員と
その家族を含め総勢 名
が参加しました。
当日は晴天のもと、会
席料理や温泉を楽しみな
がら交流を深めました。
参加者からは楽しかった、
また家族で参加したいと

10

2019年「新春セミナー」及び
「新春交歓会」の開催について

「第32回定期本部委員会」の
開催について

平成31年1月12日(土)
11時より
香川県宇多津町
「ホテルアネシス瀬戸大橋」

議

理者及び河川管理者との
一体的な取り組みを実現
し早期に復旧できたこと
に感謝を述べるとともに、
ＪＲ二島会社の現状に触
れつつ、経営状況が厳し
い中でも鉄道路線を維持
できたのは税制特例等を
はじめとするこれまでの
各種支援の賜物であり、
今年度末に期限を迎える
法人事業税課税標準の特
例措置等の適用期限を延
長するよう力強く要請し
た。
さらに、中濱執行委員
長は、税制支援について
要望するとともに、平成
年７月豪雨による予讃
線財田川橋りょうの損傷
や下宇和駅～立間駅間の
線路崩壊をはじめとする
被災状況について説明し、

13

日

場

時

日

30

実感しました。
活動の後にはスタッフ
の方々から温かい天ぷら
うどんとおにぎりを振る
舞っていただき、舌鼓を
打ちながら談笑し、無事
に活動を終えることがで
きました。

20

平成31年２月８日(金)
13時より17時まで
香川県宇多津町
「ホテルアネシス瀬戸大橋」

28

に大塚国土交通副大臣へ
の要請行動を実施した。
要請にあたり榛葉会長
は、平成 年７月豪雨や
北海道胆振東部地震をは
じめ、相次ぐ自然災害に
よりＪＲの各路線が甚大
な被害を受けたことにつ
いて、９月の現地
視察で目の当たり
にした被災状況を
説明するとともに、
復旧に向けてＪＲ
関係労働者が一丸
となって取り組ん
できたことを訴え
た。
続いて、ＪＲ連
合の松岡会長は、
今回の災害におけ
る鉄道の復旧に際
し、国土交通省が
中心となり道路管

60

21

11

26

各支部・分会において、 たことを受けて、「お疲
復興支援商品を活用した れ様でした会」を企画し
レクが企画・開催されて ました。
当日は、私たちを歓迎
います。
するかのような晴天とな
り、和風ステーキ御膳や
媛鯛ランチを食べながら
全線開通レクを開催！ 生ビールを飲み大いに盛
り上がりました。
愛媛電気分会では、
月 日（土）道後温泉
「ふなや」にて全線開通
レク「お疲れ様でした会」
を開催しました。
７月の豪雨災害では多
く電気設備が被災し、愛
媛電気分会が毎年実施し
ているキャンプも災害対
応のため中止となりまし
たが、組合員の奮闘によ
り９月 日に全線開通し

22
10

25

10

10
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施しています。
当日は絶好の秋晴れと
なり、参加者は鍬で地面
に穴を掘りヤマザクラの
苗（ 本）を丁寧に植え
るとともに、これまでに
植えたヤマザクラが順調
に育つように周りに生え
た下草を鎌で刈り取って
いきました。
また、今年７月の豪雨
により小規模な土砂崩れ
が発生し、植林したヤマ
ザクラが倒れた場所もあ
り、改めて自然の猛威を

31

11

29

月 日（日）、香川
県まんのう町において、
公益財団法人オイスカ四
国支部が主催する「山・
林・ＳＵＮ体験」が開催
され、ＪＲ四国労組組合
員及び四国電力総連、協
力企業・団体など総勢１
００名が集まりました。
同活動は平成 年から
実施されており、松枯れ
などにより荒廃した「尾
の瀬山」にヤマザクラを
植林し、下草刈りなどに
よる手入れを計画的に実
11

