２ ２０１９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！

４ 来たるべき統一地方選挙・参議院議員選挙
勝利に向け、組織の総力を結集しよう！

体制の確立や方法の見直
し、ハード対策の導入を
含めた対策の実施を訴え
るとともに、「安全最優
先」の企業風土・安全文
化を醸成させるため、労
使で協力しながら安全・
事故防止に関する諸問題
の解決・改善に向け徹底
した議論を行いました。
また、ジェイアール四
国バスにおいては、８月
日、徳島自動車道を走
行中の「松山エクスプレ
ス大阪号」において、運
転席左前窓下部付近から
火災が発生するという事
象が発生しました。幸い
にも、運転係の適切な判
断により、最寄りの藍住
インター料金所付近に緊
急停車させ迅速な旅客避
難誘導と消火活動に努め
た結果、 名のお客様に
負傷はありませんでした
が、一歩間違えればお客
様の人命に関わる重大な
事象であることから、速
やかに原因究明と再発防
止策を明らかにするよう
会社に申し入れを行いま
した。
さらに、この車両火災
事故を受けて実施された
四国運輸局監査において、
運転者に対する点呼実施
結果の記録が不適切であっ
たとして「文書警告」に
よる行政処分等がなされ
たことから、再度、この
ような事象を繰り返さな
いために緊急申し入れを
行いました。
車両火災については、
「ヒューズホルダー端子
部において接触抵抗が過
大となり発生したと考え
られる。対策については、
同型車両の一斉点検を行
うとともに当面の間は使
用停止とし、対策品が準
備でき次第取り替えるこ
ととする。また、行政処
分への対応については、
点呼簿の確認事項変更し
周知徹底を図ることとす
る。」との回答がありま
した。

組みました。
労働条件の
維持・改善について ⑷ 交渉経過
８月 日の第１回交渉
において、組合より要求
１ 総合労働協約の
改訂等について 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、
サポーター社員（時給適
用者）のうち、駅勤務者
等の基本賃金を 円増額
するとともに、事業開発
本部（通販担当者）に勤
務する者について、新た
に職種等を設定し、基本
賃金を８４０円とする。」
との回答がありました。
また、「契約社員等の
勤務等制度の一部改正」、
「賃金の計算に伴う時間
計算の取扱いの改正」に
ついても回答がありまし
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
ではあるが契約社員の基
本賃金の増額が図られた
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、
賃金改善については同日
妥結、「総合労働協約改
訂等、及び契約社員等の
勤務制度の一部改正、並
びに賃金計算に伴う時間
計算の取扱いの改正」に
ついては、引き続き団体
交渉を継続していくこと
としました。
９月 日の３回目の交
渉において、
① 添乗旅費について、
社員等が添乗のため顧客
に随行して国内旅行を行
う場合の日当を３，６０
０円とする。ただし、修
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 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。
⑴ 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。
⑵ 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１２０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 人事異動の事前通
知延長
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、看護
及び介護等）
⑦ 初任給の改善
⑧ 添乗旅費の増額
⑨ 夜間特殊業務手当、
技能手当・職務手当の新
設及び支払額の改善
⑩ 緊急呼出手当の支
給条件緩和
⑪ 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
⑫ 準組合員（契約社
員）の賃金改善
⑶ 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

学旅行に添乗する場合は
４，６００円とする。な
お、添乗業務については
「みなし労働時間制」を
適用するが、出発日及び
帰着日を含めて添乗業務
を行う日は、原則として
添乗業務に関連する業務
以外の業務には従事させ
ないものとする。なお、
従事した場合はその時間
数を時間外労働として取
り扱い、超 過勤務手 当
（Ｂ単価又はＨ単価）を
支給する。（実施時期は
平成 年 月１日）
② 緊急呼出手当の支
給条件について、現行は
「災害・事故復旧等の緊
急の場合（労基法第 条
に該当する程度の場合）」
を支給条件としているが、
緊急の場合においては呼
出しの事由に関わらず、
緊急呼出手当を支給する。
（実施時期は平成 年
月１日）
③ 人事異動の事前通
知について、これまで通
り出向以外の転勤発令の
事前通知は、緊急やむを
得ない場合を除き、原則
として発令日の 日前ま
でに行うことを基本とし、
必要性があると認められ
る場合に限り 日前に通
知することとするが、今
後は、動力車乗務員研修
及び車掌研修の終了に伴
う転勤発令の事前通知も
日前に行うこととする。
④ 無期雇用契約への
転換時期について、平成
年 月１日に雇用契約
を更新したことで、平成
年４月１日以降に新た
に締結又は更新した雇用
契約期間が通算５年を超
える者が、無期雇用契約
を希望したときは、平成
年４月１日から無期雇
用契約に転換するものと
する。
⑤ 有期契約社員時に
付与された年休の取り扱
いについて、社員の保存
休暇に累積される失効年
休について、契約社員時
に付与された年休を含め
ることとする。なお、平
成 年 月１日以降失効
する年休から実施する。
また、無期契約社員の保
存休暇についても同様に
取り扱うが、平成 年４

月１日以降失効する年休
から実施する。
以上５項目についての回
答が示されました。
本部はこれらの回答に
対し、「今回の交渉では、
５項目の回答とあわせ、
１回目の交渉で回答があっ
たサポーター社員（時給
適用者）の基本賃金引上
げ及び契約社員等の勤務
等の一部改正、並びに賃
金の計算に伴う時間計算
の取り扱いの改正の３項
目についても、これまで
組合が主張してきた内容
が反映されており多くの
項目で改善が図られた。
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
していきたい。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
が困難としているが、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。経営状況が厳
しいことは理解するが、
ＪＲ四国労組も責任組合
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。モチベー
ションを維持し輸送業務
を遂行す るために も、
『人への投資』をしっか
り行うべきである。」と
強く訴えました。
交渉終了後、業務対策
委員会を開催し、今回の
内容については一定の改
善が図られたと判断し、
妥結しました。
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２ 平成 年度年末手当
及び年末一時金に
ついて

55

本部は、昨年 月 日、
申第７号「平成 年度年
末手当の要求」及び申第
８号並びに申第９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」

30 10
17

について申し入れ、 月
１日より団体交渉に入り
ました。
要求の根拠として、
⑴ 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。
⑵ 「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。
⑶ 要員需給が厳しい中、
業務を遂行するため時間
外労働や休日出勤などに
協力している他、今夏の
災害復旧に際しては酷暑
の中、それぞれの職場で
日々奮闘し、当初の復旧
予定よりも早期に復旧さ
せた。
⑷ 年齢断層があるなか、
若年層も責任度の高い業
務に就いており、また
歳以上の組合員も給与減
額があるなか、高いモチ
ベーションを維持して業
務に就いている。
⑸ 新たな支援措置に引
き続き、期限切れとなる
税制特例の延長など、あ
らゆる政策課題解決に対
し、組織の総力をあげて
取り組んでいる。
⑹ 今年度も、平成 年
度「四国再発見増収キャ
ンペーン」への取り組み
として執行委員会見解を
発し、鉄道運輸収入２３
５億円達成に向けて奮闘
を要請するとともに、豪
雨災害による減収改善を
図るため、「リカバリー
」施策やさらなる経費
節減施策にも協力してい
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、
「中間決算における営業
利益は、鉄道運輸収入が
豪雨災害等の影響により
会社発足以来最低となる
大幅な減収となる中、動
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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！

が、一歩間違えれば重大
定期大会以降の
経過について 事故に繋がる恐れのある
事象であるとともに、過
去にも高架橋及び駅舎軒
安全・安定輸送に
下からコンクリート片等
向けた取り組みに
が落下する事故を発生さ
ついて せており、安全運行に対
する信頼を失墜させかね
ない重大な事象と捉え、
会社に原因究明と再発防
止策を明らかにするよう
緊急の申し入れを行いま
した。
また、架線トラブルが
原因と思われる大規模輸
送障害のほか、グループ
会社に関連した鉄製トロ
脱線などの重大事故や重
大労災に繋がりかねない
事象も発生しています。
これらの事象に対し組
合は、経営協議会や会社
窓口を通じ、さらなる安
全性の確保に向けた検査

サブスローガン（案）

ＪＲ四国労組は、安全
の確保が鉄道事業者が絶
対に守るべき使命である
とともに、すべてに優先
する最重要課題であると
認識し、取り組んでいま
す。
そのような中、昨年
月 日、予讃線宇多津駅
構内第３新開高架橋及び
第４新開高架橋において、
コンクリート片、並びに
目地材が多数高架橋下に
落下するという事象が発
生しました。幸いにも大
事には至りませんでした

職場と地域で奮闘し、新たな時代へ共に歩もう！！
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メインスローガン
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30

力費や減価償却費の増加
に伴い対前年 億円悪化
の 億円の赤字となり、
通期の見通しは１３０億
円の赤字で、対計画を
億円下回ることを見込ん
でいる。特に７月の豪雨
災害については会社発足
以来最大級の被害となり、
復旧費用として 億円の
特別損失を計上したこと
から、当社をはじめグルー
プ全体に対する経営環境
は極めて厳しい状況にあ
ると認識している。さら
に、豪雨災害の影響によ
る鉄道運輸収入の落ち込
みとともに、災害以前の
収入水準への回復の目途
は立っておらず、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、
「西日本豪雨における減
収額は重く受け止めてい
るが、一方で、災害がな
ければほぼ事業計画どお
りに推移していたと考え
る。これは組合員が日々、
安全・安定輸送を第一に
努力しているからである。
その努力に対し支給月数
で示すべきである。また、
災害復旧に際し、組合員
は連日の酷暑の中、昼夜
を問わずそれぞれの持ち
場で奮闘したからこそ、
早期の開通を果たし、過
去最低の鉄道運輸収入と
はいえ食い止めた数字で
ある。会社は業績評価の
指標に伴い検討すべきと
言うが、経常利益は昨年
より改善しており、組合
はこれを注視している。
過去最低となった鉄道運
輸収入をカバーすべく、
『リカバリー 』をはじ
めとする増収施策にも積
極的に取り組んでいるこ
とから、減収の数字を一
気に支給月数に反映する
べきではない。中間決算
の鉄道運輸収入は 億円
の減収ではあるが、西日
本豪雨関係で９億円、そ
の他台風等で１億円、昨
年の営業施策の反動減が
１億円であり、災害がな
ければ、昨年度の中間期
と大きく変わらないと考
58
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の問題点の集約・整理に ４単組から情勢報告や決 力の向上を図るため各種 合労働協約改訂等への反
努め、多くの課題解決に 意表明が行われました。 レクレーションを開催す 映及び「ＪＲ連合第３次
取り組みました。さらに、 ＪＲ四国労組も支援単 るなど、青年女性会議の 男女平等参画推進計画」
職場対話行動及び各種集 組として参加するととも 育成・強化に積極的に取 の達成に向けた課題等の
会においては、より多く に、ＪＲＥユニオンと意 り組んできました。
解決に向けて議論を行い
の組合員と現状認識及び 見交換会を開催したほか、 具体的な取り組みは以 ました。
問題点の共有化を図り、 翌日には関東エリアにて 下のとおりです。
組合員に対する情報発信 行った街頭ビラ配布行動 ⑴ 各支部青年女性会議 部会活動の
と意思統一に努めてきま にも参加し、民主化支援 との意志疎通、連携強化
取り組みについて
単組として民主化完遂に を図ることを目的に、本
した。
なお、国労四国に対し 向けた支援行動を展開し 部青年女性会議常任委員
昨年８月 日に「部会
会や本部青年女性会議拡 三役会議」を開催し、一
ては組織拡大の対象とし てきました。
大常任委員会を定期的に 年間の取り組みの総括及
て取り組みを進めてきま
した。
３ ＪＲ四国労組退職者 開催しました。
び部会活動の充実を目指
⑴ 組織の現状
連絡会について ⑵ 青年女性組合員等を して部会任務の明確化に
ＪＲ四国労組の組織率
ＪＲ四国労組退職者連 対象としたユニオンスクー 向けた意思統一を行いま
は、ＪＲ四国では ．３ 絡会は、退職者の生活保 ル「フレッシュマンコー した。
％、ジェイアール四国バ 障設計の充実と福祉事業 ス」「レベルアップコー
また、業職種別専門部
スでは ．０％、全体で 活動推進を目的に結成さ ス」及び支部青年女性会 会の「答申」作業や検証
．９％であり、責任組 れました。昨年 月 日 議主催の学習会や常任委 作業は、年間を通しての
合として当面の目標であっ に第 回連絡会総会を開 員会を開催し、ＪＲ四国 活動と位置づけ、本部執
た組織率 ％台を維持し 催し、一年間の活動方針 労組の次代を担う役員の 行委員会と各部会がより
ています。
と組織運営について意思 発掘・育成に取り組みま 連携した取り組みを行う
した。
⑵ 組織拡大について
統一を図りました。
ことを確認し、経営協議
⑶ 青年女性会議ニュー 会での議論を視野に入れ
昨年の定期大会以降、
また、 月 日から
ＪＲ四国では契約社員か 日にかけて開催された、 ス「＋α（プラスアルファ）」 た取り組みを進めてきま
ら社員へ登用された７名 Ｊ Ｒ 連 合 退 職 者 連 絡 会 を発行するとともに、Ｊ した。
及び中途採用者４名並び 「全国会長会議」に参加 Ｒ四国労組ホームページ
なお、各部会定期委員
に国労から１名の加入が し、連絡会運動の強化に に掲載し、青年女性会議 会の開催日は次のとおり
ありました。
向けて意思統一を図りま の情報をタイムリーに発 です。
信しました。
また、契約社員は、Ｊ した。
・工務部会第 回定期委
⑷ レクレーション活動 員会 平成 年 月８日
Ｒ四国及びジェイアール
については、組合活動参 （土） 本部３階会議室
四国バスにおいて新規採
青
年
女
性
会
議
の
加の入り口として青年女 ・運転部会第 回定期委
用者を中心に組織拡大を
育成・強化の
図りました。
取り組みについて 性組合員に興味・関心を 員会 平成 年 月 日
持ってもらうことを念頭 （水） 本部３階会議室
に置き、９月には「アク ・営業部会第 回定期委
ティブユース２０１８
員会 平成 年１月 日
ｉｎ 讃岐津田」、１月 （金） 本部１階会議室
には「ＪＯＹレク冬の陣 ・事業開発部会第 回定
２０１９」を企画・開催 期委員会 平成 年１月
し、青年女性組合員同士
日（水） 本部２階会
の交流拡大に努めました。 議室
⑸ ＪＲ連合青年・女性
委員会に本部青年女性会
政
策
・調査活動の
議議長が幹事として参画
取り組みについて
するとともに、ＪＲ連合
が主催する女性役員意見
１
政
策
課
題の
交換会や役員研修会等に
解決に向けて
積極的に参加しました。 ⑴ 持続可能な地域公共
交通の実現に向けた取り
男女平等参画推進の
組みについて
取り組みについて
ＪＲ連合は、平成 年
６月に「鉄道特性活性化
プロジェクト」の最終答
申を策定し、人口減少・
高齢化が急速に進む現状
を踏まえ、持続可能な地
域公共交通のあり方を提
言するなど、ＪＲ連合が
提唱する「チーム地域共
創」の形成に向け政策活
動を展開しました。
また、平成 年８月に
は四国４県及びＪＲ四国
93

99

90

93

15

10

18

２ 民主化闘争への
本部青年女性会議は、
取り組みについて 昨年７月 日に香川県宇
多津町「ホテルアネシス
瀬戸大橋」において「Ｔ
ａｋｅ Ａｃｔｉｏｎ
～未来（ゆめ）に繋げる
新たな一歩～」をスロー
ガンに掲げ、第 回定期
委員会を開催しました。
定期委員会では「安全
の取り組み」「職場環境・
労働条件の改善」「民主
化闘 争及び組 織課題」
「ワーク・ライフ・バラ
ンス」「男女平等参画」
等について活発な討議が
行われ、活動方針が採択
されるとともに新たな体
制を確立しました。
その後、９月 日の本
社支部を皮切りに、６支
部全てにおいて支部青年
女性会議定期委員会を開
催し、新たな体制を確立
しました。
さらに、ＪＲ四国労組
の次代を担う青年女性組
合員の育成を図るための
ユニオンスクールや組織

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。
このような中、ＪＲ東
日本において３４，００
０名を超える組合員が春
闘方針を巡り脱退したこ
とから、これを好機と捉
え、「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」
と題し６年ぶりとなる民
主化闘争総決起集会を開
催しました。この集会に
は全国各地より総勢３０
０名の組合員・関係者が
出席し、ＪＲ連合国会議
員懇談会所属の議員より
激励の挨拶を受けるとと
もに、当該３単組と支援

31

11

ＪＲ四国労組は、男女
平等参画推進に向け「男
女平等参画推進委員会」
を設置し、毎年委員会を
開催するなど取り組んで
きました。
具体的には、１月 日
に「第１回男女平等参画
推進委員会」を開催し、
男女平等参画を推進する
上での問題点の抽出、総

19

18

33

12

12

26

29

01

29

30

30

30

31
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21

30

30

14

30

30

31

29

える。今回の減収は災害
によるものが大きく、こ
の災害がなければここ数
年と同様に鉄道運輸収入
は堅調に推移していたと
考える。」等々を強く訴
え、精力的に交渉を重ね
ました。
月 日の交渉におい
て、支給月数は基準内賃
金の１． ヵ月分、準組
合員（エキスパート社員
及び契約社員）の一時金
についても社員に準じた
回答がありました。
組合は持ち帰り業務対
策委員会を開催し、交渉
において、将来に向け人
材を確保し定着させるた
めに「人への投資」が極
めて重要であることや復
旧対応における組合員の
奮闘を強く訴えてきたが、
中間期の鉄道運輸収入が
過去最低の１１０億円と
なったことは結果として
重く受け止めなければな
らない。あわせて、今回
の回答は中間期の鉄道運
輸収入が過去最低の１１
３億円であった平成 年
度と同水準となり、年間
支給月数でみると昨年度
に比べ０． ヵ月分下回
る支給月数となったこと
等を議論・検討した結果、
会社の回答はＪＲ四国労
組の取り組みを最大限に
考慮したものであるとと
もに、下期に向けて組合
員のモチベーションを低
下させないための月数で
あると判断し妥結しまし
た。また、責任組合とし
て下期に向け「安全・安
定輸送」及び「収入の確
保」に取り組むことも確
認しました。
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35

41

30

26

14

11

26

３ 職場環境改善に
ついて

いう内容でした。
平成 年度の通期見通
た。
その理由は、両バスプ しでは、対前期比較で売
ラザとも「収入の減少に 上高は１００．８％です
４ ジェイアール四国
歯止めがかからず、収支 が、経常利益は ．５％、
バスの労働条件
改善等の取り組みに 改善が図れないまま現在 当期純利益は ．６％と
ついて に至っている。インター 見込まれ、いずれも前期
ネット予約やコンビニ販 を大きく下回る見込みで
売等、取り巻く環境が変 あります。
化し今後の増収も期待で
今後とも一層の安全確
きないため」との内容で 保と安定経営に向けた基
した。
盤整備に労使一体となっ
これを受け組合は、廃 て邁進できるよう、貴組
止による組合員の異動や 合の理解と協力を強く期
配置転換の発生有無、さ 待します。」とのコメン
らには今後のバスプラザ トがありました。
や予約センターの展望等
本部は持ち帰り検討し
を明らかにするよう解明 た 結 果 、 今 回 の 回 答 は
要求を会社に申し入れま 「安全・安心輸送」を第
した。
一義に、効率化施策等経
こ れ に 対 し 会 社 は 、 営基盤確立に向け取り組
「組合員の異動や配置転 んできた組合員の努力と
換は発生しないこと、ま 組合の主張を最大限考慮
た、今後のバスプラザや するとともに、現在の経
予約センターについては、 営状況を踏まえた精一杯
店舗収支、お客様サービ の回答であると判断し妥
ス等を総合的に勘案しな 結しました。
がら規模縮小の方向で判 ⑸ 職場環境改善の取り
断していくこととなる。」 組みについて
との回答がありました。
本部は「明るく、働き
⑷ 平成 年度年末賞与 がいのある職場づくり」
の観点から、安全・事故
の取り組みについて
平成 年度年末賞与の 防止、ダイヤ改正等の職
要求は、業務委員会及び 場諸問題解決に向け、大
執行委員会において会社 会・集会等で出された問
の経営状況等を分析、議 題点や、各分会の代表者
論し、組合員については が出席する業務委員会で
３．０ヵ月分、準組合員 議論し、団体交渉等あら
については組合員基準に ゆる場を通じて解決を図っ
沿って要求するとともに、 てきました。
加算額についても要求し
ました。
「一企業一組合」に
月 日の団体交渉に
向けた取り組みに
おいて、基本給額の２．
ついて
ヵ月、支払日は 月７
日以降との回答がありま １ 「一企業一組合」
した。あわせて会社より、
組織の充実・強化の
「平成 年度上半期にお
取り組みについて
いては、基幹事業部門で
私たちＪＲ四国労組は、
ある高速バスの運送収入 結成以来、今日まで「一
は、対前年比１０２．８ 企業一組合」に向けた組
％となりましたが、営業 織の充実強化に取り組ん
費用は、軽油価格が上昇 できました。
傾向に転じており動力費
組織の基本方針は、Ｊ
は１２４．９％、新車配 Ｒ四国に働く全ての仲間
置を含む減価償却費は１ を総結集し「組合員の雇
２７．５％といずれも大 用と労働条件を守るとと
幅な増加となりました。 もに、組織の充実・強化
この結果、売上高は、対 を図る」ことにあります。
前年１．６％増となった そのことを念頭に、各級
ものの、経常利益は、対 機関との連携を図りなが
前年 ．２％減の 百万 ら情報分析と情勢判断を
円、当期純利益は対前年 行ってきました。
．０％減の 百万円と
また、各級機関の執行
いずれも大幅な減少でし 委員会等を最大限に活用
た。
して職場で直面する多く
⑴ 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。
⑵ 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、
準組合員（再雇用契約社
員）職種別賃金額の見直
し及び脳健診受診対象者
の拡大（健診費全額会社
負担）並びに保存休暇の
適用範囲の拡大について
回答がありました。
その内容は、シニアＢ・
Ｃの職種別賃金において、
構内運転係・デスク・営
業係・清掃係のすべての
時給を 円改善するとい
うものと、脳健診につい
ては第二次健診として、
歳以上のデスク職、構
内作業員及び営業職など
にも対象者を拡大し、ま
た脳健診を受診する場合
や、これらの精密検査を
受診する場合の必要な日
に対しても保存休暇を適
用するという回答を引き
出し妥結しました。（実
施日は平成 年 月１日
以降）
⑶ 観音寺バスプラザ及
び坂出インターバスプラ
ザの廃止について
２回目の総合労働協約
改訂交渉終了後、会社よ
り「観音寺バスプラザ廃
止」について提案があり、
さらに 月には、「坂出
インターバスプラザ廃止」
について提案がありまし
た。廃止時期は、観音寺
バスプラザが２０１８年
月 日、坂出インター
バスプラザは２０１９年
５月 日以降廃止すると
12

89

24
職場環境改善に向けた
取り組みは極めて重要で
あるとの認識のもと、現
行の労使間ルールを踏ま
えながら、「明るく働き
がいのある職場づくり」
に向け取り組んできまし
た。具体的には、定期大
会以降の支部・分会大会
及び各種集会等で議論さ
れた職場諸問題及び福利
厚生に関して２８５項目
を精査し、解決に向けた
取り組みを行ってきまし
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31

31
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50
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23

21

83
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20

10

30

10

31

59

30

28

30

等により構成された「四 着実に実施されるよう動
国における鉄道ネットワー 向に注目していきます。
クのあり方に関する懇談 ⑶ 鉄道の抜本的高速化
会Ⅱ」が発足し、将来の に向けた取り組みについ
公共交通を維持・発展さ て
ＪＲ四国労組は、四国
せるための具体的方策に
ついて議論を開始しまし の経済の地盤沈下を防ぐ
た。この懇談会には労働 とともに、四国の鉄道ネッ
団体から四国交運労協が トワークを維持するため
参画し、情報の共有化を には鉄道の抜本的高速化
が必要であるとの認識に
図りました。
また、昨年 月 日に たち、新幹線導入に向け
は京都市において、ＪＲ た機運の醸成を図るため、
連合「第 回政策シンポ 「四国の鉄道を考える国
ジウム」が開催され、Ｊ 会議員連絡会」等のさま
Ｒ四国労組組合員を含む ざまな機会において、四
約４００名の参加者とと 国への新幹線導入の必要
もに「将来に亘り経済・ 性を訴えてきました。
社会へ貢献し、信頼され ⑷ ジェイアール四国バ
続けるＪＲ産業の構築」 スにおける課題解決につ
にむけて議論を深めまし いて
た。
ＪＲ連合は、平成 年
⑵ ＪＲ二島・貨物会社 の軽井沢スキーバス事故
に係る税制支援策の延長・ 後に検討された事故再発
恒久化に向けた取り組み 防止対策の推進をはじめ、
について
ＪＲ連合自動車連絡会や
今年度末で期限切れを 交運労協との連携を強化
迎える「ＪＲ二島会社の しバス事業の安全性向上
法人事業税資本割の課税 に向け取り組んできまし
標準に係る特例措置」及 た。
び「低炭素化等に資する
一方、ＪＲ四国労組に
旅客用新規鉄道車両に係 おいても、労使間での協
る固定資産税の特例措置」 議を通じ、健康に起因す
については、ＪＲ連合の る事故の対策をはじめ、
精力的な取り組みもあっ 安全対策の徹底に全力で
て、それぞれ、平成 年 取り組んできました。
度以降５年ごと、平成
年度以降２年ごとに繰り ２ 調査活動の
返し延長されてきました。
充実強化に向けて
ＪＲ連合は、これら税
２０１８春季生活改善
制支援策の延長・恒久化 闘争及び賃金到達目標へ
に向け「ＪＲ連合国会議 の達成等の検証をはじめ、
員懇談会」や「 世紀の 賃金政策議論に反映すべ
鉄道を考える議員フォー く、昨年９月に全組合員
ラム」において関係する を対象とした「ＪＲ連合
国会議員に対して要請を 第 回賃金実態調査」に
精力的に行うとともに、 各級機関の協力のもと取
月 日には国土交通副 り組みました。（回収者
大臣への要請行動を行い 数１，７２８名 回収率
ました。
％）
一方、ＪＲ四国労組は
また、連合関係では、
月 日に「四国の鉄道 「２０１８年度労働条件
を考える国会議員連絡会」 関係等調査」等、各種調
を開催し、四国選出の国 査にも協力しました。
会議員に対して政策課題
解決に向けた要請や意見 教育・広報活動の
交換を行いました。
取り組みについて
これらの取り組みの結
果、 月 日、「外形標 １ 教育活動について
準課税の特例延長」「新 ⑴ 教育担当者会議につ
車特例延長」の税制特例 いて
措置が含まれる平成 年
昨年８月 日に教育担
度の税制改正案が閣議決 当者会議を開催し、平成
定されたことから、今後
年度の大会方針に基づ
は、関連法案の改正等が いた具体的な教育活動実
施計画等を決定しました。 ス」及び「自動車支部ニュー
⑵ ユ ニ オ ン ス ク ー ル ス」「＋α（プラスアル
「フレッシュマンコース」 ファ）」の情報を公開す
９月 日から 日にか るなど、迅速な更新に努
けて、香川県三豊市「ル・ めました。
ポール粟島」において、 ⑹ ＪＲ連合新聞に記事
入社５年以内の組合員を を投稿するとともに、Ｊ
対象とした「フレッシュ Ｒ連合機関紙「てるみに」
マンコース」を 名参加 の取材に協力しました。
⑺ 「旬刊ＡＣＣＥＳＳ」
のもと開催しました。
四国各地から集まった 「月刊『連合』」等の配
受講生は、本部役員等の 布を行い情報の共有化を
講義に熱心に耳を傾け、 図りました。
「労働組合の基本」「Ｊ
Ｒ四国労組の取り組み」 ボランティア活動の
「ＪＲ四国労組の歴史」
取り組みについて
「ＪＲ連合の取り組み」
「組合と共済活動の関わ
ＪＲ連合は、労働組合
り」について基礎知識を の社会的な役割に鑑み、
学ぶとともに、職場を超 ボランティア活動を重要
えて仲間意識を深めるこ な活動のひとつに位置付
との重要性を学びました。 けて取り組んでいます。
⑶ ユ ニ オ ン ス ク ー ル 昨年８月 日には山梨県
「レベルアップコース」 鳴沢村で「富士山の森づ
月 日に、本部３階 くりプロジェクト」に参
会議室において本部・支 加するとともに、９月
部・分会青年女性会議役 日から 日の両日、山梨
員を対象とした「レベル 県早川町において地域活
アップコース」を 名参 性化活動が実施され、Ｊ
加のもと開催しました。 Ｒ四国労組からあわせて
日頃、青年女性会議役 ３名が参加しました。
員として組合活動に取り
ＪＲ四国労組において
組んでいる受講生は「男 は、連合が主催する西日
女平等参画推進の取り組 本災害復旧ボランティア
み」「政策課題解決の取 に 名を超える組合員が
り組み」「ＪＲ四国労組 参加し、被災地復興に貢
の現状と課題」等につい 献しました。また、青年
て学び、次代を担う組合 女 性 会 議 が 中 心 と な り
員としてレベルアップを 「鉄道版交通安全教室」
図りました。
を計画するとともに、全
組合員が参加できるボラ
２ 広報活動について
ンティア活動として空き
⑴ 昨年８月 日に広報 缶のプルタブ回収を実施
担当者会議を開催し、ホー しました。さらに、 月
ムページの充実を図るた
日には公益財団法人オ
めのアクセスカウンター イスカ四国支部が主催す
設置や新聞の配布部数見 る除草作業に 名が参加
直しについて議論しまし しました。
た。
⑵ 「ＪＲ四国労組新聞」 政治・共闘の
を７回発行するとともに、
取り組みについて
ＱＲコードを掲載し情報
の提供・共有化に努めま
１ 政治関係について
した。
⑴ ＪＲ連合国会議員懇
⑶ 団体交渉等、速報性
談
会
の活動について
が求められる情報につい
ＪＲ連合の抱える政策
て「ＪＲ四国労組ニュー 的・組織的課題の解決に
ス」を 回発行しました。 向けて「ＪＲ連合国会議
⑷ ジェイアール四国バ 員懇談会」を中心に課題
スとの団体交渉等の情報 認識の共有化を図る等、
について「自動車支部ニュー 国政への対応を強化して
ス」を７回発行しました。 きました。
⑸ ＪＲ四国労組ホーム ⑵ ＪＲ四国労組「四国
ページに「ＪＲ四国労組 の鉄道を考える国会議員
新聞」「ＪＲ四国労組ニュー 連絡会」の活動について
19

29
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21
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21

28

福祉・共済事業活動の
取り組みについて

30 29

組合員とその家族の暮
らしを守る福祉事業活動
の推進には、組合員の理
解と参画意識の高揚が必
要です。そのため、ＪＲ

78

10

44

ＪＲ四国は、平成 年
度事業計画において「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・リカバリー力の向上』
『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
の確立が全てに優先する
こと、尊い命を預かる私
たちの重大な使命である
ことを認識し、基本動作
の意義や必要性の共有化
による浸透・徹底に向け
て取 り組むと ともに、
「ヒューマンエラーは結
果であり原因ではない」
との理念に基づいて取り
組みを深度化します。そ
の上で、人命を預かる基
幹交通を担うＪＲに対す
る社会の関心度や厳しい
視点を認識し、高い規範
意識のもと「安全へのチェッ
ク機能」をさらに強化す
る運動を展開します。

日本経済は、各種経済
指標が示すように回復基
調が継続していますが、
国内総生産（ＧＤＰ）や
実質賃金、ＧＤＰの約６
割を占める個人消費は依
然として伸び悩んでおり、
多くの労働者が景気回復
を実感できていない状況
が続いています。そのよ
うな中、近未来的には、
第４次産業革命の到来に
よる技術革新の加速化や
働き方改革関連法の施行、
月の消費税率引き上げ
など、グローバル化した
社会・経済の中で、今後
私たちを取り巻く環境は
大きく変化することが思
慮されます。そして、雇
用情勢は有効求人倍率が
高止まりで推移するなど、
労働力不足を背景にした
「売り手市場」が継続し、
企業間における採用競争
の激化が深刻な社会問題
にもなっています。
このように先行きは予
測困難な状況ではありま
すが、２０１９春季生活
闘争においては、労働組
合が社会・経済の構造的
な問題解決を図る「牽引
役」としての役割を果た
し、存在意義を高め、未
組織を含めた労働者の総
結集を図る機会と捉え、
取り組む必要があります。

執行委員会見解を発し、 四国労組の取り組む各種 ２０１９春季生活闘争
組織を挙げた増収活動へ 共済について継続的に周
と
労働条件改善の
の取り組みを要請してき 知活動を行ってきました。
取り組みについて
ました。
交運共済活動は、共済
⑸ 「大阪北部地震・平成 担当者会議・分会長会議 １ ２０１９春季生活
年７月豪雨」災害被災 等への出席など積極的な
闘
争
を取り巻く
者救援カンパの取り組み 活動を推進しました。ま
情勢について
について
た、アフラック「がん保
大阪北部地震及び平成 険」及びＪＲ連合「長期
年７月豪雨災害におい 家族サポート共済」「Ｊ
て被災した組合員を支援 Ｒ私傷病共済」等は、適
するため、ＪＲ四国労組 宜、資料送付を行い情報
組合員及びグループ労組 提供に努めました。
組合員・退職者連絡会等
を含めた救援カンパに取 国内外労働者との
り組みました。
連帯活動について
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25

16

30

⑴ ２０１９春季生活闘
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
現時点の日本経済の先
行きは、通商問題の動向
や地政学的リスク、相次
いだ自然災害の被害とそ
の復旧・復興コスト等、
国内・海外要因の影響を
受けつつも、緩やかな成
長が見込まれており、企
業収益は過去最高を更新
しています。一方、労働
分配率は低下を続け、実

２ 連合の
取り組みについて
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33
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31

30

30

レクレーション・
昨年 月に「第 回Ｉ
サークル活動について ＴＦ世界大会」に参加し、
国外労働者との交流・連
昨年８月 日に「サー 帯を図るとともに、国際
クル協議会運営委員会」 意識の高揚や知識の習得
を開催し、平成 年度の に努めてきました。
経過報告と平成 年度の
活動予定について確認・ 当面の活動方針
検証を行うとともに、本
（案）について
部主催行事がより充実し
た活動となるよう運営方 ※「はじめに」「私たちを
法等についても検討を重 取り巻く情勢」は省略
ねました。また、各級機
関においてもそれぞれの
行事を開催することを確 安全・安定輸送に
向けた取り組みに
認しました。
ついて
今年度の本部主催行事
は、 月 日に香川県坂
出市「高松カントリー倶
楽部」において「第 回
ゴルフ大会」（参加者
名）、 月 日には、香
川県坂出市「坂出市立体
育館」において「第７回
ドッジボール大会」（参
加者１２８名）を開催し、
連帯と親睦を深めました。
また、行事終了後、速や
かに「レク・サークルだ
より」を発行し情報の共
有を図りました。
また、各県協・支部・
分会においてもサークル
活動や「四国再発見」を
中心としたレクレーショ
ン活動が活発に開催され、
各種行事の報告を「ＪＲ
四国労組新聞」に掲載し
ました。
10

12

ＪＲ四国労組「四国の
鉄道を考える国会議員連
絡会」は、四国における
総合交通体系の確立や様々
な政策課題の解決を目指
し、四国各県を選挙区と
する国会議員に賛同いた
だき活動を展開してきま
した。昨年 月 日には
ＪＲ四国の現状と今後の
課題等について意思統一
を図るため第 回連絡会
を開催しました。
⑶ ＪＲ四国労組議員団
会議との連携強化につい
て
「交通重点政策２０１
８‐２０１９」等の課題
解決のためには、地域と
密接に関わる議員団会員
との連携・協力が重要で
あるとの認識のもと、連
絡体制を密に取り組みを
強化するとともに、昨年
８月、ＪＲ四国労組議員
団会議総会を開催し、新
たに高知県議会議員の橋
本敏男氏を迎え会員は４
名となりました。
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２ 共闘関係について
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12
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16

31
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⑴ 連合・交運労協につ
いて
今年度も連合四国ブロッ
クが提唱する会議、諸行
動や、「連合愛のカンパ」
など、多くの連合運動に
参画し運動を展開してき
ました。
また、四国交運労協へ
の取り組みは、昨年 月
に高知県 で開催さ れた
「第 回定期総会」に参
加し、運動の中心となっ
て支えながら、私たちの
抱える総合交通政策の課
題解決に向け様々な要請
行動等を展開しました。
⑵ ＪＲ連合四国地協に
ついて
ＪＲ連合四国地協は、
ＪＲ連合の地方機関とし
て地方での産別及び単組
との交流と連帯を深め、
組織の強化に取り組みま
した。
⑶ ＪＲ四国グループ労
働組合連合会について
月 日、高松市にお
いて「第 回定期大会」
を開催し、新執行体制の
確立と一年間の活動方針
を決定しました。
⑷ 四国再発見の取り組
みについて
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質賃金も横ばいとなって
おり、個人消費について
は上向き感が見られるも
のの、回復に向けた勢い
は依然として見られませ
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
の企業労使は日本経済の
一端を担うという社会的
役割と責任を意識し、す
べての働く者の労働条件
の改善を図らなければな
りません。
２０１９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
上げの流れを継続・定着
させる必要があります。
加えて、企業内最低賃金
協定の締結拡大や水準の
引き上げ、適用労働者の
拡大によって、法定最低
賃金の改善に波及させ、
「誰もが時給１，０００
円」の実現を図ることが
重要です。
その上で、賃上げ要求
については、社会全体に
賃上げを促す観点とそれ
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
化する観点を踏まえ、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 「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
人手不足が深刻さを増
し、働き方改革関連法が
成立した中、労使にとっ
て「人材の確保・定着」
と「人材育成」が従来以
上に重要な課題となりま
す。特に、長時間労働の
是正や「同一労働同一賃
金」の実現は、産業実態
に適合した取り組みが必
要となるため、産業全体
として実現したい姿を共
有した上で進めることが
重要です。
⑵ 具体的な要求
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、
「賃金水準の追求」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
労働者の労働条件の向
上及び人材の確保・育成
は、日本経済の健全かつ
持続的な発展にとって不
可欠です。中小組合の賃
金の「底上げ・底支え」
「格差是正」を進める観
点からも、月例賃金の引
き上げにこだわり、働き
の価値に見合った賃金水
準の確保に向けた取り組
みを強化します。
③ すべての労働者の
立場にたった「働き方」
の見直し
健康で働き続けられる
労働時間と過労死ゼロの
実現、超少子高齢化・人
口減少が進むわが国の社
会構造を踏まえ、「社会
生活の時間」の充実を含
め、ワーク・ライフ・バ
ランス社会の実現と個々
人の状況やニーズにあっ
た、働き方と処遇のあり
方について総体的な検討
と協議を行います。
④ ワークルールの取
り組み
すべての職場における
ディーセント・ワークの
実現、ワーク・ライフ・
バランスの推進、コンプ
ライアンスの徹底を図る
観点から取り組みを進め
ます。
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。
18

しはもとより女性や高年
３ ＪＲ連合の
齢者の活躍が不可欠であ
２０１９春季生活
闘争方針について り、そのためにも働く者
一人ひとりの状況やニー
ズにあった多様な働き方
を選択できる仕組みの構
築や仕事に応じた適正な
処遇の確保など、ワーク・
ライフ・バランスの充実
にむけた取り組みが重要
になってきます。そして、
働き方改革関連法の成立
や雇用形態間格差の是非
を争った訴訟の最高裁判
決なども踏まえ、自社の
制度・運用や業務実態を
点検し、必要な見直しを
図る取り組みも展開しな
ければなりません。
したがって、２０１９
春季生活闘争においても、
現ビジョンで明示したあ
るべき働き方の実現にむ
けて、月例賃金の引き上
げを基軸としつつ、労働
時間や休日・休暇制度と
いったすべての労働条件
を点検し改善を図る「総
合生活改善闘争」に継続
して取り組むこととしま
す。
⑴ 「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
働条件の向上を目指して、
以下の４つの柱に基づき
２０１９春季生活闘争に
臨むこととします。
① 賃金水準の維持・
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
り組みを強化します。
② すべての労働条件
について点検し改善を図
る総合生活改善闘争の強
化
「中期労働政策ビジョ
ン（２０１４～２０１８）」
での提言に基づき、賃金
はもとより、労働時間や
ＪＲ連合はこの間、す
べてのＪＲ関係労働者に
とってあるべき働き方と
中長期的目標を明示した
労働政策ビジョンを策定
し、春季生活闘争や労働
協約改訂交渉などの労使
協議を中心として、同ビ
ジョンの実現にむけた活
動を展開してきました。
そのような中、２０１４
年に策定した現労働政策
ビジョンが今年度改訂期
を迎えることから、２０
１９春季生活闘争は現ビ
ジョンに基づく最後の闘
いとなります。よって加
盟各単組は、現ビジョン
の到達状況を把握し、一
歩でも前進を図る取り組
みを強化しなければなり
ません。
一方、ＪＲ各社におい
ては、大阪北部地震、平
成 年７月豪雨、北海道
胆振東部地震、台風の連
続接近・上陸など相次ぐ
自然災害により、多くの
路線で甚大な被害を受け、
過日公表された第２四半
期決算においては、一部
のＪＲ各社で通期業績予
想の下方修正が行われま
した。しかし、年末年始
期間の利用状況はすべて
のＪＲ旅客会社で前年を
上回り、合計でも９年連
続で前年を上回るなど、
足下では堅調な経営状況
となっています。
よって、加盟各単組は、
ＪＲ産業の持続的な発展
にむけた採用競争力の強
化や人材の確保・定着を
実現するため、これまで
築き上げてきた信義誠実
の精神に基づいた健全で
建設的な労使関係を基礎
に、真摯な労使協議を通
じて、ＪＲ産業を支え続
けている組合員の負託に
応えていく必要がありま
す。
また、人手不足が深刻
さを増す中で、個々の労
働条件を含めた働き方全
般について点検し、改善
を図る取り組みも重要に
なってきます。生産年齢
人口が減少の一途を辿る
中で、労働力を確保する
ためには、働き方の見直
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休日・休暇などの諸制度、
福利厚生といったすべて
の労働条件について検証
し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
非正規労働者の労働条
件を点検し、正規労働者
との不合理な待遇差の是
正や「底上げ・底支え」
「格差是正」、均等待遇
の実現にむけた取り組み
を強化します。あわせて、
未組織労働者への波及効
果を創出するなど、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
社で働く労働者の労働条
件 向上を念 頭に置き 、
「底上げ・底支え」「格
差是正」の実現にむけた
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、ＪＲグルー
プ全体の発展、人材の確
保、採用競争力の強化に
つなげていく取り組みを
行います。
⑵ 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。
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、
賃金水準の向上に取り組
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
ランスの実現に資する諸
手当の新設・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
る労働条件について均等
待遇の実現を求めます。
② 賃上げ要求の根拠
ア 連合に加盟する
労働組合として、連合方
針に準拠した闘いを展開
します。
イ 「中期労働政策
ビジョン（２０１４～２
０１８）」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、目標賃金水準へ
到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、
月例賃金総額の引き上げ
による実質的な給与所得
の拡大を通じた、すべて
のＪＲ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、実現を通じた波及効
果の創出、及び格差是正
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 ＪＲ各単組は月
例賃金総額６，０００円
以上の引き上げを求めま

す。
ウ そのうち３，０
００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（雇用形態間、
男女間等）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。
⑶ 平均・個別各賃金引
き上げ方式について
ア 平均賃金引き上
げ方式
・２０１８年９月 日現
在の賃金諸元（ＪＲ連合
賃金実態調査による）
平均基準内賃金３０３，
１６７円（ ．４歳、定
昇相当分込み）
・月例賃金総額６，００
０円以上の引き上げ、う
ち、純ベア統一要求３，
０００円
イ 個別賃金引き上
げ方式
・２０１８年９月 日現
在の賃金諸元（ＪＲ連合
賃金実態調査による）
平均基準内賃金２９７，
５００円（ 歳・男子・
高卒・標準労働者層、回
帰値）
・月例賃金総額６，００
０円以上の引き上げ、う
ち、純ベア統一要求３，
０００円
⑷ 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
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目標（時間外 ％、休日
１００％）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。
⑸ 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「働きの価値
に見合った水準」を追求
します。
③ 時給引き上げにつ
いては、正社員との均等
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、
正社員との均等待遇の観
点から改善を求めます。
⑥ その他労働条件の
改善に向けて要求します。
⑹ 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
得促進
③ 育児や介護と仕事
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 治療と仕事の両立
の推進に関する取り組み
⑥ 高年齢者雇用に関
する取り組み
⑦ 職場における男女
平等の実現
⑧ 雇用形態間におけ
る不合理な待遇差の是正、
均等待遇実現に向けた取
り組み
⑨ ワークルールの取
り組み

50

40

労働条件の向上や人材育
４ グループ労組の
成の充実を図るための原
２０１９春季生活
闘争方針 資の創出・獲得を目指し
ます。さらに、グループ
会社が生み出した付加価
値が適正に配分され、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」
を引き続き求めます。
③ 協力会社等を含め
た適正な取引関係の実現
これまでともにＪＲグ
ループを支え、発展に寄
与してきた協力会社等の
労働条件の「底上げ・底
支え」「格差是正」を図っ
ていく視点も重要です。
ＪＲグループが将来にわ
たって安全・安定輸送を
はじめとする良質なサー
ビスを提供し、持続的に
発展していくためにも、
グループ会社が協力会社
等とともに生み出した付
加価値が適正に配分され
る取引関係を実現し、そ
の効果が広く波及・浸透
することを目指します。
⑵ 賃上げ要求について
各単組は、連合が掲げ
る「社会横断的水準を確
保するための指標」へ確
実に到達するとともに、
ＪＲ連合「中期労働政策
ビジョン（２０１４～２
０１８）」で掲げる目標
賃金への到達を目指しま
す。
① 連合「社会横断的
水準を確保するための指
標」
連合は、中小組合の賃
金の「底上げ・底支え」
「格差是正」を進める観
点から、賃金の絶対額を
重視した月例賃金の引き
上げを方針として掲げて
おり、そのための指標を
示したうえで、加盟組合
に対して賃金水準の追求
にむけた取り組みを要請
していま す。よっ て、
「『２０１８地域ミニマ
ム運動』集計における年
齢別最低保障賃金（３０
０人未満・第１四分位）」
を最低到達目標として設
定し、到達にむけて取り
組むこととします。
② ＪＲ連合「中期労
働政策ビジョン（２０１
４～２０１８）」で掲げ

⑴ 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
「中期労働政策ビジョン
（２０１４～２０１８）」
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２０１９春季
生活闘争を構築します。
とりわけ、グループ会社
における人材の確保と定
着に向けた環境整備が労
使の共通かつ喫緊の課題
であることを踏まえ、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２０１９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条
件の確立を目指す取り組
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、働き方改革関連法の
成立を踏まえて、休日増
を含む年間総実労働時間
の縮減や長時間労働の是
正、同一労働同一賃金の
実現や労働条件向上に資
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、加盟各単組が
主体的に自らの労働条件
を点検し、要求実現に向
けて積極果敢に労使交渉
を展開します。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」を実現する
とともに、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、
より一層の安全の確保、
技術力の向上はもとより、
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る目標賃金
これまでに実施してき
たグループ労組賃金実態
調査や公的機関による賃
金調査の結果等を踏まえ、
「中期労働政策ビジョン
（２０１４～２０１８）」
において、分科会（業種）
ごとに到達すべき目標賃
金を設定しています。こ
の間の取り組みによって、
一部の分科会の若年層で
は「Ｑ１（必達目標値）」
に到達していますが、未
だ多くの分科会・年齢ポ
イントで「Ｑ１」に到達
していな いことか ら、
「Ｑ１」に必ず到達する
とともに、参考値である
「Ｑ２」「Ｑ３」を目指
すこととします。
⑶ 具体的な要求内容
① 賃金カーブ維持分
の確保を前提とした定期
昇給制度の確立並びに適
正運用
働く者の生活設計や人
材の確保と定着、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、定期昇給制度が確
立されていない単組につ
いては、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
持分の確実な確保を求め
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「６，０００
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
賃金引き上げ要求につい
ては、総合生活改善や格
差（雇用形態間、男女間
等）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
定昇が確立されていな
い単組は、月例賃金総額
「１０，５００円以上」
引き上げを目安とします。
そのうち４，５００円
を定期昇給相当分、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、
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。
⑷ 総合生活改善に向け
た労働条件向上の取り組
み
賃金引き上げ要求以外
の労働条件向上に関する
要求ついては「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。
特に、働き方改革関連法
の施行を先取りした取り
組みや、時間外労働の上
限規制等の適用猶予となっ
ている業種について、一
般則に近づけるための取
り組みを展開します。
なお、具体的な要求に
ついては、各単組が置か
れている状況を踏まえて
各々で策定し、実現を図っ
ていくこととします。
⑸ 非正規労働者の処遇
改善に向けた取り組み
非正規労働者の労働条
の「底 上げ・底 支え」
「格差是正」と正規労働
者との均等待遇の実現を
図る観点から、ＪＲ各単
組と同様のテーマを掲げ
て取り組みます。特に、
同一労働同一賃金の法整
備を踏まえた正規労働者
との不合理な待遇差の是
正や、無期転換ルールの
適正運用、地域別最低賃
金の引き上げなどに向け
た取り組みを強化します。
⑹ 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、ＪＲ
グループ全体で生み出し
た付加価値が適正に配分
される取引関係の実現に
向けた取り組みを継続し
ます。とりわけ、安全の
確立と安定した事業運営
による収益の確保が、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
の確保、技術力の向上は
もとより、労働条件の向
上や人材育成の充実を図
るための原資を創出すべ
く、受委託契約における
契約単価の見直し等、協
力会社等における「人へ
の投資」を引き続き求め
ていきます。
⑺ 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
（木）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、可能な限り
４月中決着を目指して取
り組みます。
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
改訂交渉での下記の未解
決事項を中心に、２０１
９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 新規採用時の年次
有給休暇の付与日数の増
付与について
③ 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
④ 育児及び介護に関
わる諸制度の拡充につい
て
⑤ 技能手当・職務手
当等の改善について
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）の制度改善について
⑹ 要求と回答引き出し
の日程設定
① 要求提出
２月 日（水）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。
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13

15

会社は平成

「中期経営計画『Ｒｅｇ して頂けるバス事業者の
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ ２ 要件は、安全輸送とお客
０２０ ２ｎｄ ｓｔａ 様の目線に立った接客サー
ｇｅ』（２０１７‐２０ ビスの提供が欠かせない
２ ０ ） の ２ 年 目 と し て という認識のもと、全社
『 安 全 ・ 安 心 の 確 保 』 員がプロ意識に徹し、引
『収益の拡大』『経営安 き続き安全・安心運転の
定化のための支援措置及 推進に向け、ハード・ソ
び安全対策に対する追加 フトの両面から取り組ん
的支援措置を活用した設 でいく」としています。
ＪＲ四国労組も、「安
備投資等の着実な実施』
を重要な３本柱として取 全の確保」は輸送機関の
り組み、安全・安定輸送 最大の使命であり、組合
の確保に向けては、安全 員一人ひとりが自らの職
管理体制を有効に機能さ 責を自覚し、悲惨な事故
せ『現場力・リカバリー を起こさない強い決意で
力の向上』『現場第一主 取り組みの強化を図ると
義の徹底』『グループ一 ともに、安全衛生委員会
体となった安全文化の確 等を活用し労働災害の撲
立』を重点項目とし、輸 滅に向け取り組みます。
送品質の向上を図る」と ⑵ ２０１９春季生活闘
争の取り組みについて
しています。
２０１９春季生活闘争
ＪＲ四国労組も、安全
の確保を大前提に、労働 の取り組みは、基本的に
組合としてのチェック機 連合・ＪＲ連合の方針を
能を発揮しつつ、事業計 踏襲し、本部委員会の決
画を共有化する立場から 定を受け、業務委員会で
取り組みの強化を図りま 意思統一を図ります。
⑶ 賞与等の取り組みに
す。
ついて
夏季賞与等の取り組み
８ 平成 年度夏季手当
は、会社の業績と組合員
等の取り組みに
ついて の期待感、生活実態を踏
ＪＲ四国を取り巻く経 まえ、世間相場の動向等
営環境は、対抗輸送機関 も勘案しながら、春闘時
との競合、人口減少や少 における同時要求も含め
子高齢化のさらなる進展 業務委員会で議論し要求
など、依然として厳しい します。
環境が予想されますが、 ⑷ 職場環境改善の取り
期末手当が住宅ローンや 組みについて
職場諸問題の解決は、
教育費など、生活費に占
める割合は非常に大きく そこで働く組合員にとっ
て大変重要な問題であり、
なっています。
よって、日々の「安全・ その解決・改善に向けて
安定輸送」、増収活動へ 取り組みます。
の取り組み、組合員の強
い期待感やその努力に報 「一企業一組合」
いるためにも、会社の経
組織の充実・強化の
営実績及びＪＲ他社や世
取り組みについて
間相場等の動向を見極め
ながら執行委員会等にお １ 「一企業一組合」へ
いて議論し、春季生活闘
向けた取り組みに
争時において要求するこ
ついて
ととします。
私たちＪＲ四国労組は、
結成以来、今日まで「一
９ ジェイアール四国
企業一組合」に向けた組
バスの労働条件
織の充実強化について取
改善等の取り組みに り組み、責任組合として
ついて 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
解決及び改善に向けて取り ⑴ 安全・安心輸送に向
けた取り組みについて
組みます。
ジェイアール四国バス
は、平成 年度の事業計
７ 会社施策の対応に
ついて 画において、「お客様か
年 度 を ら信頼され安心して選択

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

６ 職場環境改善に
ついて

25
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５ ＪＲ四国労組の
２０１９春季生活
闘争方針について

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 契約社員の賃金、
労働条件の改善を図るた
め
⑶ 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
を求めます。
２０１９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６，０００円以
上の引き上げを求め、そ
のうち３，０００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
（ 月）に無期雇用者も
含めて要求します。
あわせて 、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。
⑷ 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
⑸ 就業規則等の制度改
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⑴ 基本的な考え方につ
いて
ＪＲ四国労組の２０１
９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。
⑵ 要求の根拠
① ＪＲ労働者として、
働きがいの持てる目標賃
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 働く組合員が意欲
を持って日々の業務を遂
行できる環境の創出のた
め
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36

23

10

90

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。

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。
⑴ 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。
⑵ 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、２０１９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。
⑶ 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。
⑷ 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。
⑸ 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。
⑹ 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。
⑺ 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
に取り組むとともに加入
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。

３ 民主化闘争への
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
解決することによってＪ
Ｒ労働運動の分裂状況に
終止符を打ち、真にＪＲ
の健全な発展に資するＪ
Ｒ労働運動の一元化を達
成することにあるといえ
ます。ＪＲ四国労組も、
この目的達成のための様々
な支援活動や情宣活動に
参画し、ＪＲ労働界再編
に向けた 組織拡大 運動
「民主化闘争の完遂」に
向けてＪＲ連合と連携を
強化していきます。具体
的には「ＪＲ連合組織戦
略会議への参加」「民主
化支援行動への参画」等
について取り組みます。

４ ＪＲ四国労組退職者
連絡会の充実強化に
ついて

ＪＲ四国労組は、退職
者連絡会の運営を円滑に
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
将来を切り拓く運動を創
るために、諸活動を通じ
て次世代を担うリーダー
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【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（経営協議会）
・ダイヤ改正（ＪＲ四国）
（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」

32

32
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催について
⑫当面するスケジュール
について
⑬その他
・各県協定期委員会・春
闘討論集会の開催日程
について
・青女「冬季レクレーショ
ン」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

特別功労者（順不同）
ＪＲ連合
団体表彰（賃金実態調査）
河村 滋喜 事務局長
愛媛支部
中村 鉄平
自動車支部
交通政策部長
団体表彰（救援カンパ）
四国旅客鉄道株式会社
香川県協
半井 真司
愛媛県協
代表取締役社長
徳島県協
森下 聖史
高知県協
常務取締役総務部長
山内 研吾
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
別枝 一成
取締役総務部長
近藤 盛一 調査役
四国労働金庫
小川
俊 理事長
全労済香川県本部
吉峰 英治
事業推進部長
交運共済四国事業本部
浅岡 秀幸 本部長
ＪＲ四国労組議員団会議
井上 洋一 団長
山本 悟史 副団長
江渕土佐生 幹事長
ＪＲ四国労組顧問弁護士
大平
昇 弁護士
ＪＲ四国労組退職者連絡会
清水 和博 会長
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を育成するという重要な
任務があります。基本組
織である本部・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
と行動力に基づき活動の
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

病共済」の加入促進に努
③「坂出インターバスプ
めます。
ラザ廃止」及び高速バ
⑹ 「長期家族サポート
ス火災発生並びに四国
共済」の更新に向けて取
１月 日（土） 時 （共闘）
運輸局監査に伴う行政
り組みます。
⑺ アイネクストの「ア 分より、本部１階会議室 ・ＪＲ四国グループ労働
処分等について
フラックがん保険」等の で「第６回本部執行委員
組合連合会定期大会
④ＪＲ四国労組「新春セ
加入促進に努めます。
・連合「愛のカンパ」の
ミナー・新春交歓会」
会」が開催された。
⑻ 組合員の財産形成と
実績
の開催について
経過報告と議事につい
生活を支援するため、財
（レク）
⑤第 回定期本部委員会
形貯蓄等の加入促進など、 ては次のとおり。
・第７回ドッジボール大
の議案書について
労働金庫運動に取り組み
会
⑥第 回定期本部委員会
ます。
（ＪＲ連合）
の役割分担について
・安全対策委員会
⑦平成 年度夏季手当要
国内外労働者との
・組織戦略会議
求の基本的な考え方に
連帯活動について
・政策シンポジウム
ついて
・労働政策委員会
⑧ＪＲ連合四国地方協議
・新中期労働政策ビジョ
会第 回定期委員会の
ン策定ＰＴ
開催について
⑨レディースミーティン
【議事】
グの開催について
①県協からの推薦申請に ⑩ユニオンスクール「ニュー
ついて
リーダーコース」の開
②予讃線「宇多津駅構内
催について
における高架橋からの ⑪ＪＲ四国労組「第１回
落下物」について
ハイキングレク」の開
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。

１月 日（土）香川県
宇多津町「ホテルアネシ
ス瀬戸大橋」において、
２０１９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、
「働く『仲間』の『笑顔』
のために」と題し、参議
院議員選挙比例区候補予
定者の田村まみ氏を講師
に迎え、労働組合での経
験から学んだ生活者の視
点を持つことの重要性や、
働く仲間の声を国政に届
12

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。
2519

25

11

30

年実施した「ＪＲ連合第
回賃金実態調査」並び
に「大阪北部地震・平成
年７月豪雨災害被災者
救援カンパ」に対して積
けるため立候補を決断し 極的な取り組みを行った
た経緯などについて講演 ２支部、４県協が受賞さ
を頂いた。出席者は田村 れた。
氏の体験談を交えた話に
熱心に耳を傾けた。
その後「新春交歓会」
に移り、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
１１０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
立及び、平成 年７月豪
雨等の救援カンパ並びに
「リカバリー 」等への 来賓の皆さま（順不同）
取り組みに御礼を述べる 連合香川
信夫 会長
とともに、２０１９春季 森
生活闘争をはじめとする 石川 哲也
西地域協議会事務局長
当面する諸課題に対する
協力を要請するとともに、 四国交運労協
組合員と家族のしあわせ 井上 浩司 議長
実現に向け奮闘する決意 国会議員
小川 淳也 衆議院議員
を述べた。
また、新春交歓会の中 玉木雄一郎 衆議院議員
で特別功労者表彰が行わ 参議院議員選挙推薦候補者
れ、団体表彰として、昨 田村 まみ 氏
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政策・調査活動の
取り組みについて

うとともに、公益財団法 民運動等の諸行動に積極
２ 調査活動の
充実強化に向けて 人オイスカ四国支部が主 的に参加することを通じ
激変する社会環境の変 催する活動にも参加し、 て、ＪＲ連合運動を地域
化に伴い、労働環境も大 地域貢献活動に参画しま に浸透させる取り組みを
行います。
きく変わる中、幅広く組 す。
⑵ ＪＲ連合四国地協
合員の意見集約を行う調
ＪＲ連合四国地協は、
査活動の充実・強化が求 政治・共闘の
められています。今後も
取り組みについて 連合四国ブロック及び四
国交運労協に対し、ＪＲ
実施が予定される、ＪＲ
連合の窓口としてＪＲ連
連合賃金実態調査をはじ １ 政治関係について
合運動への理解や信頼を
め、ＪＲ連合及び連合の ⑴ 政治活動について
実施する各種調査に積極
ＪＲ四国労組「四国の 高めることに努めます。
⑶ ＪＲ四国グループ労
的に参加し回収率向上に
鉄
道
を
考
え
る
国
会
議
員
連
努めるとともに、ＪＲ四 絡会」や「ＪＲ連合国会 働組合連合会
グループ労組組合員の
国労組運動に反映させて 議員懇談会」「ＪＲ四国
いきます。
労組議員団会議」「 世 労働条件改善という目的
紀の鉄道を考える議員フォー 達成に向け、ＪＲ四国連
教育・広報活動の
ラム」のメンバーと連携 合がＪＲ四国グループ組
取り組みについて し、総合交通政策の実現 合員全体にとって真にそ
や、具体的な課題の解決 の役割を果たしていくた
に向けて政治活動を展開 め、組織活動・政策活動
１ 教育活動について
の両面から今後の活動を
ＪＲ四国労組運動をさ します。
らに継承・発展させてい ⑵ 第 回統一地方選挙 展開します。
くため、魅力ある教育活 及び第 回参議院議員選 ⑷ 四国再発見の取り組
みについて
動に取り組んでいきます。 挙の取り組みについて
運輸収入確 保に向け
なお、今後の主な取り組
私たちの制度政策要求
みは次のとおりです。
を実現させるための政治 「四国再発見」増収キャ
⑴ 青年女性組合員（入 活動は、「二島・貨物会 ンペーンに取り組むこと
社６年以降）を対象とし 社経営支援策」の取り組 を要請します。
た「ユースコース」
み等でも明らかなように
⑵ ＪＲ採用の新任役員 大変重要であることから、 レクレーション・
等を対象とした「ニュー 私たちの掲げる政策課題 サークル活動について
リーダーコース」
解決に理解いただける政
昨年８月に開催 した
⑶ 管理者組合員を対象 治家との連携を強化しま
「サークル協議会運営委
と し た 「 特 設 コ ー ス 」 す。
（管理者セミナー）
よって、今春実施の統 員会」で確認されたとお
一地方選挙及び７月実施 り、本部主催の新たなレ
２ 広報活動について
の第 回参議院議員選挙 クレーション活動を開催
「ＪＲ四国労組新聞」 については、連合・ＪＲ するとともに、従来から
については、引き続き、 連合の推薦候補者及び各 の県協・支部・分会主催
各種会議や行事の内容及 県協推薦候補者の当選に 行事への補助についても
び各級機関の活動など、 向け、積極的な運動を展 有効活用を図り、それぞ
れの独自性のあるレクレー
組合員と密着した記事に 開します。
ション・サークル活動を
重点を置き、親しみやす
比例区推薦候補者
支援していきます。
い紙面づくりを行います。 『田村 まみ』
また、「ＪＲ四国労組
（国民民主党）
ニュース」や「自動車支
ＵＡゼンセン出身 福祉・共済事業活動の
部ニュース」もタイムリー ⑶ ＪＲ四国労組議員団
取り組みについて
でわかりやすい内容とし 会議との連携強化につい
て発行するとともに、ホー て
福祉・共済事業活動の
ムページの迅速な更新に
ＪＲ四国労組議員団会 推進に向けて、以下の項
努めます。
議に加盟する会員は４名 目に取り組みます。
です。今後も連絡体制を ⑴ 新規採用者の交運共
ボランティア活動の
密にし、政策課題の解決 済「総合共済」の全員加
取り組みについて に向けて取り組みを強化 入に向けて取り組みます。
⑵ 交運共済「自賠責共
します。
香川県議会議員候補者 済」及び「マイカー共済」
青年女性会議を中心と
の加入促進に取り組みま
した「鉄道版交通安全教
『山本 悟史』
す。
（国民民主党）
室」を開催するとともに、
高知県議会議員候補者 ⑶ ＪＲ四国労組独自共
全組合員の誰もが参加で
済制度「乗務員共済」の
きる活動として実施して
『橋本 敏男』
加入促進と健全運営に努
いる「プルタブ回収」も
（無所属）
めます。
継続して取り組んでいき
⑷ 全労済「ＪＲ四国労
ます。
２ 共闘関係について
組セット共済」の加入促
また、香川県三豊市の ⑴ 連合・交運労協
粟島「城ノ山」において
連合四国ブロック・四 進に努めます。
登山道の除草作業等を行 国交運労協の提唱する国 ⑸ ＪＲ連合「ＪＲ私傷
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１ 政策課題の解決に
向けて
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」及び「 世
紀の鉄道を考える議員フォー
ラム」並びにＪＲ四国労
組「四国の鉄道を考える
国会議員連絡会」等との
連携をさらに強化し、組
織を挙げて取り組んでい
くこととします。
⑴ 持続可能な地域公共
交通の実現に向けた取り
組みについて
⑵ ＪＲグループ労働者
に相応しい労働条件の確
立に向けた取り組みにつ
いて
⑶ 鉄道の抜本的高速化
に向けた取り組みについ
て
⑷ 交通重点政策実現に
向けた取り組みについて
⑸ ジェイアール四国バ
スにおける課題解決につ
いて
⑹ 交通政策基本法の有
効活用に向けた取り組み
について
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