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Ⅰ．重点要求
１．六五歳定年制を確立す
ること。
回答：六五歳定年延長につ
いては、現時点、考えてい
ない。ただし、改正高年齢
者雇用安定法案の内容をふ
まえ、平成二五年度から生
じる無年金期間の労働条件
について見直しが必要だと
考えている。

（組合 ）回答 で明 らか にし て
いる ように 、来 年以 降、 無

ては法 案の 動向を 踏ま え見
直したいと考えている。

れまでの「雇用継続」をベー
スとし て、 労働条 件に つい

廃止」 「雇 用継続 」と いう
三つの 考え 方があ るが 、こ

（会社） 雇用 という 点に つい
ては、 「定 年延長 」「 定年

る 。検討 はし てい るが 、現
時 点で制 度の 詳細 につ いて
明 らかに でき るも のが ない
と いうこ とで ある 。現 時点
明 らかに でき るの は「 希望
者 全員再 雇用 」と いう 考え

つ いて整 えて いく こと が会
社 の責任 であ ると 考え てい

て いる… 」と いう 指摘 はそ
の 通りで あり 、労 働条 件に

なる。
（会社）「無年金が目前に迫っ

を 選択す る術 がな く、 社員
の 中に不 安が 広が るこ とに

動 向もあ るが 、無 年金 が目
前 に迫っ てい る状 況に おい
て 、労働 条件 が整 備さ れて
い ない中 では 「雇 用継 続」

（組合）「賃金 退
･ 職金など
の労働 条件 につい て検 討し
ている 」こ とは、 今日 まで
の交渉で明らかにしており、
「前広 に協 議する 」こ とも
確認し てき た。法 案審 議の

年金層が生じることになる。
六五歳 まで の雇用 と労 働条
件につ いて 、考え 方を 明ら
かにすべきである。

国労本部は、三月二九日及び四月五日、一三日、一七日に「二〇一二年度労働条件改善に関
する申し入れ（国労闘申一二号）」に基づき、重点要求の各項目及び勤務・労働時間・休暇に
関する要求、また諸手当に関する要求について団体交渉を開催しました。
貨物会社は、収入計画の未達を社員に犠牲を転嫁することで乗り切ることを基本とし、更な
る総人件費の抑制と、コスト削減を中心とした施策を強めてきています。
こうしたなか、職場では慢性的な要員不足や、常態化する列車遅延に対応すべく、日々社員
は安全運行に奮闘していますが、時間外労働や休日労働が拡大し、運転事故・労働災害等が多
発しているのが現状であり、社員の労働実態と生活は厳しさを増すばかりです。
国労は、人間らしく安心して働き続けられる「労働条件改善要求」の実現を目指し、現状の
厳しい労働・生活実態を改善することを強く求め交渉を行いました。

労働条件改善要求
重点要求項目等について交渉行う

貨物

尚、 交渉に おけ る主 なも の
は以下 の通り です 。（ 詳細 は
電送参照のこと）
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（組合） この 間、 主張し てい
た「新しい人事 賃
･ 金制度
の中で 見直 す」 から「 全体
的な賃 金カ ーブ の見直 しを
含め勉 強す る課 題であ る」
と回答 が変 化し ている が、
変化した理由は何か。
（会社）「新しい人事 賃
･金
制度」 の中 で「 見直す 」こ
とを主 張し てき たのは 事実
であるが、２年前に「制度」
の見直 しと 導入 につい て
「現状 では 困難 である 」こ
とを明 らか にし てきた 。そ
の中で 五五 歳以 上社員 の賃
金につ いて 「制 度」全 体の
見直し から 切り 離し個 別の

２．五五歳以上社員の賃金
ダウンを改善し、同一労働、
同一賃金に基づき、昇給制
度を確立すること。
回答：五五歳以上の賃金に
ついては、全体的な賃金カー
ブの見直しを含め勉強する
課題である。

方に 変化は ない とい うこ と
であ る。法 案審 議の 動向 も
ある が、決 定さ れ次 第、 不
安が 生ずる こと のな いよ う
労働 条件を 整え たい と考 え
ている。「前広に協議する」
ことは認識している。
（組合 ）労働 条件 の詳 細に つ
いて 「現時 点、 明ら かに で
きな い」と いう こと だが 、
現行 の嘱託 社員 の賃 金に つ
いて は「年 金満 額支 給者 を
上回 る賃金 水準 で決 定」 と
いう 経緯が ある 。考 え方 は
維持しているのか。
（会社 ）現行 の水 準が 一つ の
指標になると考えている。
（組合 ）労働 条件 につ いて は
「前広に協議する」中で整
備し ていく こと を確 認し て

前広に協議する。

カ ーブの 見直 しを 含め …」
と いう考 え方 は、 改善 の時
期を先送りするものである。
（会 社）全 体的 な賃 金カ ーブ
の 見直し を含 め、 勉強 する
ということである。
（組 合）「 五五 歳以 上社 員の
賃 金改善 につ いて は、 新し
い人事 賃
･ 金制度と切り離
し 、個別 の案 件と して 検討
す るが、 現下 の状 況で は改
善 は難し い」 とい うこ とな
のか。
（会社）その通りである。
（組 合）「 五五 歳以 上社 員の
賃 金改善 につ いて は、 新し
い人事 賃
･ 金制度と切り離
し 、個別 の案 件と して 検討
す るが、 現下 の状 況で は改
善 は難し い」 とい うこ とで
整理しておく。
（会社）了解した。

９．ＪＲ乗車券購入の半額
補助制度を新設すること。
回答：ＪＲ乗車券の半額補
助制度を新設する考えはな
い。

が「困 難な 状況 にある 」と
するな らば 、改 善する 時期
を明ら かに する のが、 この
間の交 渉経 緯に 基づい た取
り扱い では ない か。新 たに
持ち出 した 「全 体的な 賃金

退けて きた のが この間 の経
緯であ る。 「制 度」の 導入

我々が 要求 し続 けてき た五
五歳以 上社 員の 賃金改 善を

（会 社）乗 車券 の半 額補 助制
度を新設する考えは無い。
（組 合）平 成二 一年 度の 採用
者 は、会 社案 内に 乗車 券の
半 額制度 があ ると して 、貨
物 会社を 希望 した が、 研修

こ とから 半額 制度 の新 設を
改めて求める。

車 券の半 額制 度を 求め る職
場 の声が 多く 出さ れて いる

（ 組 合 ） 「 新 し い 人 事 賃 金 （組 合）Ｊ Ｒ乗 車券 の半 額制
･
制度」の導入を理由として、
度 が無く なっ てか らも 、乗

課題と した とい うこと であ
る。

安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

おく。
（会社）法案の動向を踏まえ、

田中 守
編集責任者 羽柴 二郎

の中で、半額補助制度が無
いとの説明に落胆したと報
告を受けた。会社は、この
ような声に応え制度の新設
を行なうべきである。

Ⅱ．勤務・労働時間・
休暇に関する要求
６．三〇歳未満の独身者に、
遠距離帰省旅費を年六回
支給すること。（現行二八

（ 組合）特 任の 見直 しに つい
てどうか。
会社）北 陸本 線の 金沢 ～富

している。
（会 社）負 担があ るこ とは 承
知 してい るが、 あく まで 私

山間の特急通勤を拡大した。
傷病に補助する考えはない。
（ 組合）実 施時 期は 何時 から （組 合）現 在、無 呼吸 症候 群

は旅客会社と一緒なのか。

（会社）スクリーング検査は、
指と鼻 の装 着の 違い があ る

が、精 密検 査に つい ては わ
からない。

は違う と思 う。 貴重 な運 転
士を減 らす こと にも つな が

（組合） 会社 はメ ガネ と同 様
という が、 少し 「Ｓ ＡＳ 」

（会 社）明 確な数 はわ から な
いが、全社で一〇〇人程度、

るため 、引 き続 き補 助制 度
について求めていく。

の 治療を してい る運 転士 は
どの程度いるのか。

運転士の六％程度である。
（組 合）運 転適性 検査 の時 期
に 合わせ て簡易 検査 を実 施
し ている が、現 在治 療中 者
は 検査を 行わな いの か、 完

か。
（ 会社）定 期券 購入 時期 と重

（ 組合）昨 年の 交渉 時に 通勤
手当の持 ち出 しは 六名 いた
が五名が 上限 の見 直し によ
り改善さ れた 。今 回の 見直
しで残り の一 名も 救済 され

治はしないのか。
（会 社）医 師から は完 治す る

歳年二回支給）
回答：現行通りとしたい。
（組合） 帰省 旅費 の支 給が 年
二回と なっ てい るが 、更 に
二八歳 の年 齢制 限を 設け て
おり、 使用 回数 を従 前の 六
回に戻すべきである。
たのか。
（ 会社）調 査し て、 回答 した

超えていると認識している。
（組合）利用については、こ
績払い であ り、 年六 回支 給
すべきである。

旅費負 担も 大き くな って い
る。個 々の 部分 もあ るが 実

なること から 四月 一日 にと
した。

措置として行っているベネ
フィット・ワンの使用実績
についてどの様になってい
るのか。
（会社）平成二三年度の実績
（会社） 現在 、お 盆、 正月 に
帰省す るこ とを 考慮 して 年

行きたい。
（組合）半額補助制度の代替

については、ベネフィット
からの報告は、まだである
二回支 給し てい る。 それ で
十分と考えている。

れまでも指摘してきた地域
によっては施設がないなど

（会社） 独身者の帰省実績
に伴っ て、 その 旅費 を支 払

．乗務員の無呼吸症候治
療に対する補助金制度を新
設すること。
回答：「ＳＡＳ」について
はあくまで私傷病であるた
め、乗務復帰後の治療に対
する補助金制度を新設する
考えはない。
（ 組合）回 答の 乗務 復帰 後の
治療とはどういうことか。
（ 会社）ス クリ ーン グ検 査、
精密検査の費用については、
会社負担 であ るが 、治 療に
対する費 用は 私傷 病の ため
自己負担をお願いしている。
（ 組合）ど この 医療 機関 にお
いても費 用は 大差 ない と思
うが、月 五， 〇〇 〇円 、年
間六万円 程度 の費 用が 掛か
り大きい負担となっている。
全額と言 って いる わけ でな
く一部補 助で きな いか と質

た ならば 、自費 で精 密検 査
を受けることになる。

正 しい検 査結果 が得 られ に
く いため 、完治 した と思 っ

と 聞いて いる。 Ｃパ ップ 使
用 者は、 一日つ けな くて も

とそれを 支え る家 族に 対し 、
厳しさだ けを 押し 付け るだ け

為の対応 や、 自然 災害 の中 で
安定輸送 に奮 闘し てい る社 員

ないもの であ り、 今後 本格 的
に始まる 東日 本大 震災 復興 の

を少しで も改 善さ せた い社 員
と家族の 思い に何 ら応 えて い

貨物会 社の 回答 は、 厳し い
労働条件 を改 善し 、生 活不 安

（組 合）Ｃ パップ 治療 者が 、
本 人に非 がない 状況 （無 意
識 のうち に外れ た、 花粉 症
等 で装着 できな い） で乗 務
で きない ときの 、勤 務扱 い
はどうなるのか。
（会 社）事 故扱い とな り、 無
給日となる。
（組 合）花 粉症な どで 、簡 易
検査がしにくい時期があり、
時期を配慮してほしい。
（会 社）時 期につ いて は考 慮
したい。
（組 合）検 査の基 準に つい て

社員の切 実な 要求 の実 現を め
ざす署名 を取 り組 み、 他労 組
組合員一 ，〇 〇〇 筆以 上を 含
む一，六 五〇 筆を 集約 し貨 物
会社に提 出し てき まし た。 職
場では「 ＪＲ 半額 制度 を是 非
復活して 欲し い」 「五 五歳 以
上の賃金 改善 」等 切実 な声 が
出ていま す。 人間 らし く安 心
して働き 続け られ る労 働条 件
改善の実 現を 目指 し、 さら に
職場から 組織 拡大 と共 に大 き
な運動を 作り 上げ なけ れば な
りません。

（会 社）運 転適性 不都 合で 他 のものです。
職種に異動することになる。
国労は 春闘 の取 組み とし て

（組 合）治 療を拒 否し た場 合
は、どうであるのか。

以上

が、電話での回答では、昨
年を上回っている。グルメ
（組合） ＪＲ カー ドが 廃止 さ
れたこ とに より 、帰 省す る

代替措置は平等性にかける
のではないのか、福利厚生

うだけ でも 十分 手厚 いと 考
えている。
（組合） 引き 続き 要求 して い
く。

化」に伴う配転等による新
幹線・特急通勤は全て認め、

８．職場の「統廃合・合理

ならば社員が平等に差別な
く享受できるものにするべ
きである。引き続き求めて
いてく。
（組合）会社は明確な廃止理
由を述べずに、ＪＲ乗車券
の半額補助制度について、
ただ主張だけを繰り返すこ
とに終始してきたが、我々
が要求してきたＪＲカード
を踏襲したＪＲ乗車券の半
額補助制度を新設すること
を引き続き求めていく。

通勤費は全額を支払うこと。
回答：通勤手当の支給につ
いての一定の制限は必要と
考えている。ただし、一部
区間の特認の見直しについ
ては検討しており、別途お
知らせしたい。
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い。

カードを除く利用人数は、
延べで約一〇，〇〇〇名を

（会社）そのような声に対し
ては、きちっと説明をして

06－6358－1190 JR071-4548.9 NO.190
国労大阪会館内
大阪市北区錦町2-2
本
日
西
労
国
2012年 4月18日
（2）

