安全・安心のために労働条件の改善を

ＮＯ．２０４

労働協約
労使関係部分の改正について

１．第一条（協約の目的）全文を、「この
協約は、安全を基盤として企業の健全な
発展ならびに組合員の労働条件の維持改
善及び地位の向上を図ることを目的とす
る。」に改めること。

２．第三条（非組合員の範囲）第一号にあ
る管理職社員（参与、参事、参事補及び
主事の者）等以外の非組合員の範囲は、
以下のとおり「（２）前号の他・・会社
が指定する者」とあるのを「（２）別に
協議して定めた者」に改めること。とり
わけ、「人事関係」に係わる者について
は非組合員とすること。

３．第六条（勤務時間中の組合活動）
について
⑴．本条に以下の条文追加すること。
「なお、第一号（協議会委員等）及び第

する場合は、会社に申し出、その許可を
得なければならない。」とあるのを「・・・

５．第一五条（一時的使用）第一項「組合
は、会社の施設、什器等を一時的に使用

４．第九条（専従者の選任）については、
全文を削除し、「第九条組合の専従者数
については協議して決める。
二、組合が専従者を選任したときは、会
社はこれを認める。
三、専従及び専従解除については、組合
が会社に届け出る。」とすること。

⑵．第五号を次に改めること。
「⑸ 組合が主催する次の会合に出席する
場合。
① 本部、地方本部及び地区本部の大会、
委員会
② 地方本部、地区本部及び支部の代表者
が出席する各会議
③ 全国大会及び中央委員会」
⑶．第六号を次に改めること。
「本部、地方本部及び地区本部の執行
委員会」とし、「ただし、月一回一日に
限る」を削除し、「組合が申し出た場合」
に改めること。

労働協約改正要求（案）職場討議資料

国労西日本本部
二号（交渉委員等）は子会社において開
催される経営協議会及び団体交渉も含む。」

労働協約・
労働条件
改正要求（案）
職場討議資料

一時的に使用する場合は、会社に申し出
る。」に改めること。

安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

る」に改めること。

．第二七条（経営協議会議題）の条文に、
「なお労働条件に関する事項は団体交渉
の場において交渉する」と付加するほか、
第三号「業務の合理化ならびに能率の向
上に関する事項」とあるのを「会社の運
営に関する事項」に改めること。
議題⑸ 事故防止に関する事項に、
「労使安全会議を中央・地方で開催する」
を付加すること。

．第三二条（団体交渉の設置単位）につ
いて、「地方における団体交渉は、本社
及び地方機関において行なう」とあるの
を「本社・支社の地方機関・付属機関及
び各現業機関」に改めること。

．第三九条（団体交渉事項）については、
一号から四号にある「・・・の基準に関
する事項」の文言中「の基準」を削除し、
「・・・に関する事項」とし、「安全全
般に関する事項」を追加すること。

．第四六条（あっせん、調停及び仲裁）
二項については、「・・解決できなかっ
た場合には、会社と組合は合意のうえ、
労働委員会の仲裁に付することができる。」
とあるのを「・・解決できなかった場合、
会社と組合の双方又は一方から労働委員
会の仲裁に付することができる。」に改
めること。

位の向上を図ることを目的として、相互
の意思疎通を図るため経営協議会を設け

９．第一九条（目的）を「会社及び組合は、
安全を基盤として企業の健全な発展なら
びに組合員の労働条件の維持改善及び地

それが完了するまでは、争議行為を行わ
ない。」の文言を削除すること。

．第四七条（平和条項）の、「また、前
条に定める手続きが進行中である時には、

８．第一八条（違反の措置）の項を削除し、
以降を繰り上げること。

７．第一七条（掲示内容）一項「掲示類は、
組合活動の運営に必要なものとする。ま
た、掲示類は、会社の信用を傷つけ、政
治活動を目的とし、個人を誹謗し、事実
に反し、または職場規律を乱すものであっ
てはならない。」とあるのを「掲示類は、
組合活動の運営に必要なものとする。個
人を誹謗し、事実に反するものであって
はならない。」に改めること。

６．第一六条（掲示）第一項「組合は、会
社の許可を得た場合には指定された場所
において組合活動に必要な宣伝・報道・
告知を行うことができる」を 組
｢ 合が会
社に申し出た場合には指定された掲示場
所において、組合活動に必要な宣伝・報
道・告知を行うことができる に
｣ 改める
こと。第二項は削除すること。

編集責任者

田中 守
羽柴 二郎
発行責任者
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に次の条文を挿入すること。
「第○条（会議の合同）申告のあった苦
情内容が二以上の設置単位にまたがる場
合、関係する会議は合同して開催しなけ
ればならない。
２．前項の会議の判定及び決定は、関係
するそれぞれの会議の判定及び決定とす
る。」
．その他
⑴．事故の再発防止、体質改善及のため
に、支社等 地方本部間に「労使安全会議」
を設置すること。また、協議内容について、

「国民の祝日に関する法律「改正」」
に伴い休日の増加、リフレッシュ休暇を

３．「労働時間等改善実施計画」を策定し、
一週平均三五時間、一日七時間とし、

えた部分について割増賃金を支払うこと。

２．前項の協定によってやむを得ず勤務変
更した場合であって、所定労働時間を超

削除すること。
⑷．三号ウについて「速やかに関係組合
員の同意を得る」に改めること。
⑸．四号については削除すること。

公開とすること。
．第四八条（争議の予告）については、
．第六六条（地方会議の処理）の二項を
「・・また、争議行為の目的、形態、規
削除すること。
模、日時、期間及び場所等の具体的かつ
以 上
詳細な内容をその七二時間前までに文章
．第六六条の次に次の条文を挿入し以下
を持って会社に通知する。」の部分を
繰り下げること。
「会社に通知する。」に改めること。
「第○○条（再審議申立及び再審議）組 労働協約
合員は、地方会議の処理を受け、その審
労働条件部分の改正について
．第四九条（争議行為に伴う遵守事項）
議内容が事実に反している場合のみ、再
については、⑵号中の「・・・なお、二
審議申立ができる。
つ以上の旅客会社にまたがって運行され
２ 再
. 審議 申立について、地方 会議 は再 Ⅰ．勤務改善に関する要求
る列車については、紛争当事会社以外の
度事実審査をおこなう。
会社において列車の運行に支障を出さな
３ 処
. 理と 違う事実等が判明し た場 合、 １．「労働時間短縮に関する協定の一部改
いような措置がとられるまで、争議行為
地方会議は当事者及び参考人の出席を求
定に関する協定（平成一二年一〇月二六
の対象としない。」の部分を削除するこ
め、再審議をおこなう。」
日）を以下のとおり改定すること。
と。
⑴．第二項勤務等の指定及び変更等三号
．第六七条一項の「各側委員の意見が一
アについても「①基本的な取扱い」と
．第五〇条（争議行為中の会社施設、構
致したときは」を「各側委員の意見が一
すること。
内の立ち入り及び物品の使用）について
致したとき又は一方から」に改めること。
⑵．第二項勤務等の指定及び変更等三号
は、全文削除し、「組合は争議行為中の
「①基本的な取扱い」の（オ）～（コ）
施設等を使用する場合には会社に通知す
．第八〇条（簡易苦情処理の範囲）に
までを削除し、その際の取扱いをより
る。
「勤務地を移動する担務」を挿入すること。
「例外的」取扱いとして、より限定的な
⑴．会社の設備
取扱いに中身を圧縮すること。
⑵．その他物品等・・・」に改めること。
．第六章第二節簡易苦情処理会議の定め
⑶．三号「②その他の取扱い」について、
．第五三条（非常事態への対応）につい
ては、「会社は・・・必要な組合員をそ
の事態収拾に必要な業務に直ちに従事さ
せることができる。」の部分を「直ちに
双方協議し、混乱のないようにする。」
に改めること。
．第六五条（審議）の二項について、以
下のように改めること。
２．「審議にあたっては、当事者のほか、

参考人の出席を求め、報告を徴するほか、
関係書類の提出を求めることができる。」

新設すること。また、労使間で「労働時
間等改善委員会」を事業所単位で設置す
ること。

４．特休・公休は二カ月前に発表すること。

５．更衣時間を労働時間とすること。

６．勤務箇所を離れて勤務する場合、往路
及び復路は労働時間とすること。また、
地上職の訓練・教育等については、一日
の変形七ｄ勤務とすること。

７．工務関係の夜間作業については一カ月
に最高限度を六回とし、連続二夜は行わ
ないこと。

８．一暦日の勤務指定は九型までとするこ
と。また、一三型以上の勤務を指定する
場合の翌日は非番とすること。

９．工務関係職場の夜間作業に伴う労働時
間について、深夜時間帯を含む場合、労
働時間の最高を一四時間とし、この労働

時間を一五Ｃ勤務とみなすこと。また、
深夜時間帯における労働時間は五時間以
内とすること。

．始・終業時刻は、深夜帯に設けないこ
と。

．夜間作業時の自動車の運転に対する
「いねむり運転」防止対策を講じること。

10

．三六条協定を以下のとおり変更するこ

11

と。
⑴．三六条協定の締結単位を事業所単位
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．通勤手当における「併行した交通機関
又は自動車等の利用の特認の取扱い」に
ついて、見直しを図ること。

うこと。

とすること。
⑵．時間外労働は、その日の所定勤務に
連続した時間とすること。
⑶．時間外労働に勤務させる場合、本人
同意を得ること。
⑷．時間外労働については一日について
四時間、一カ月二〇時間、年間二〇〇時
間を超えないこと。また、特別休日を含
む休日の労働は一カ月に一回を限度とし、
その労働時間は七時間を超えないこと。
．勤務改善を行うことはもとより、「安
定・安全輸送の確保」及び展望ある技術
継承のため、要員確保及び拡充を行い、
教育の見直しを行うこと。

．グループ会社からのいわゆる「逆出向
社員」や教育・技術習得を前提として転
勤した社員は、所要員としてカウントし
ないこと。

．石綿健康診断等に係わる検査及び治療
及び定期健康診断については、すべて労
働時間として取り扱うこと。また、費用
についても会社負担とすること。

19

20

21

．半休の付与対象者は「育児休職等の取
り扱いに関する協定『Ⅱ休職以外の取り
扱 い 』第 項
3 に定 め る 短 時 間 勤 務 制 度 の
適用者を除く社員」に改め、乗務員も対
象とすること。

とすること。

４ ． 鉄 道 部 内に つ い て は 出 勤 箇 所 が 変 更
となった場合は、全て転勤の扱いとする
こと。
Ⅳ．職場環境改善に関する要求

１．鉄道部等の安全衛生委員会の設置単位
はグループ毎とすること。そして、各設
置単位に各労働組合の委員を参加させ、
議事の内容（個人情報保護法関係は除く）
について公表及び周知すること。また、
安全衛生委員会で「職場における心の健
康問題」発生原因の分析及び対策を行う
こと。

２．アスベスト対策について、社員をはじ
め第三者に危害が及ばない対策を行いア
スベストを全てのところから除去するこ
と。また、社員・退職者に啓蒙を行うこ
と。

３．休養室及び休憩室を休養・休憩する場

Ⅴ．パワーハラスメント対策と職場の「い
じめ」根絶、「メンタルへルス」対策の
要求

所にふさわしい設備とすること。
．社員が第三者により加害を受けた場合、 ２．出向期間終了にあたって、本人の意向
第三者加害休暇（有給）を新設すること。
どおり行うこと。
また、第三者加害対策を引き続き講じる
こと。
Ⅲ．転勤の基準に関する要求

１．事故等に絡む事実確認の際は録音等の

．保存休暇の使用範囲の拡大、使用制限

令及び行為を行った場合」を追加し、職
場において「パワーハラスメント」がお
きないよう全社員（特に管理監督層）を
対象に教育を行うこと。また、「命令と
服従」の企業体質を引き続き改善し、お
かしいことはおかしい、悪いことは悪い
と言える風通しの良い職場環境及び安全
を最優先した規律ある作業環境をつくる
こと。

３．労使間で「ＪＲ西日本人権擁護委員会」
（仮称）を設置すること。そして、「目
安箱」及び「イジメ１１０番」を設置し、
この中身について検討を行うこと。

４．労働者の救済措置について、不幸にし
て健康を害し、休業をした場合の労働者
を救済するために、上記委員会で「業務
上」による起因性が明らかになった場合、
その休業発生の日より有給の休暇とする
こと。

Ⅵ．再雇用制度等の取扱いに関する要求

１．年金支給開始年齢まで安心して働ける
よう、社員の選択による定年年齢を順次
六五歳までとすること。

２．他系統、他職種への配属は公募性とし、 ２．職場における「パワーハラスメント」
本人の同意を得ること。
をなくすこと。また、人権無視、不当な

４．勤務については本人希望を尊重するこ

３．運転適性及び医学適性で運転従事が不
可となった場合、本人の希望する職場
（職種）へ異動させること。

２．「再雇用」者を配置する職場を明確に
し、本人希望を尊重し雇用場所を確保す
ること。

命令を根絶するために、就業規則第２節
第一四六条に「部下に対し不法不当な命

記録等をとり、「可視化」すること。

．「仕事と家庭の両立支援」を促進する
上で、「託児所の設置」「休職期間の延

３．単身赴任の場合、その期間を二年以内

等の改善を図ること。

長」「取得要件の緩和」を図り、育児・
介護休職が取得できる環境及び啓蒙を行

の意向を尊重すること。

１．転勤にあたっては、個人面談時の本人

１．「広域出向等に関する協定」を以下の
とおり改正すること。
⑴．出向の人選にあたっては、公募を原
則とし本人の同意を得ること。
⑵．出向については、計画及び必要性等
協議事項とすること。

．二暦日にまたがる勤務についての年休 Ⅱ．広域出向等に関する要求
時季指定は、「一暦日単位」とすること。
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バックすること。

上

安全・安心な鉄道のために必要な要員の配置、

と。

以

３．長袖シャツについても半袖と同様に
「ボタンダウン」とし、ネクタイ不着用
条件を半袖シャツと同様とすること。

２．接客盛夏シャツ着用期間は、全社員ネ
クタイ不着用とすること。

１．制服について、貸与数及び生地等につ
いて見直しを図ること。
貸与数については、各系統の実態を踏ま
えて見直しを図ること。

５．私傷病による欠勤は九〇日とすること。 Ⅸ．制服に関する要求

Ⅶ．契約社員の待遇改善等に関する要求

１．「契約社員から正社員」へは、希望す
る者を採用すること。職種については、
本人希望を尊重すること。また、不採用
者に対して、その理由等を本人にフィー
ドバックすること。

２．更新を希望する者については全員雇用
を継続すること。

３．勤務については本人希望を尊重するこ
と。

４．福利厚生及び年次有給休暇等について
は社員と同等とすること。（養生休暇・
社宅・寮・購入券等）

５．職務乗車証を社員と同等とすること。
Ⅷ．進級・昇職試験制度に関する要求

１．試験偏重の考え方を改め、進級試験に
ついては原則標準年数で合格する仕組み
とすること。

２．進級試験の専門科目について公正・公
平を担保することから試験実施後その試
験問題、模範解答、合格基準を開示する
こと。

３．進級試験実施後の不合格者については、
本人に対し、否の理由を明確にフィード

労働条件の改善、保安装置の整備
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