簡易苦情処理申告期限の延伸
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労働協約改訂交渉会社回答
保存休暇「育児」の対象年齢の延伸

シニア社員私傷病欠勤による雇用終了期間の延伸
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安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

＊ 現行の 短時間 勤務 制度 に おけ る
短 縮日数 （調査 期間 内に お ける 短
縮 時間の 総和を 一日 平均 労 働時 間
で 除して 換算し た日 数） 及 び短 日
数 勤務制 度にお ける 短日 数 指定 日
に ついて は、進 級欠 格条 項 の該 当
項目に含めないこととする。

２．昇進制度の改正について

＊ 実施内容
簡易苦 情処理 会議 への 苦 情処 理
申 告期限 を、本 人が 箇所 長 から 事
前 通知を 受けた 日の 翌々 日 まで と
する。
＊ 実施期日
平成二 五年一 〇月 一日 以 降に 行
う事前通知から適用する。

１．労働協約（債務的部分）の
改正について

＊

③ シニア社員の雇用契約の
終了事由について
シ ニア社 員の雇 用契 約 の終 了事
由の うち、 私傷病 欠勤 の 場合 につ
いて 、「六 〇日間 継続 し て、 私傷
病に より欠 勤した 場合 」 とし てい
ると ころ、 「九〇 日間 継 続し て、
私傷 病によ り欠勤 した 場 合」 とす
る。
＊ 適用対象者
（一 ）第一 項につ いて は 、社 員及
びシニア社員に適用する。
（二 ）第二 項につ いて は 、社 員に

適用する。
（三 ）第三 項につ いて は 、シ ニア

社員に適用する。
＊ 実施期日

（一 ）第一 項及び 第三 項 につ いて
は、平 成二五 年一 〇 月一 日か

（ 二）乗車 券（ 無賃 ）及 び自 由席
特急券代用証を交付
（ 三）保存 休暇 及び ボラ ンテ ィア
休暇の 付与 条件 であ る年 休取
得条件を除外
（ 四）ボラ ンテ ィア 保険 の会 社負
担による一括加入
＊ 適用対象者
社員、シ ニア 社員 及び 契約 社員
に適用する。

５．定期健康診断における
血液検査項目の追加について

＊ 実施内容

労働安全 衛生 規則 第四 四条 に定
め る定期健 康診 断に おけ る血 液検

査 について 、三 五歳 以降 、五 歳毎
の 年齢の社 員に 対し 、検 査項 目に

平成二六 年度 の定 期健 康診 断よ
り実施する。

癌関連項目を追加する。
＊ 実施期日

六年四 月一日 より 開 始と なる
勤務から適用する。

ら適用する。
（二 ）第二 項につ いて は 、平 成二

４．東日本大震災に関わるボラ

＊ 実施内容
購入券交 付枚 数の 基準 であ る勤
続 年数につ いて 、契 約社 員か ら引
き 続き社員 とし て採 用さ れた もの
に ついては 、契 約社 員期 間の 勤続
年数を通算することとする。
＊ 実施期日
平成二六 年四 月一 日以 降有 効と
なる購入券の交付から適用する。

６．購入券の交付基準である
継続年数計算方法の
改正について

① 保存休暇の取扱いについて
ンティア活動を対象とした支
保存休暇を使用する事由のうち、
援措置の延長について
子 を育児 する場 合に つい て、 「小 学
校就学に達するまでの間に限る」と ＊ 実施内容
し ている ところ 、「 小学 校三 年生 の
平 成二三 年五月 一日 か ら平 成二
年度末までの間に限る」とする。
五年 九月三 〇日ま での 特 例措 置と
② フレックスタイム制の
して 実施し てきた 東日 本 大震 災に
取り扱いについて
関わ るボラ ンティ ア活 動 への 支援
フレ ックス タイ ム制 のコ アタ イ
措置 につい て、六 ヵ月 間 延長 して
ムを廃止する。
実施する。
なお、フレキシブルタイムにお ＊ 支援内容
ける始 業時間 帯に つい ては 〇時 か
（一 ）社会 貢献活 動支 援 基金 によ
ら一四 時まで 、終 業時 間帯 につ い
り交通費等の一部を支給
ては一一時から二四時までとする。
「 今回の 延長実 施期 間 にお いて
一人一回に限る」

３．勤務制度等の改正について

進級から適用する。

実施期日
平成 二六年 四月 一日 に実 施す る

とし回答を行った。組合側は、「この間議論を積み重ね、前進した面は評
価するが、まだまだ至らない点もある。持ち帰り検討とする。」とした。

を目的に、子育て支援、健康支援の観点等の種々の制度を見直しを行う。
趣旨を理解していただき今次交渉の結論が円満に得られるよう要望する。」

九月一三日、西日本会社は労働協約改定交渉の回答を行ってきました。
冒頭会社側は、「八月二〇日の第一回交渉から本日まで真摯な議論を重ね
てきた。これまでの交渉を踏まえ、精一杯の判断として最終回答を提示す
る。世間の水準からみて相当高いレベルにあると認識しているが、より一
層の働きがいの向上、社員のワークライフバランスの充実を支援すること
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また、八月一二日、「指令第一号」
を発 信し、 ①大会 で決 定さ れた 方 針
を全 職場・ 全組合 員に 徹底 し、 組 織
の統 一と団 結を深 める 取り 組み を 展
開す る。② 「安全 総点 検運 動」 の 強
化を はかり 、安全 で安 心な 職場 と 鉄
道輸 送確立 を目指 す。 ③Ｊ Ｒ職 場 の
労働 条件改 善、鉄 道の 安全 体制 の 確
立、 要求の 前進を はか るた め粘 り 強

く 団体交 渉を強化 し てい く。 ④組 織
強 化・拡 大の取り 組 みに 全力 をあ げ
る 。など 、大会決 定 に基 づく 当面 す
る 闘いに ついて、 各 級機 関に 指令 し
ました。

もとよし
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執行委員
執行委員
執行委員
執行委員
執行委員
執行委員

井戸
藤原
新田
青木
木元
羽柴
中本

『
二〇一三年度労働協約一部改正に関する

条『協 約の目 的』の 文 言改 訂を 交渉

書記長

申し入れ』
の趣旨説明を行う
国労本 部は、 九月 一三 日、 『二 〇
の到達 点とし て確認 し てき まし た。
また、 これら の経緯 を 踏ま え、 今夏
季手当 におけ る交渉 の 取り 扱い と超
低額回 答とな った背 景 につ いて 抗議
しました。

田中
守 近畿地方本部 総括、総務、法対
出戸 健治 米子地方本部 組織総括、業務
佐々木隆一 広島地方本部 共闘部長、家族会

のりすけ

一三年度 労働協 約の 一部 改正 に関 す
る申入れ 』（闘 申第 一号 ）に 基づ く
団体交渉を開催し、「憲法・労組法・
労基法」 を遵守 した 労働 協約 の改 正
に向けた要求趣旨説明を行いました。

財政部長、業務
業務部長
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貨物担当部長、組織
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現行の労働協約は、ＪＲ発足以降、
今次 労働協 約改正 交 渉で は、 四一
四半世紀 が経過 する 中で 、一 九九 一 項目の 条文改 正を求 め てい ます が、
昨年度 までの 交渉の 到 達点 及び 今日
まで未 解決に なって い る事 項に つい

求項目 に絞っ て協議 す るこ とを 表明
し、趣旨説明を行いました。

年の「支 社交渉 の開 催を 巡る 」労 働
委員会へ の調停 、そ の後 の協 約改 定

いる」と の解釈 で改 訂は 行わ れて き
ませんで した。 しか し昨 年の 交渉 で
貨物 会社側 は、国 労 本部 の趣 旨説
明に対 し、「 要求の 趣 旨は 承っ た。

て、労 組法の 目的に 照 らし た労 使間
労働協 約の締 結に向 け 、重 点的 な要

は、「経 営協議 会の 充実 」、 「団 体
交渉の設 置単位 に関 わり 、処 分権 の

債務条 項は双 方が負 う もの であ り、
信義誠 実の原 則に則 り 対応 して いき

国労 西日本 本部は 、 第二 七回 定期
西日本 本部大 会終了 後 第一 回執 行委
員会を 開催し 、当面 す る重 要課 題の
前進の ため、 大会で 決 定さ れた 運動
方針に 基づく 闘いを 実 践す る執 行部
の任務 分担を 決定し 、 当面 する 重要
課題の 前進の ため、 大 会で 決定 され
た運動 方針に 基づく 闘 いを 実践 する
執行部の任務分担を決定しました。

近畿地方本部 企画部長、業務
氏 名

青年部長
婦人部長

時に一部 の文言 改訂 はあ った が、 以
降、基本 的には 「ル ール は定 着し て

範囲での 履行義 務」 、「 委託 先問 題
における 団体交 渉の 限界 性」 など か

たい。」と回答しました。

２０１３年度国労西日本部執行部

西日本本部新執行部第一回執行委員会開催
任務及び当面する闘いについて

ら運用面 におけ る前 進面 と協 約第 一

出身地方本部 任務分担
役 職 名

としてる
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