労働協約（２０１３年９月

日締結）

乗務員勤務制度等の改正について
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安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

Ⅸ．制服に関する要求
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安全・
安心のために労働条件の改善を！
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１．労働時間は休憩時間を除く始
場合、次勤務までの在宅休養
業時刻から終業時刻までとする
時間は十分に確保すること。
こと。また、行先地の時間のう ７． 時以降７時以前には始・終
ち、折り返し準備時間を除いた
業時刻を設けないこと。
時間はすべてＣ加給の対象時間 ８．深夜帯に乗務となる行路の出
とすること。
勤時刻は、 時以降に設定する
２．乗務割交番作成において超勤
こと。
前提としないこと。１勤務の労 ９．出勤時刻から到着点呼までの
働時間は１日所定労働時間内で
拘束時間を 時間以内、非番と
行路を作成すること。深夜帯の
なる日は発点呼から退出時刻ま
乗務を２時間以上含む場合は
での拘束時間を６時間以内とし、
時間とすること。
退出は午前中とすること。
３．勤務は交番順序表に明示され
．準備時間については、動力車
た順序で作成すること。
乗務員は乗務前 分と乗務後
４．勤務については、毎月 日に
分を、列車乗務員は乗務前 分
翌月分を指定するとともに、翌々
と乗務後 分を確保すること。
月分の休日を指定し、公表する
．折り返し準備時間については、
こと。
動力車乗務員は乗務前 分以上
５．拘束時間は、１暦日勤務８時
と乗務後 分以上を確保し、列
間、２暦日は 時間を限度とし、
車乗務員は乗務の前後 分以上
事実上２泊３日となるような行
を確保すること。
路は設定しないこと。
．折り返し準備時間及び準備時
６．在宅休養時間については次の
間の積算要素を明らかにするこ
とおりとすること。
と。
⑴．１勤務終了後は拘束時間を
．準備時間及び折り返し準備時
上回る時間を確保すること。
間は列車の駅発時刻からではな
⑵．休日前の前後の時間は 時
く、車両の入換・転線開始時刻
間とし、連続する場合は 時
からとすること．準備時間及び
間を確保すること。また、休
折り返し準備時間は列車の駅発
日の前日の退出時刻は 時ま
時刻からではなく、車両の入換・
でに設定することとし、次の
転線開始時刻からとすること。
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勤務の開始については９時以
降とすること。
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労働協約改訂交渉
これが我々の要求だ！

クを行なうこと。
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⑶．事故等における列車遅延の
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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。
２．接客盛夏シャツ着用期間は、
労働協約（２０１３年９月 日締結）
全社員ネクタイ不着用とするこ
労働条件部分の改正について（前号続き）
と。
３．長袖シャツについても半袖と
４． 勤務 につ いて は本 人希 望 を
Ⅷ．新昇進・賃金制度に関する要
同様に「ボタンダウン」とし、
尊重すること。
求
ネクタイ不着用条件を半袖シャ
ツと同様とすること。
１．試験偏重の考え方を改め、進 ４．マイク等の入れやすいポケッ
級試験については原則標準年数
トを増やすこと。また、ポシェッ
で合格する仕組みとすること。
トを必要とする社員に貸与する
２．進級試験の専門科目について
こと。
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
以 上
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バックする
こと。
４．「昇進・賃金制度の改正に関
する協定」の議事録確認に基づ
き、評価制度について、きめ細
やかな納得性のあるフィードバッ

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．職務乗車証を地域線以上と

すること。
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．出区時の時間は、入換開始
時刻又はホーム出区の場合は
発時刻から 分前に積算し出
区時間は、車種及び両数を勘
案して余裕のある充分な時間
を確保すること。
また、出入区点検時間は次
のとおりとすること。
⑴．ＥＣ・ＤＣ＝出区は 分
のほか１両３分（ワンマン
カーの場合は１両６分）を
加算した時分とすること。
入区は 分のほか１両１分
を 加 算 した 時 分と す るこ と 。
なお、交直流電車（べビ
コン搭載車）は 分を加算
すること。
⑵．ＥＬ出区は１両につき
分、ＤＬ出区は 分、入区
は１両につき 分の時分と
すること。
．行先地の休養時間について
は、到着点呼から発点呼まで
連続７時間を確保すること。
．折り返し時間は両数に応じ
た余裕のある時間を確保する
こと。
．食事時間は７時、 時、
時の前後に着・着 分以上を確
保すること。
．１勤務の乗務効率は ％以
下とすること。
．１継続連続乗務の限度は運
転士・車掌共に２時間以内と
すること。
．臨行路は本行路に組み入れ
ないこと。やむを得ない場合
30

18

は臨時作業とすること。
．訓練日については生活設計
を配慮し、２ヶ月前に計画、
公表し、希望をもとに指定す
ること。また、変更の場合の
取り扱いは簡素化すること。
．訓練を時間外で行う場合は
現地までの往復時間を労働時
間とすること。
．予熱暖房は原則として行な
わないこと。
．災害時等の勤務は次のとお
りとすること。
⑴．行先地または途中におい
て暦日以上にわたって帰着
不能となり乗務（便乗含む）
しなかった場合、すべての
時 間を 労 働時 間 と する こ と。
⑵．前泊となる場合は全時間
を労働時間とすること。
⑶．やむを得ず長時間の勤務
となった場合や睡眠時間が
４時間以下になる場合は代
替要員を確保すること。代
替 要員 は 所要 員 化 する こ と。
．列車 の運 転時 刻に ついて は、
安全性を向上させるために、
余裕時間を設けること。特急
列車及び新快速は、最高速度
を ㎞ /h
下げた運転時分で設
定すること。
．運転適性検査の臨時クレペ
リン検査の間近で定期検査に
合格した場合、臨時検査は省
略すること。
．適性検査及び定期健康診断
については、変形７ｄ勤務と

以 上

日不参としないこと。
．女性乗務員の宿泊施設等を
早急に全ての泊地において整
備すること。
．客室乗務員は運転取扱業務
に従事することのないように
すること。
．後部確認指定は廃止し、駅
係員の配置及び９両以上は車
掌の増乗を行うこと。
．携帯品については車載とす
ること。
．チーム制については本来の
趣旨に戻すこと。定期的に再
編すること。

働きやすい環境・労働条件を共に作るため、
勇気をもって決意した仲間の期待に応え、
さらに「国労へ加入を」の声かけと
組織拡大に全力をあげよう！
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近畿地方本部で
青年労働者が加入
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7月24日付

すること。
．３年毎の定期研修の知識・
技能確認の合否は廃止するこ
と。
．乗務員勤務制度 条を全文
削除すること。
．運転士、車掌との列車番号
知照、無線機通話試験等の時
間を確保するため、折り返し
準備時間に３分加えること。
.車 発 機 座 席 デ ー タ 出 力 の た
め、準備時間及び折り返し準
備時 間 に ５分 を 加算 す るこ と 。
．便列車便乗で入区する場合
の準備時間は、駅到着時から
ではなく、点呼区所への到着
時刻からとすること。
．アルコール検知で泊り乗務
が不可となった場合は、２暦

毎月続く国労加入
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