労働協約改訂要求申入れ行う

．勤務箇 所を離れ て勤務す

と。

．Ｍ Ｄ及びＳ Ｄとなっ た場

合 、本人 の希 望す る職 種へ

の異動を行なうこと。また、

本 人希望 によ り一 定期 間経

過 後、再 受検 可能 とす るこ
と。

．「 安全輸送 の確保」 及び

展 望ある 技術 継承 のた め、

．全 ての職種 に在宅休 養時

教育の見直しを行うこと。

要 員確保 及び 拡充 を行 い、

る場合、 往路 及び 復路 は労
働時間とすること。
．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 及び 業務 用自 動車
等に安全 装置 を取 り付 ける
こと。
．石綿健 康診断等 に係わる
検査及び 治療 は、 すべ て労
働時間と して 取り 扱い 、費
用につい ても 会社 負担 とす

間 （イン ター バル 時間 ）を

設けること。

.退職者説明会は労働時間
とすること。

豪雨災害ボランティア

立っ ている 場所 は１ ｍほ ど

堆積した土砂の上

○持参する物･･･ゴーグル（100円ショップの物でよい），マスク，
帽子，ゴム手袋，長袖，長ズボン，長靴，飲料水，
傷みにくい食料等

深夜時 間帯 を含 む場 合、 労
Ｃ勤務 と

ること。 定期 健康 診断 ・特
定保健指 導に つい ても 労働
時間とし て取 り扱 うこ と。
．保存休 暇の使用 範囲の拡
大、使用 制限 等の 改善 を図
り、退職 時に は残 日数 を付
与すること。
．半休制 度につい て、半休
回以

7月豪雨による復興と早期全面復旧のためにご尽力されている仲
間の皆さんに敬意と感謝の意を表します。
第1陣ボランティアが8月10日活動した結果、まだまだ手つかず
の家が多数あり、長期に人手が必要となっていることから、下記
の通り第２陣のボランティアを募集します

働時間の最高を 時間とし、
この労働時 間を

みなす こと 。ま た、 深夜 時
間帯に おけ る労 働時 間は ５
時間以内とすること。
７．始・ 終業 時刻 は、 深夜 帯
に設けないこと。
日午前 中

８．特休 ・公 休は ２カ 月前 に
発表し、前 月の

までに指定すること。

付与条 件の各年 度を

内（ 日）とすること。
．半休の 付与対象 者は、乗

○指定列車・・新大阪7：12→岡山7：57→広島8：37（のぞみ95号）

26

27

「西日本豪雨災害」に対する
広島ボランティア活動

安全・安心の輸送の確保のために労働条件の改善を

３． サービ ス残 業・た だ働 き

「労働協約改定交渉」の要求について、８月８日、西
日本会社に対し申１号について申し入れを行いました。
８月２４日、３１日、９月３日の３回交渉を行います。

労働条件部分（抜粋）
根 絶にむ けて 、適正 な労 働
⑴． 「身だ しな み」等 にか か

時間管理を行うこと。

２ ．勤務変 更し た場 合で あっ

る 時間を 業務 として 労働 時

Ⅰ．勤務改善等に関する要求
て、所定 労働 時間 を超 えた
間とすること。
⑵． 鉄道病 院に おける 手術 室

９．「労 働時 間等 見直 しガ イ
間の短 縮を 図る こと 。「 国

務員も対象とすること。
．「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うこと。
．業務に 関連する 実務能力
認定試験等を受験する場合、
労働時間 とし て取 り扱 うこ

広島地方本部）

（宿泊も可

部分につ いて 割増 賃金 を支
払うこと。

勤 務看護 師の 待機時 間は 労
４． 工務関 係の 夜間作 業に つ

民の祝 日に 関す る法 律『 改

ドライ ン」 に沿 って 労働 時

い ては１ カ月 に最高 限度 を

正』」 に伴 い休 日の 増加 、

働時間とすること。

６ 回とし 、連 続２夜 は行 わ

リフレ ッシ ュ休 暇を 新設 す
条 協定を以下のとおり

ること。
．

変更すること。
⑸．時間 外労 働は 、よ り限 定
的な取扱いとすること。

20

発行責任者

森田 文一
片岡 有宏
編集責任者

24

25

10

NO.２66

．更衣 時間を労 働時間と す
ること。

2018年9月11日（火）日帰り

変えよう
安全を守る
職場風土に
12
13
15

18

19

20

国労西日本本部
15 14

25

ないこと。
５． １暦日 の勤 務指定 は９ 型
ま でとす るこ と。ま た、 １
３ 型以上 の勤 務を指 定す る
場 合の翌 日は 非番と する こ
と。
６． 工務関 係職 場の夜 間作 業
に 伴う労 働時 間につ いて 、

36
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Ⅱ．乗務 員勤務 制度 に関 する
要求
１．労働 時間は 休憩 時間 を除
く始業 時刻か ら終 業時 刻ま
でとす ること 。ま た、 行先
地の時 間のう ち、 折り 返し

次のとおりとすること。
⑴． １勤務 終了 後は 拘束 時間
を 上回る 時間 を確 保す るこ
と。
⑵．休日前 の前後の 時間は
時 間とし 、連 続す る場 合は
時間を確 保するこ と。ま

た 、休日 の前 日の 退出 時刻

準備時 間を除 いた 時間 はす
べてＣ 加給の 対象 時間 とす
は

時まで に設定す ること

ること。
超勤前 提とし ない こと 。１
明 け行路 で訓 練を 指定 して

いては９時以降とすること。

と し、次 の勤 務の 開始 につ

勤務の 労働時 間は １日 所定
い る場合 は、 訓練 終了 時刻

分

．行 先地の休 養時間に つい
Ⅳ．転勤 の基 準は 以下の とお

以 下の対 策を 速や かに 講じ

ること。

議すること。

３．勤 務につ いて は本 人希 望

４．福 利厚生 及び 年次 有給 休

ては 、到着 点呼 から 発点 呼
りとすること。

へ は、希 望す る者 を採 用す

暇等 につい ては 社員 と同 等

ト」をな くす ため に、Ｌ ＧＢ
Ｔに関す る啓 発を 含めた 作業
環境に配慮すること。
Ⅶ．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
２．労働契約法 条に基づき、

そ の理由 等を 本人 にフ ィー

ドバックすること。

すること。

終了日数を

日から

日と

６．私 傷病に よる 雇用 契約 の

ること。

５．職 務乗車 証を 自社 線と す

を尊重すること。

まで 連続７ 時間 を確 保す る
転勤に あた って は、家 庭環

る こと。 職種 につ いて は、

とす ること 。（ 養生 休暇 ・

じた 余裕の ある 時間 を確 保

求

１． 「契約 社員 から 正社 員」

こと。

境に充分 配慮 し、 個人面 談時

本 人希望 を尊 重す るこ と。

．折 り返し時 間は両数 に応

の本人の意向を尊重すること。

社宅・寮・購入券等）

時、

分以

Ⅴ．職場 環境 改善 に関す る要

ま た、不 採用 者に 対し て、

すること。
．食事時間は７時、
時の前後に着・着

２． 有期労 働契 約の 労働 者が

は 、無期 労働 契約 に転 換す

３．休養室及び休憩室を休養・
設備と する こと 。工務 系社

る こと。 労働 条件 は別 途協

無 期転換 を申 し込 んだ 場合
員が出 先で 休養 ・休憩 でき

休憩す る場 所に ふさわ しい

内とすること。

る設備を設けること。
を早急 に全 ての 泊地に おい

は現 地まで の往 復時 間を 労
働時間とすること。

て整備すること。

ペリ ン検査 の間 近で 定期 検
の「い じめ 」根 絶、「 メン

査に 合格し た場 合、 臨時 検
査は省略すること。

タルへルス」対策の要求
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。
．ア ルコール 検知で泊 り乗
務が 不可と なっ た場 合は 、
２暦日不参としないこと。
．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。

歳までとすること。
駅係 員の配 置及 び９ 両以 上

Ⅷ．契約 社員 制度 を縮小 ・廃

ること。

５．職務 乗車 証を 自社線 とす

と。

社員と の格 差を 是正す るこ

出向 の人選 にあ たっ ては 、

求

Ⅲ．広 域出向 等に 関す る要

は車掌の増乗を行うこと。

．後 部確認指 定は廃止 し、

職場に おけ る「 ハラス メン

．Ｓ ＡＳ検査 は労働時 間と

Ⅵ．ハラ スメ ント 対策と 職場

．運 転適性検 査の臨時 クレ

４．女性 乗務 員の 宿泊施 設等

．訓 練を時間 外で行う 場合

運転 士・車 掌共 に２ 時間 以

．１ 継続連続 乗務の限 度は

上を確保すること。

60 12

公募を 原則と し本 人の 同意 を

止する とと もに 、現時 点、

90

18
得ること。

60

２．乗務 割交番 作成 にお いて

労働時 間内で 行路 を作 成す

７． 時以降７時以前には始・

こと。

休 養時間 は十 分に 確保 する

の 場合、 次勤 務ま での 在宅

⑶． 事故等 にお ける 列車 遅延

出すること。

か ら在宅 休養 時間 とし て算

時間

ること 。深夜 帯の 乗務 を２
時間以上含む 場合は
とすること。
３．勤務 は交番 順序 表に 明示
された順序で作成すること。
５．拘束 時間は 、１ 暦日 勤務
時間を
終業時刻を設けないこと。

８時間、２暦 日は
限度と し、事 実上 ２泊 ３日
９． 出勤時 刻か ら到 着点 呼ま
での拘束時間を 時間以内、

となる ような 行路 は設 定し
ないこと。

非 番とな る日 は発 点呼 から
退 出時刻 まで の拘 束時 間を
６ 時間以 内と し、 退出 は午
前中とすること。
分と

．準備時間 について は、動

分と乗務後

．折り返し 準備時間 及び準
備 時間の 積算 要素 を明 らか
にし、見直すこと。
．準備時間 及び折り 返し準
備 時間は 列車 の駅 発時 刻か
ら ではな く、 車両 の入 換・

15
16
17
19
22
26
27

44

分 を、列車 乗務員

力車乗務 員は乗務 前
乗務後

40

28

12

６．在宅 休養時 間に つい ては

12

を確保すること。

は乗務前

30

32

68
転 線開始 時刻 から とす るこ

65

40

33

17
21

と。
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