西日本会 社より 提案受 ける

年休に関する制度変更、国民の祝日に関する法律の一部改正

年 休が取 得でき る要員 確保を

度変更は可能なのか。
会社：年 休取 得の 管理 をしや

り、 全ての 企業 にお いて 、年

「 働き方 改革 関連 法」 によ

年次有給休暇に関す
る制度改正について

提案内容

２ 月 ８ 日 、 西日 本 会 社 か ら 、 今 年 ４ 月 １ 日 に 労 働 基 準 法 条 が 改 正 さ れ 、 年 日 以 上 の 年 休
が付与される労働者に年５日年休の使用が義務付けられることから「年次有給休暇に関する制
度変更」、また、天皇の退位によって国民の祝日に関する法律が一部改正されることから「国
民の祝日に関する法律の一部改正に伴う対応」について提案があった。

交渉内容

年休を申し込んでいただく。
５日取 って いな い方 には年
国労：要 員、 職場 環境 から年

休の 日数の うち 年５ 日に つい

与さ れる労 働者 に対 して 、年

日以上の年 次有給休 暇が付

休が取 得で きる よう 慫慂を

ては 、使用 者が 時季 を指 定し

休希望調査票を考えている。

行うこ と。 現在 、年 休が失

られることになる。

効する社員はどのくらいか。 て取 得させ るこ とが 義務 付け
会社：５ 日取 って いな い社員

時季 に与え るこ とが 基本 であ

年 休は、 社員 等が 請求 する
で多い のは 発給 数が 少ない

ると は認識 して いる もの の、

は１， ５０ ０人 。そ のなか
契約社 員と 新入 社員 だ。全

年休取 得状況 の管 理の ため に
年休付 与期日 の統 一化 等の 改
正も行う。
シニア社員、シニアリーダー
社員及 び契約 社員 の年 休は 社
員同様の制度内容とする。
１ 会社による時季指定義務化

用させる。

⑵時季を 指定 する 場合 、１ 労

労働日数 を全 て出 勤し たも

のとみなす。

⑵２０１９年３月 日時点で、

働日数 のう ち出 勤し た日 数

して、 過去 １年 間の 所定 労

⑴毎年４ 月１ 日を 付与 期日 と

２ 付与の条件、期日及び日数

社員とし て採 用さ れた 日か

日の年休 付与 日数 は、 契約

れた者の ２０ １９ 年４ 月１

引き続き 社員 とし て採 用さ

契約社員 又は 契約 社員 から

働日を単位とする。

が８割 以上 の者 は、 次に 定

ら２０ １９年３ 月

は、 付与し た日 から １年 以

する。 なお 、こ の場 合の 出

９年４ 月１ 日に 年休 を付 与

日まで

める年休を付与する。

①勤続１ 年に 達し たと きは 、
日

日を 限

②以後１ 年を 増す 毎に １日 ず

つ加算。総日 数は
度

⑵社員又 は契 約社 員と して 採

用され た場 合に は、 採用 日

付で次 の日 数の 年休 を付 与
する。

３ 移行措置

⑴２０１９年３月 日時点で、

付与期 日が ４月 １日 以外 の

日 をもっ て勤続１ 年

日であ る者 は、 ２０ １９ 年
３月

内に 保有す る年 休の うち ５

勤率の 算定 にお いて は、 ２

に達し たも のと して ２０ １

日に ついて 、年 休使 用日 の

０１８ 年４ 月１ 日か ら付 与

日以 上付与し た者

意見 を尊重 した うえ で、 あ

⑴年休を
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典範特例 法（平成

天皇の退 位等 に関 する 皇室

国民の祝日に関する
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２０１ ９年 ４月 １日 実施
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２
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皇室典範 特例 法の 施行 の日

月

日から２

日に変 更となる ことに

定時から実施

２０１９ 年度 の勤 務等 の指

実施時期

改正する。

合わせて 、必 要な 規程 類を

月

皇誕生日が

日より、 祝日 法に 定め る天

（２０１ ９年４月

１

部改正される。

下 「祝日法 」と いう 。） が一

国 民の祝日 に関 する 法律 （以
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必要 な改正 を行 うと とも に、

31

63

15

日数
10
6
5
4
3
2
1

採用月
4月～9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

10
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すくす るた め、 付与 期日の

国労西日本本部大会以降２名拡大

国労： 要員需 給が 満た され て

６８歳の関連会社の仲間

統一化 を行 う。 出来 るだけ

岡山地方本部
第一支部岡山運輸分会で拡大

いな い区所 があ る中 で、 制
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06－6358－1190 JR071-4548.9 NO.276
国労大阪会館内
大阪市北区錦町2-2
本
日
西
労
国
2019年 2月27日
（1）

西日本）の「三江線の廃止」提案に対して、沿線自治体が重ねて「三江線の維持・存続」

を求めてきたにも関わらず、その意向が受け入れられなかったことは残念でならない。
昨年４月のＪＲ発足30年に当たり、ＪＲ西日本は「ローカル線の見直しは不可避」と

のコメントを発した。また、ＪＲ他社においても、ローカル線の見直しについて沿線自

治体との協議を進めたいとの報道がなされている。
このように「地方ローカル線」は苦境に立たされているが、地方で生活していく上で

「移動手段の確保」は必要不可欠であり、安易な「ローカル線の廃止」は地方の過疎化
に拍車をかけることが懸念される。

もとより、国民の共有財産である鉄道の存否については、沿線自治体を始め関係自治
体の意向が最大限尊重される必要がある。また、「地方創生」具現化のためにも積極的
な「地方ローカル線存続」に向けた政策が展開されるべきと考える。
よって、下記の事項について強く要望する。

記

国は、全国的な鉄道ネットワークの維持・存続のために、ＪＲの地方交通線や第三
セクター化された並行在来線の運行に関する公的助成の仕組みを整備すること。
３

自然災害や経年劣化による鉄道路線等の被災・事故の増加に鑑みて、国は自然災害
や事故等により被災した事業者に対する鉄道軌道整備法の適用範囲を拡大するととも
に、補助率・補助額のかさ上げを行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月20日
２

議長

五十嵐

健一郎

については、島根県・松江市・
出雲市・雲南市の４自治体で
採択された。
ほとんどの自治体で全会一
致での採択となっており、三
江線が廃止となる中、木次線
や山口線沿線を中心に島根県

10

ことになることから、鉄道事業者の届出により事業廃止できる現行の鉄道事業法制度
については、抜本的な見直しも視野に入れた検証を行うこと。

内全域で路線廃止の危機感が
高まっていることの表れであ
る。
北陸地方本部は、持続可能
な地方の公共交通を守る立場
から、将来にわたりＪＲが責
任をもって運行することを目
的に自治体要請を行い、白山

市及び糸魚川市で上記内容で
意見書が採択された。
鉄道は、通勤・通学などの
日常利用や誘客の重要なツー
ルと して地域を支える必要不
可欠な社会インフラであり、
鉄道の採算性だけでは図るこ
との出来ない「社会的便益」

京都・大阪・神戸支社の契約社員（駅営業）

段階的縮小・廃止に伴う社員採用試験

対象者基準の見直しについて

対象者

大幅に減らす、みどりの券売
機プラスを拡大する等の具体
的な内容が示されたが、これ
はあくまでイメージであり、
具体的には正式に
提案して協議を行
う」と説明してい
る。

１

⑴採用予定日の前
日において、契
約社員として勤
務する見込みで
ある者。
⑵採用予定日の前
日まで、契約社
員として雇用さ
れる期間が継続
して１年６ヵ月
以上となる見込
みである者。

２

を有するものだと言われてい
る。今後も、「鉄道事業法見
直し」に向けた世論形成を図
るため、自治体や地域住民と
連携しながら取り組みを強化
していく。

その他

５月１日、 月１日、 ２０２
１年５月１日を社員採用予定
日とする選考試験に限り適用
する。

３

京都、大阪、神戸支社の契
約社員（駅営業）の新たな募
集、採用については、２０１
９年４月で終了する。
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米子・北陸地本で 自治体採択

地方ローカル線の廃止は当該地域住民の日常生活や経済活動に大きな影響を与える
１

選考試験の対
象時期

２０１９年 月
１日、２０２０年

11

「鉄道事業法の見直し」を求める自治体決議

2018年３月末をもって「三江線」が廃止された。西日本旅客鉄道株式会社（以下ＪＲ

本部が請願者となり「鉄道事
業法に地元同意条項の新設を
求める」請願を益田市・浜田
市・大田市・奥出雲町の４自
治体で、議員提出として「鉄
道事業法の抜本的な見直しに
向けた検証を求める」意見書

西日本会社において２月８
日、団体交渉を行い、「現在
採用されている契約社員につ
いて、希望する方は正社員と
して登用すること。在籍する
契約社員の不安を煽ることの
ないようにすること」との要
求に対し、会社側は「正社員
中心の体制にし、正のスパイ
ラルにしていく。心配や不安
を早く取り除く。契約社員の
入社の際の２回正社員試験を
受けられるとの約束を守るた
め、３年を前倒しする。公平・
公正に試 験を受け てい ただ く。
具体的な採用試験の取扱いは
可及的速やかに提案したい」
と回答していたが 、２月 日、
説明があった。
合わせて、同日社長会見に
おいて「環境変化を踏まえた
今後の駅の運営体制」のな か
で「遠隔システムコールセン
ターによるサービス導入駅の
拡大」として京阪神エリアの
導入拡大イメージが「将来２
０３０年頃にみどりの窓口を
20

自治体や地域と連携し取り組み強化を

「地方ローカル線」の維持・存続に関する意見書

米子 地方 本部 は、 ２ ００
０年に 改正 をさ れ「 事 業者
の届け 出の みで 、路 線 廃止
可能」 とな った 「鉄 道 事業
法の見 直し 」を 求め る 自治
体決議 の取 り組 みを 進 めて
いる。 これ まで に米 子 地方
新潟県糸魚川市議会
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