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２．第３条（非組合員の範囲）
第１号 にあ る管 理職 社員
（参与 、参 事、 参事 補及び

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。

「労働協約改定交渉」の要求について、８月９日西日
本会社に対し、申１号（労使関係）、申２号（労働条件）
について申し入れを行い、３回交渉を行います。

労使関係部分（抜粋）
１．第 １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

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。
６．第 条（ 掲示）第 １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２項
は削除すること。

７．第 条（掲 示内容） １項
「掲 示類は 、組 合活 動の 運
営に 必要な もの とす る。 ま

．第 条（団体交渉事項）
につ いては 、１ 号か ら４ 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

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 、
「疑 義が生 じた 場合 は協 議
する。」を追加すること。
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するこ と。 あわ せて 、２ 項
に「出 向先 会社 の労 働条 件
等につ いて も団 体交 渉事 項

とする。」を追加すること。

．第 条（争議の予告） に
ついて は、 「・ ・ま た、 争
議行為の目的、形態、規模、
日時、 期間 及び 場所 等の 具
体的か つ詳 細な 内容 をそ の
時間前 までに 文書を持 っ
72
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て会社に 通知 する 。」 の部
分を削除 し、 「会 社に 通知
する。」に改めること。

．事故の再 発防止、 体質改

善及び「 安全 考動 計画 」を
遂行するうえで、地方本部・
支社等間に「労使安全会議」
を設置す るこ と。 また 、協
議内容に つい ては 公開 し、
内容について周知すること。
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安全・安心の輸送の確保のために労働条件の改善を

変えよう
安全を守る
職場風土に
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労働条件部分（抜粋）

Ⅰ． 勤 務 改 善 等 に 関 す る
要求

１．「 労働 時間 短縮 に 関す
る協 定の １部 改定 に 関す
る協定 （２００ ０年 月
日）を以 下のとお り改
定すること。
⑴．第 ２項 勤務 等の 指 定及
び変 更等 ３号 アに つ いて
も「 ①基 本的 な取 扱 い」
とすること。
⑵．第 ２項 勤務 等の 指 定及
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日に策
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定された「労働時間の適正
な把握のための使用者向け

１．転勤にあたっては、家庭
環境に充分配慮し、個人面
．ＭＤ及びＳＤとなった 場
談時の本人の意向を尊重す
合、本人の希望する職種へ
ること。
の異動 を行なう こと 。ま た、
本人希望により一定期間経 Ⅵ．ハラスメント対策と職
過後、再受 検可能とするこ
場の「いじめ」根絶、
と。
「メンタルへルス」対
．退職者説明会は労働時 間
策の要求

Ⅷ．契約社員制度について
の要求
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１ 「
. 契 約社員 から 正社 員 」へ

とすること。
１．職場における「ハラスメ
ント」をなくすために、Ｌ
Ⅱ．乗務員勤務制度に関す
ＧＢＴに関する啓発を含め
る要求
た作業環 境に配 慮す ること 。
２．乗務割交番作成において
超勤前提としないこと。１ ２．人権無視、不当な命令を
根絶するために、就業規則
勤務の労働時間は１日所定
第２節第１４６条に「部下
労働時間内で行路を作成す
に対し不法不当な命令及び
ること。深夜帯の乗務を２
行為を行った場合」を追加
時間以上含む場合は 時 間
し、また、仮称「ハラスメ
とすること。
ントの防止に関する規程」
３．勤務は交番順序表に明示
を定め、職場においてあら
された 順序で作 成す るこ と。
ゆる「ハラスメント」がお
５．拘束時間は、１暦日勤務
きないよう基本的人権を尊
８時間、２暦日は 時間 を
重し、個人の自由を侵害し
限度とし、事実上２泊３日
ないこと。全社員（特に管
となるような行路は設定し
理監督層）を対象に教育を
ないこと。
行うこと。「命令と服従」
Ⅲ．広域出向等に関する要
の企業体質を引き続き改善
求
し、悪いことは悪いと言え
１．「広域出向等に関する協
る風通しの良い職場環境及
定」を以下のとおり改正す
び安全を最優先にした規律
ること。
ある作業 環境を つく 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 Ⅶ．再雇用制度等の取扱い
を得ること。
に関する要求
⑵．出向については、計画及 １．年金支給開始年齢まで安
び必要性等協議事項とする
心して働けるよう、社員の
こと。
選択による定年年齢を順次
２．出向 期間終了 にあ たっ て、
歳までとすること。
本人の意向どおり行うこと
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Ⅳ．転勤の基準は以下のと
おりとすること。
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の新たなガイドライン」で
は「使用者の指示により、
就業を命じられた業務に必
要な準備行為（着用を義務
付けられた所定の服装への
着替え等）の時間は労働時
間として扱わなければなら
ない」としていることから
も 、更衣時間を労働時間と
すること。
．全ての職種に 在宅休養時
間（インターバル時間）を
設けること。
．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３項に定める短時
間勤務制度の適用者を除く
社員」に改め、フレックス
タイム制適用箇所及び乗務
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」
び変更等３号「①基本的な
「 取得要件 の緩和 」を 図り 、
取扱い」の（オ）～（コ）
育児・介護休職が取得でき
までを削除し、その際の取
る 環境及び 啓蒙を 行う こと 。
扱いをより「例外的」取扱
引き続き、次世代育成支援
いとして、より限定的な取
の 取り組み を継続 する こと 。
扱いに 中身を圧 縮す るこ と。 ① ． 育 児 休 職 以 外 の 取 扱 い
４．工務関係の夜間作業につ
（時間外労働・深夜勤務制
いては１カ月に最高限度を
限）を義務教育終了までと
６回とし、連続２夜は行わ
すること。
ないこと。
②．短日数勤務制度適用は義
８．特休・公休は２カ月前に
務 教育終了 までと する こと 。
発表し、前月の 日午前中
短日数指定日は「会社が指
定する日」を「本人が申し
までに指定すること。
出た日」とすること。
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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。
２．５年の雇止めは廃止し、
希望する者は継続雇用とす

ること。労働条件は別途協
議すること。

Ⅸ．新昇進・賃金制度に関
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
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クを行
なうこと。

その他の要求

１．弁納制度を廃止すること。
２．春闘時の会社側の口頭表
明として「定年延長、昇進
賃金制度等、検討を開始す
る」としているが、現時点
での検討状況を明らかにす
ること。

