日） を以下 のとおり 改定
型以 上の勤務

６． 工務関係 職場の 夜間作 業に 伴う

ること。

を 指定する 場合の 翌日は 非番 とす

するこ と。ま た、

５． １暦日の 勤務指 定は９ 型ま でと

続２夜は行わないこと。

１ カ月に最 高限度 を６回 とし 、連

４． 工務関係 の夜間 作業に つい ては

ＪＲ西日本労働協約改正要求 案( )
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
月

一部改 定に関 する協 定（２ ００ ０
年
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。
号「① 基本的 な取扱 い」の （オ ）
と みなすこ と。ま た、深 夜時 間帯

間とし 、この 労働時 間を

含む場 合、労 働時間 の最高を

労 働時間に ついて 、深夜 時間 帯を

～（コ ）まで を削除 し、そ の際 の

⑵第２項 勤務等 の指定 及び変 更等 ３

取扱い をより 「例外 的」取 扱い と
に おける労 働時間 は５時 間以 内と

に連続した時間とすること。
⑶ 時間外 労働に 勤務させ る場 合、 本
人同意を得ること。
て ４時間、 １カ月

時 間、年 間２

⑷ 時間外 労働に ついては １日 につ い
００時 間を超 えないこ と。 また 、
特別休 日を含 む休日の 労働 は１ カ
月に一 回を限 度とし、 その 労働 時
間は７時間を超えないこと。

日 に策定 され

⑸ 時間外 労働は 、より限 定的 な取 扱
いとすること。
．２０１７年１月

た「労 働時間 の適正な 把握 のた め
の使用 者向け 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 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

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 。受診 箇所 ・期
．全 ての職 種に在宅 休養時 間を設

間は特情に合わせ拡大すること。
けること。
．社 員が第 三者によ り加害 を受け

た場 合、第 三者加 害休暇 を新 設す
るこ と。ま た、第 三者加 害対 策を
引き続き講じること。
．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。
．半 休の時 季指定に ついて は、柔
軟な対応を図ること。
．「 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

こと。

にし、拡充を図ること。

⑥ 企業内保 育所の 利用状 況を 明ら か

．グルー プ会社 からの いわゆる

「逆出向 社員」 や教育 ・技 術習 得

を前提と して転 勤した 社員 は、 所

要員としてカウントしないこと。

上２ 泊３日と なるよ うな 行路 は設

定しないこと。

５．在 宅休養時 間につ いて は次 のと

おりとすること。

⑴１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、

時 間を確 保する

刻は 時までに設定することとし、

こと 。また、 休日の 前日 の退 出時

連続する 場合は

験等を受 験する 場合、 労働 時間 と

．業務に 関連す る実務 能力認定 試

して取り 扱うこ と。ま た、 業務 用

．ＭＤ及 びＳＤ となっ た場合、 本

を労働時間として取り扱うこと。

新時する 際には 、その 必要 な時 間

自動車を 運転す る者が 運転 免許 更

刻か ら在宅休 養時間 とし て算 出す

指定 している 場合は 、訓 練終 了時

降と すること 。明け 行路 で訓 練を

次の 勤務の開 始につ いて は９ 時以

うこと。 また、 本人希 望に より 一

人の希望 する職 種への 異動 を行 な

ならないよう制度を確立すること。

前泊 とならな いよう 、早 朝出 勤に

るこ と。年休 の翌日 につ いて は、

時以降７ 時以前 には始 ・終業

時刻は、 時以降に設定すること。

７．深 夜帯に乗 務とな る行 路の 出勤

時刻を設けないこと。

６．

に確保すること。

次勤 務までの 在宅休 養時 間は 十分

⑶事故 等におけ る列車 遅延 の場 合、

定期間経 過後、 再受検 可能 とす る
こと。

．勤務改善を行うことはもとより、

「安全輸 送の確 保」及 び展 望あ る

技術継承 のため 、要員 確保 及び 拡

充を行い 、教育 の見直 しを 行う こ
と。

．退職者 説明会 は労働 時間とす る

束時間を

時 間以内 、非番 となる

８．出 勤時刻か ら到着 点呼 まで の拘

日は 発点呼か ら退出 時刻 まで の拘

．全ての 勤務制 度にお いて、健 康

こと。

診断は労 働時間 として 取り 扱う こ

９．準 備時間に ついて は、 動力 車乗

午前中とすること。

束時 間を６時 間以内 とし 、退 出は

Ⅱ．乗務員勤務制度に関する要求

と。

１ ．労働時 間は休 憩時間 を除 く始 業

務員は乗務前 分と乗務後 分を、

取得 できる 環境及 び啓蒙 を行 うこ

時刻から終業時刻までとすること。

列車乗務 員は乗 務前

てＣ加給の対象時間とすること。

返し準備 時間を 除いた 時間 はす べ

また、行 先地の 時間の うち 、折 り

と。 引き続 き、次 世代育 成支 援の

緩和 」を図 り、育 児・介 護休 職が

17

21

時

して、 より限 定的な 取扱い に中 身
すること。
いこと。

７． 始終業時 刻は、 深夜帯 に設 けな

Ｃ勤務

を圧縮すること。
て、削除すること。

日 午前中 までに 指定する

８．特休・公休は２カ月前に発表し、
前月の

．勤務箇所を離れて勤務する場合、

とすること。

取り組みを継続すること。

12

⑶３号「 ②その 他の取 扱い」 につ い
⑷３号ウ につい て「速 やかに 関係 組
合員の同意を得る」に改めること。
こと。

９． 「労働時 間等見 直しガ イド ライ

往路及 び復路 は労働時 間と する こ

①育児 休職以 外の取 扱いを 義務 教育
終了までとすること。
②短日 数勤務 制度適 用は義 務教 育終

２ ．乗務割 交番作 成にお いて 超勤 前

分を確保すること。

分と 乗務後

30

⑸４号については削除すること。
ン 」に沿っ て

と。ま た、地 上職の訓 練・ 教育 等
につい ては、 １日の変 形７ ｄ勤 務
とすること。

了ま でとす ること 。短日 数指 定日

40

２．前項 の協定 によっ てやむ を得 ず
勤務変 更した 場合で あって 、所 定

図 ること。 「労働 時間等 改善 実施
一 日７時間 とし、 「国民 の祝 日に

．夜間 作業時の 自動車 の運転 に対

提としな いこと 。１勤 務の 労働 時

間は１日 所定労 働時間 内で 行路 を

は「 会社が 指定す る日」 を「 本人
が申し出た日」とすること。

時間とす る

作成する こと。 深夜帯 の乗 務を ２

時間 以上含 む場合は
こと。

３ ．勤務は 交番順 序表に 明示 され た

動力車乗 務員は 乗務前

分以上 を確保

分以 上を確 保し、 列車乗

．折 り返し準 備時間 及び準 備時間

すること。

務員は乗 務の前 後

乗務後

分 以上と

．折 り返し準 備時間 につい ては、

40

労 働時間 の短 縮を

労働時 間を超 えた部 分につ いて 割

計画」を策定し、一週平均

時間、

増賃金を支払うこと。
３．サー ビス残 業・た だ働き 根絶 に

関 する法律 『改正 』」に 伴い 休日

する「 いねむ り運転」 防止 対策 及
び業務 用自動 等に安全 装置 と共 に

③介護 休職に ついて 、取得 要件 の緩
和及 び申し 出から 休職開 始日 の短
縮を図ること。
④育児 ・介護 を理由 に転勤 とな り、

10

20

むけて 、適正 な労働 時間管 理を 行

の 増加、リ フレッ シュ休 暇を 新設
す ること。 また、 労使間 で「 労働

ドライ ブレコ ーダーを 取り 付け る
こと。
．緊急 自動車の 運転を 安全且 つ軽

順序で作成すること。

時間 を限度 とし、事 実

４．拘束時間は、１暦日勤務８時間、
２暦 日は

30

文一
有宏
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減を行 うため 、自動応 答装 置、 助

育児・介護の必要が終了した場合、
元職場に復帰させること。

44

30

10

国労西日本本部
手席側 にもミ ラーを取 り付 ける こ
と。

⑤時間 単位の 年休制 度の導 入を 図る

68

22

23

24

25

26

27

16
17
18

NO.294
20
20

19

20

21

11

．石綿 健康診断 等に係 わる検 査及

30

うこと。

時 間等改善 委員会 」を事 業所 単位

⑴起床か ら業務 開始ま での間 に、
「身だ しなみ 」等に かかる 時間 を

条協定を以下 のとお り変更す

で設置すること。
．

条協定の 締結単 位を事 業所単位

ること。
⑴

とすること。
⑵時 間外労働 は、そ の日の 所定 勤務

12

35

12

25

労働時間とすること。
師の待 機時間 は労働 時間と する こ

⑵鉄道病 院にお ける手 術室勤 務看 護
と。
⑶テレワ ーク・ 在宅勤 務にお ける 労

36

．準 備時間及 び折り 返し準 備時間

こと。

の積 算要素を 明らか にし 、見 直す

11

車両 の入換・ 転線開 始時 刻か らと

は列 車の駅発 時刻か らで はな く、

12

10

13

15

14

26

働時間管理の厳格化を図ること。

20

36
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15
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すること。

いこと。

を行うこと。
る設備を設けること。

務系 社員が 出先で 休養・ 休憩 でき

「３ 密」防 止策を 講じる こと 。工

年年齢を順次

働けるよ う、社 員の選 択に よる 定

１ ．年金支 給開始 年齢ま で安 心し て

いて は、本人 に対し 、否 の理 由を

３．進 級試験実 施後の 不合 格者 につ

納得 性のある フィー ドバ ック を行

評価 制度につ いて、 きめ 細や かな

る協 定」の議 事録確 認に 基づ き、

等につい ては本 人希望 を尊 重し 、

３ ．勤務形 態、業 務内容 、勤 務箇 所

との格差を是正すること。

明確にフィードバックすること。

．特急 ・急行の ６両編 成以上 は車

に全 ての泊 地にお いて整 備す るこ
と。
５．ト イレ設 備につ いては 、洋 式化

なうこと。

令及 び行為 を行っ た場合 」を 追加

６条 に「部 下に対 し不法 不当 な命

Ⅷ．契約社員制度についての要求

を図ること。

以上の見 解を明 らかに し、 見直 し

を図ること。

１．工 務系統の ウイン ドブ レー カー

とは別に合羽を貸与すること。

２．乗 務員用シ ョルダ ーバ ッグ を防

水加工すること。

３．接 客用ベス トは全 員に 貸与 する

こと。

４．接 客用制服 にマイ ク等 の入 れや

すいポケットを増やすこと。

５．接 客用制服 の生地 を改 良す るこ

変更と なった 場合は、 全て 転勤 の

４ ．鉄道 部内に ついては 出勤 箇所 が

続き 改善し 、悪い ことは 悪い と言

「命 令と服 従」の 企業体 質を 引き

全社 員を対 象に教 育を行 うこ と。

し、個人の自由を侵害しないこと。

がお きない よう基 本的人 権を 尊重

正社員化とすること。

の事務職、客室乗務員についても、

クするこ と。い わゆる 、工 務系 統

その理由 等を本 人にフ ィー ドバ ッ

こと。ま た、不 採用者 に対 して 、

について は、本 人希望 を尊 重す る

きるように在庫を確保すること。

て、 転勤等に 伴う必 要性 に対 応で

６．制 服につい ては、 各箇 所に おい

と。

扱いとすること。

える 風通し の良い 職場環 境及 び安

．運転士、車掌との列車番号知照、

確認の合否は廃止すること。

． ３年毎の 定期研 修の知 識・技能

ＳＡＳ検査は労働時間とすること。

年以内とすること。

いては、変形７ｄ勤務とすること。 ３．単身赴任の場合、その期間を２

Ⅴ．職場環境改善に関する要求

そし て、「 目安箱 」及び 「イ ジメ

委員会」（仮称）を設置すること。 ３．勤務については本人希望を尊重

４ ．福利厚 生及び 年次有 給休 暇等 に

をはじ め第三 者に危害 が及 ばな い

２ ．アス ベスト 対策につ いて 、社 員

上記 委員会 で「業 務上」 によ る起

場合 の労働 者を救 済する ため に、

幸に して健 康を害 し、休 業を した

４．労 働者の 救済措 置につ いて 、不

格する仕組みとすること。

試験につ いては 原則標 準年 数で 合

１ ．試験偏 重の考 え方を 改め 、進 級

Ⅸ．新昇進・賃金制度に関する要求

ついては社員と同等とすること。

対策を し、ア スベスト を全 ての と

因性 が明ら かにな った場 合、 その

５．職務乗車証を自社線とすること。

ころか ら除去 すること 。社 員・ 退

休業 発生の 日より 有給の 休暇 とす

１．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 、運

転無事故表彰等、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。

２．駅 設備のご み箱を 新型 スケ ルト

ンタイプとし、安全を図ること。

が注意を呼びかける地域において、

３．特 別警報や 避難指 示等 、気 象庁

非常 呼び出し は行わ せな いよ うに

すること。

４．車 両の異音 確認は 検査 担当 が行

うこと。

５．遺 骸処理作 業につ いて 、適 正な

措置方法をマニュアル化すること。

６．ハ ンドタイ タンパ ー作 業・ 除草

職者に 啓蒙を 行うこと 。ま た、 石

２ ．進級試 験の専 門科目 につ いて 公

綿ばく 露防止 対策を周 知徹 底す る

健康診断を受診させること。

作業 などに従 事した 社員 に、 特殊

合格基準を開示すること。

実施後そ の試験 問題、 模範 解答 、

正・公平 を担保 するこ とか ら試 験

ること。
要求

Ⅶ．再 雇用制 度等の 取扱い に関 する

こと。
３ ．休養 室及び 休憩室を 休養 ・休 憩
する場 所にふ さわしい 設備 とし 、

． その他の要求

無 線機通話 試験等 の時間 を確 保す

る者は継 続雇用 とする こと 。労 働

２ ．５年の 雇止め は廃止 し、 希望 す

全を 最優先 にした 規律あ る作 業環
置単位 はグル ープ毎と する こと 。
の委員 を参加 させるこ と。 また 、

１１ ０番」 を設置 し、こ の中 身に

条件は別途協議すること。
安全衛 生委員 会で「職 場に おけ る

３．労 使間で 「ＪＲ 西日本 人権 擁護

心の健 康問題 」発生原 因の 分析 及

ついて検討を行うこと。

すること。
び対策を行うこと。

そして 、各設 置単位に 各労 働組 合

境をつくること。

１ ．鉄道 部等の 安全衛生 委員 会の 設

検 査の間近 で定期 検査に 合格 した

５．昇 給調整額 につい ては 、見 直し

異動は本人同意を得ること。

準により 出向中 の者で 、希 望す る

４ ．ＪＲバ ス会社 におい て出 向先 基

５ ．シニア 社員の 雇用契 約締 結時 に

者はＪＲ本体での雇用とすること。 Ⅹ．制服等に関する要求

じめ 」根絶 、「メ ンタル へル ス」
１．職 場にお ける「 ハラス メン ト」

対策の要求

Ⅵ．ハ ラスメ ント対 策と職 場の 「い

を踏まえた設備に改善をすること。

歳までとすること。

掌を二人乗務とすること。

． 災害時等 の勤務 は次の とおりと

⑴行 先地また は途中 におい て暦 日以
１ ．「広 域出向 等に関す る協 定」 を
以下のとおり改正すること。
⑴ 出向の 人選に あたって は、 公募 を
原則とし本人の同意を得ること。

４．「 昇進・賃 金制度 の改 正に 関す

すること。

．出区 時の時 間は、 入換開始 時刻
分 前に積 算し出 区時間は 、車
上 にわたっ て帰着 不能と なり 乗務
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
等協議事項とすること。

⑵ 出向に ついて は、計画 及び 必要 性

条に基 づき、社 員

又はホ ーム出 区の場 合は発 時刻 か
ら
種及び 両数を 勘案し て余裕 のあ る
出入区 点検時 間は次 のとお りと す

充分な時間を確保すること。また、
ること。
間とすること。
⑶や むを得ず 長時間 の勤務 とな った

分のほ か１

両３分 （ワン マンカ ーの場 合は １

⑴ＥＣ・Ｄ Ｃ＝出区 は
２ ．出向 期間終 了にあた って 、本 人
の意向どおり行うこと。

労働条件 をわか りやす く明 示す る

おいて、労基法第

条等に基づき、

をな くすた めに、 ＬＧＢ Ｔに 関す

６ ．フルタ イム以 外の取 扱い につ い

よう各地方に指導すること。

る啓 発を含 めた作 業環境 に配 慮す

１ ．転勤 にあた っては、 家庭 環境 に

２．人 権無視 、不当 な命令 を根 絶す

ること。

Ⅳ ．転勤 の基準 は以下の とお りと す

全 性を向上 させる ために 、余 裕時

充分配 慮して 行い、転 勤時 期・ 場
人面談 時の本 人の意向 を尊 重す る

し、 また、 仮称「 ハラス メン トの

希望する 者を採 用する こと 。職 種

１ ．「契約社員から正社員」へは、

条休日 数につ いて、９ 日

こと。また、転居等が伴う場合は、

防止 に関す る規程 」を定 め、 職場

て、 第

事前通知を１か月前に行うこと。

においてあらゆる「ハラスメント」

ること。

間 を設ける こと。 特急列 車及 び新

るた めに、 就業規 則第２ 節第 １４

性とし、本人の同意を得ること。

２ ．他系 統、他 職種への 配属 は公 募

． 運転適性 検査の 臨時ク レペリン

． 適性検査 及び定 期健康 診断につ

場 合、臨時 検査は 省略す るこ と。

快 速は 、 最高 速 度を ㎞ ｈ
/ 下げ
た運転時分で設定すること。

所等に ついて も意向を 配慮 し、 個

． 列車の運 転時刻 につい ては、安

代替要員は所要員化すること。

る場合は代替要員を確保すること。

場 合や睡眠 時間が ４時間 以下 にな

分のほ か１両１ 分を

両６分 ）を加 算した 時分と する こ
と。入区 は
分を加算すること。

加算し た時分 とする こと。 なお 、
交直流電車は
分、 ＤＬ

分、入区 は１両 につき

⑵ＥＬ出区 は１両に つき
出区は
分の時分とすること。
⑶出区点 検終了 後の無 線機通 話テ ス
トは、 折返準 備時間 に積算 とし て
３分加算すること。
．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。

時の

20 65

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
． 便列車便 乗で入 区する 場合の準

５分を加算すること。
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 日不 参と
． 客室乗務 員は運 転取扱 業務に従

しないこと。

． 後部確認 指定は 廃止し 、駅係員

事することのないようにすること。

こと。

の 配置及び ９両以 上は車 掌の 増乗

Ⅺ

．折り 返し時 間は両 数に応じ た余
時、

％以 下と

分以 上を確保 する

．食事時間は７時、

裕のある時間を確保すること。
前後に着 ・着
こと。
．１勤務の乗務効 率は

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

25
32

33

までの 往復時 間を労 働時間 とす る

．訓練 を時間 外で行 う場合は 現地

ること。
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．予熱 暖房は 原則と して行な わな

91

24

２．労 働契約 法

34
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４．女 性乗務 員の宿 泊施設 等を 早急
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