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２０２１年度労働協約改訂第１回団体交渉について 

 

 表題について８月１９日、西日本会社と２０２１年度労働協約改訂交渉を開催した。 

 冒頭、国労西日本本部大北書記長より、「今もなお広がり続ける新型コロナウイルス感染症の

影響により、会社は一時帰休の導入やグループ外出向、超勤の削減や様々なコスト削減などをおこ

ない、資金調達をおこなっている状況であるが、しかし、それを理由に職場では悪戯に危機感を煽ら

れ、働く社員はモチベーションの低下や雇用・労働不安、将来展望も見えない中で業務を遂行してい

るのが現状である。我々は労働組合として、ＪＲグループ会社で働くすべての労働者の雇用と労働条件

を守り、安全・安心な鉄道輸送を確保することが最大の任務であると共に、安心して働ける環境の確保

が重要であると考えている。職場でのクラスター発生があったが、さらなる職場における感染防止を徹

底し、一人ひとりの労働者の健康を守り、職責の重要性を認識、「感染しない。させない。拡げない。」

に注意を払い、日々業務に努める一方で、全国的な感染拡大状況が広がる中において、十分注意を

払いつつも、不幸にも感染してしまった社員も発生しているのが状況である。クラスター職場のみなら

ず全ての社員にＰＣＲ検査を受けさせること。業務に起因する場合においてはコロナ濃厚接触者、要

観察者の１００％賃金補償となったが、エッセンシャルワーカーとして働く我々は通勤時等での感染リス

クもあることから感染拡大の世の中の状況を鑑み、業務に関わらず新型コロナ感染・濃厚接触・要観察

等には、休業補償は 100％実施するなど、社員が安心して申告でき、労働者や利用者の安全を守る、

安心して働ける環境を整えることが必要である。会社を支える社員の今までの労苦に報いる為にも、是

非とも検討実施をされたい。外注化の拡大によって外注労働者との労働条件の格差、過酷な勤務実

態、技術継承の欠落、事故対応への不備など鉄道の安全と労働に深くもたらしている状況である。

私たち国労として、安全・安心の鉄道輸送と職場環境をはじめ、社員が働きやすい状況を作りだ

すためと平行して制度の確立をして行く事が重要である。これまでも労使で議論を重ねてきたと

ころであるが、引き続き我々の要求に対し、今交渉においても真摯に議論を重ね、更なる改善を

図られたい。労働協約の改訂要求として申１号、申２号を提出している。労働協約は、会社と労

働組合との大事な約束事であり、労使対等の原則のもと、その立場で私ども国労は引き続き働き

がいと誇りを持って働き続けたいという思いと願いを求めて交渉に入りたいと考えており、真摯

な議論を行い誠意ある回答を望む。」と趣旨説明をおこなった。 
会社は、「貴組合におかれては、平素より様々な取組みにご協力をいただいていることに改めて改

めて感謝申し上げる。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するだけでなく、「第５波」とも

いうべき感染が全国的にも急拡大する中で、夏休みの旅行や帰省の中止が広く呼びかけられると

いった極めて厳しい状況にある中でも、社員たる組合員の皆さんにおかれては、事業を運営する

ために懸命に業務にあたっていただいており、その結果、鉄道の安全と安定輸送が守られている

ものと認識している。昨年夏に続いてのマスクをつけての猛暑の中の業務遂行、さらには、断続

的に発生している記録的な大雨による被害が各所で発生する中、復旧に向けてご尽力いただいて

いることにも改めてお礼申し上げる。本日以降、労働協約改訂に向けた議論を進めてまいりたい。

第一四半期決算においては、通期業績予想の見直しも行い、連結・単体ともに昨年度に続いて２

期連続の赤字という非常に厳しい状況となっている。様々なコスト削減に取り組んできたが、収

入回復の足取りは年度初の想定から大幅に遅れており、10月、11月までは今の状況、あるいはそ
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れを下回る状況を覚悟しなければならないとの判断から、残念ながら、およそ1,000億円あるい

はそれを上回る赤字に修正せざるを得ない状況に至っているところである。今後も赤字見通しの

厳しい経営が続く状況においては、鉄道の安全確保を前提に、中長期的な収益および費用構造の

抜本的な見直しを進めつつ、さらなるコスト削減に努めていく必要がある。労働協約改訂にあた

り、組合員の声を集約した貴側の申し入れは、会社として真摯に受け止めるが、足元の状況や業

績見通しも踏まえると、昨年と同様、費用をかけて制度等の見直しを行うことは相当厳しいこと

を認識したうえで議論を進めていかざるを得ないと考えている。現在の労働条件については、こ

れまでの間、労使で議論を重ねて積み上げてきたところであり、全体的に見ても相当のレベルに

達していると考えているが、経費の削減につながる見直しや働き方も含めた社会変容に対応する

ための見直し、新型コロナウイルス感染防止等の対応に必要な見直しなど、この時期に実施する

べき事柄があれば検討を進めていく考えである。昨年に続き厳しい交渉となるが、労使双方が当

社を取り巻く状況を踏まえた上で、効率的・建設的な議論を進めていきたい。「社会インフラ企業

としての使命を守る。お客様、社員の安全を守る。社員の雇用を守る。サプライチェーンを守る。」

という４つの基本方針が変わるものではないが、コロナ収束後に以前のご利用水準に戻らなくと

も当社グループが持続的に成長できるように「変革・復興」の様々な取組みを進め、この難局を

乗り切っていかなければならない。是非ともご協力をお願いする。 

最後に、貴組合の協力のもと、より健全で安定した労使関係の構築、さらには社員とその家族

の幸福の増進に向け、円満な解決を図りたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

 

主なやり取りは以下のとおり 

 

【組合】挨拶にあったが、コロナの状況で世の中の様子が変わりＪＲ西日本としても大きく影響

を受けているということは認識しているが、そういう状況であっても組合員・労働者の生活改善

や労働条件改善は労働組合の使命でるし厳しい状況だから会社としては費用がかかる事は厳しい

と言うのは労働組合としては受け入れがたい。どうしても必要な物はたとえ費用がかかっても改

善させていくという姿勢を見せるのが働く人々に希望を与えることになる。こういう厳しい状況

の中でも会社としてこれだけ頑張ってくれたということが我々としても困難を乗り越える原動力

になるのではないか。たとえ費用がかかる物であっても必要な物は改善・検討して頂きたいとい

う事は最初に抗議しておきたい。 

 

[申１号]第１条 

【組合】協約部分の目的は交渉がある度に修正を行ってきたが、労働協約としての目的というよ

りも、どちらかというと企業理念の趣旨を述べているような内容である。会社の発展・組合員と

家族の幸せ、という企業理念に書いてあるような文言になっている。労働協約の性質というのは

企業理念とも安全憲章とも違うし第１章から始まって第１６章まであるが、中身を見ても大きく

分けて労働組合と会社の労使関係と労働条件に関わる部分といったことが協約の中で定められて

いる。あまりにも労働協約の中身から逸脱しているのではないのか。 

【会社】改めて１条の見直しを考えた。協約ではない企業理念だ、という貴側の主張は受け止め

たい。 

【組合】第２条で会社と組合は協約を遵守し相互に権利を尊重し誠実に義務を履行するという遵

守義務が書かれている。会社の立場も尊重してなおかつ労働組合の立場も反映させていくという

思いで要求している。会社としても受け止めるべきである。文言を読むと労働協約の趣旨から外

れるような中身になっている、労働協約とは何なのかという事が根本的に問われるような中身に
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なっている。労働協約の趣旨を尊重した中身に変えて欲しいという要求である。 

【会社】労働協約の果たすべき機能という事からすると労使関係の相対としてこのように記載さ

せて頂いている。労使双方が取り決めて固めて確認し合ってこれまで作り上げてきた物があるか

らこそ今の労使関係がある。労働条件の維持改善、経済的地位の向上ということを明記すべき、

というのは受け止め方に少し乖離があるだけで向いている方向は間違っていないと考えている。

会社発足以降、確認し合って遵守して今こういう状態にあるのになぜこのタイミングで改めて見

直そうという主張になるのか？という事が少し理解できない。 

【組合】なぜこの時期にというが、毎年議論しており、常日頃から労働協約を本来の相互の立場

を尊重したという趣旨に変えて欲しいと主張してきている。 

【会社】国鉄時代から含めて労使関係を先人の方々が築き上げてきたうえで、あらゆる議論を尽

くした上で、お互いで合意形成をはかった協定として遵守していきましょうとまとめたこの労働

協約を、長い歴史からするとこの時代になってあえて変えろと主張してきた。会社も納得する部

分においては２度変えてきた。かたくなに拒否するものではないが今何か弊害を及ぼすような事

もなく、包括的な表現の方が柔軟に対応できるのではないかと考えている。 

【組合】労働協約の目的と言いながら「労働」という言葉が一つも出てこない。労働条件とか労

働環境とか「労働」という言葉が目的の中に出てこないのはあまりにも不自然ではないか。「会社

の発展、社員とその家族の幸福」これは明らかに労働協約の目的からすると不自然である。第１

章から１６章までに労働条件・労働環境等があるがそういう文言があって集約さている。この協

約の目的の文言は不自然であると主張し続けている。会社は一定の改善はしているがまだまだ不

十分である。 

【会社】この条文の中でお互いの思いで落とし所を見つけるのは難しいかもしれないが労働条件

の改善や地位の向上については交渉や協議会等様々なチャンネルを通じて議論させて頂いている

と思っている。それらを踏まえて包括的な表現としておく、細かな議論に陥るような状況を作ら

ない、向いている方向は同じだということは確認し合っていると思っているのでこの文面で問題

はないと受け止めている。 

【組合】それは会社の受け止めであって、労働協約なのだから当然そういう議論になる。陥りや

すいと言われるが陥るのは当たり前ではないか。今回の要求でも労使関係の部分で職場から上が

ってくる労働条件改善の要求の議論をやろうとしているので会社側の主張は理解しがたい。 

【会社】真摯に向き合って議論している。陥るというのは議論を拒むとかのものではない。様々

なとらえ方をする人がいる、労組法の文面に近いような表現をすることによって、またそれに対

して別の意見が出てくると思っており包括的な表現にしておいた方がよいのではないかとの考え

である。 

【組合】労働協約の目的や性格は労使協定や労働協約の違いはこうですよと言ったような公の文

書でも明らかになっている。この協約の目的というのはあまりにも会社の立場を反映しすぎた内

容ではないのか？対等平等の立場に立った中身ではないのではないか。第２条でもお互いに権利

を尊重すると掲げているが、この第２条の精神に立つのならそういう立場で検討して貰いたい。 

【会社】主張は理解している。現行の１条で会社・労組双方思いは交渉でというのは認識してい

る。変えなければという問題意識は無いものの貴側として強い思いを持っているのはしっかりと

受け止めたい。改めて第１条の条文について検討したい。 

【組合】「社員たる組合員」と表現してるが、「会社と労働組合」が結ぶ労働協約であるにも関わ

らず、なぜあえて「社員たる」という言葉を用いるのか。国労の組織形態はご存じであると思う

が会社として尊重して認識しているはずがなぜ「社員」という言葉にこだわるのか。 

【会社】「社員」という言葉にこだわっているわけではない。社員としても労働組合としてそれ
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に関わる家族としても福利厚生も踏まえて広い意味で幸せを増進するという、その為に真摯に向

き合って議論をしましょうと書かれている。会社の思いを貫くとかパワーバランスを崩すとかの

認識はない。 

【組合】過去にも経営協議会委員とか団体交渉委員とかに組合からの選任にあたって地方でもこ

の「社員」という言葉を盾に西日本の社員ではないからダメだとかの取り扱いがある。協約の目

的を拡大解釈して貨物会社所属の人を委員として提出してもダメだという扱いがなされている。 

【会社】「社員」というのは西日本会社以外の組合員さんを入れないがために使っているという

解釈はしていない。何よりも大事にしなければいけないのは労使で真摯に向き合って議論をする

事である。労働協約で書かれている当社以外の組合員さんが入ることによって状況を協議できる

相手ではないと判断している。当事者同士できちんと職場の実態、社員の受け止めといったこと

を意見交換しながらどうあるべきなのかと議論を尽くすのが大事なことである。そこに他会社の

組合員さんが入るのは馴染まないと申し上げている。 

協約の目的の所で掲げている「社員たる組合員」というのは、当然会社と労働組合が結ぶ協定

なので会社の立場からすると「社員」という事、労働組合の立場からすると「組合員」というこ

となので、双方の結ぶ協定であり両方の視点で取り組んでいくべき事だとの表現になっている。

我々も各労組の組織形態は把握している。全部を否定するつもりは全くないし議論させて頂いて

いる内容は労働条件の維持・改善であったり地位の向上に資するような内容、あるいは見直しと

いう、これまでもやってきている内容であるという認識である。双方でこの協約の目的というと

ころは非常に大きなものでありこの協約の意義みたいなものを示すところではあるので貴側が言

う事も当然含めますし、そういったことからさらに表現させて頂いている「家族を含めた幸福」

であったりという事をめざして様々なことをしっかりと労使で協約を締結してめざしていきまし

ょうという趣旨で表現をしていると理解してもらえればと考えている。内容に関しては２年前か

ら聞いているものでありしっかり受け止めたいと考えている。 

【組合】会社側の一方的な思いであって、国労の組織は今も貨物会社も含めて構成している。機

関同士なりで必要な情報共有はしている。会社側が一方的に思うような心配事は無い。会社の一

方的な思いや見解でそういう事があるのなら、組合の権利を尊重していますかという事で第２条

に抵触する。条文を見ても団体交渉委員等の指定は人数の制限はあるものの所属会社の制限は書

かれていない。会社の一方的な思いをもってこだわるというのはいかがなものなのか。おかしい

のではないか、そこを直すべきだ。 

【会社】主張は受け止めるが、やはり当時者同士できちんと議論をしていきましょう、その上で

課題とされている改善点があれば解決に向けてお互いにより良い方向に持って行きましょうとい

うのが主たる思いである。かたくなに社員であるからダメだとかではなく結果としてそういう形

になってしまっているのかは分からないがそういうつもりでは無いという事は理解して頂きたい。 

【組合】当事者は西日本会社と国労西日本本部である。西日本本部の中にバス会社の社員もいれ

ば貨物会社の社員もいれば関連会社の社員もいる。会社の今の言い方では組織形態に介入して一

方の当事者を否定していることになる。 

【会社】第１条の目的と言うのは先ほども申していた通り、今の解釈と言う話をしているわけで

はなくて、この協約が相互に結んでいる協約として社員と組合員と表現していると言う事はご理

解いただけたと言うことでよろしいでしょうか。貴側の話としてそのような実態があるという事

を主張されているが回答が変わると言う事はない。主張としては受け止めさせていただく。 

【組合】「社員たる組合員」と言うことに引っ掛けて経営協議会や団交に出席させないと言う実

態がある。改善するべきである。労働協約には組合は人数を守って会社に提出する、変更があっ

た場合にはその都度提出する、と書かれている。当事者は西日本会社と国労西日本本部である。
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組合側が協約を守って提出しているのに会社の一方的な思いで拒否するのはいかがなものか。 

【会社】主張は受け止めるがおかしな話ではない 

【組合】協約に反した取り扱いをこの間続けてきている。国労は厚生労働省や労働委員会に審査

してもらって正式に認められている労働組合である。その組合が選出した名簿に対して、この人

はダメ、この人もダメ、これはおかしな話である。現時点で労働協約が第２条のこの協約を遵守

し互いに権利を尊重し誠実に義務を履行しているかというと必ずしもそういうことになっていな

い。第２条の項目に抵触しており、納得できるものではない。 

【会社】当事者同士で議論を尽くすということを大事にしている。 

【組合】当事者と言うのは誰なのか？貨物会社の社員は当事者ではないのか。 

【会社】その案件にもよる。 

【組合】労働協約を結んでいる当事者と言うのは誰なのか？協約の目的であると言う事は確認を

した、「社員」という表現をしている、であればそれぞれが委員を提出して協議するということで

良いのか？ 

【会社】社員の労働条件・福利厚生とか経営の状況だとかということを議論する中で、貴側の主

張としては組合員だから良いのではないかということであるが、より深く会社の中の議論をして

いく、会社の今の現状であったり労働条件の話だったりという話を進めていく中では社員たる組

合員である方がより内容のある建設的な議論ができるのではないか、という中で調整をさせてい

ただいている。そこが会社の主張と労働組合の主張が結果として違っているという話ではないか

と思う。 

【組合】会社側の一方的な思いを言っているだけである。 

【会社】会社と労働組合のそれぞれの主張があるというのは当然である。 

【組合】貨物会社の社員だからといって深い議論ができないというのは大きなお世話である。国

鉄労働組合はいろいろな会社の組合員で成り立っており、そのような心配は無用である。 

淡々と協約に基づいて当事者同士が提出してやればいいだけの話である。主張ではなく労働協約

に基づいて話をしている。 

【会社】我々の主張も反しているわけではない。 

【組合】地方では反した事象が起きているではないか、そこを直していただきたい。 

【会社】主張は受け止める。 

【組合】主張を受け止めるではない、明らかに２条の内容に抵触し反している。主張ではない。

協約に基づいて事実を申し上げている。 

【会社】反しているという認識はない。 

【組合】協約に基づいて取り扱っていくという事は確認できるか？会社の一方的な思いと勝手な

拡大解釈でこういうことが起こっている。 

【会社】窓口間の折衝であったり、それぞれの窓口で整理されていると思う。どういうやり取り

があったのかという… 

【組合】本社も含めて聞いているはずである。金沢支社では書記長にはつなぎや説明事項等は説

明しないとかたくなな態度を取っている。労働組合を否定しているのと同じである。協約に基づ

いた取り扱いをせよ。本社がそのような指導をしているなら大問題である。今後もこのような問

題が起こるなら引き続き声を上げていく。 

【会社】そのような話があったということは、しっかりと受け止めさせて頂く。 

【組合】今日、聞いたのでこれから変更の提出の手続きを取っていく。「社員たる組合員」とい

うのは協約の目的である。その他については協約に基づいて取り扱っている。第２条を守るとい

う事でいいか。 
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【会社】協約の目的であったり、この協約を守るといったことを否定するものではない。守った

上でお話をさせて頂こうと思う。地方で話があった時もこれまでお話ししている中身と考え方と

して大きく変わるものではない。会社から説明する内容、窓口でお話しする内容というものもこ

れまでと変わらない。 

【組合】今後は協約に基づいて相互に対応をしていく、という事でいいか。 

【会社】当然そうである。 

【組合】会社の一方的な思いや見解に基づくのではなく、協約の取り扱いに基づいて対応してい

くという事を確認しておく。 

 

[申１号]第９条 

【組合】組合の専従にあたって会社として組合員たる社員の方を専従として認めるという手続き

があるが、組合が届け出たら淡々と労使の立場を尊重した中で認めていく、手続きに入っていく

という事をして頂きたい。 

【会社】専従休職はあくまでも便宜供与であって業務の支障にならないというのが前提にある。

組合が申請すればすべて認めていくという事にはならない。組合員数であったりとかお互いに確

認していく事が必要になる。 

【組合】シニア社員は専従休職としての便宜供与はダメであるとの考えなのか。 

【会社】シニア社員は１年単位の雇用契約であるので難しい。 

【組合】1 年間での専従を認めてるなら可能ではないか。専従の大元の仕組みは本社で作ったと

しても、雇用契約は支社と結ぶがそのあたりの兼ね合いはどうか？ 

【会社】本部の役員で専従になるという事になれば本部・本社間の話になるだろうが、その他は

支社との話になるのではないか。シニアの組合員の方はおられるが実態として専従休職になって

いるところがない。 

【組合】現時点ではシニア社員の専従は可能か？ 

【会社】協約では原則で１年以上となっている。現実的には難しいのかもしれない。 

【組合】これからの交渉次第では可能になると受け止める。 

【会社】労働協約というのは会社が一方的に決めるものではないし組合が一方的に決めるもので

もない。お互いに積み上げてきた結果だと認識している、未来永劫ダメとか、変えないとかでは

ない。必ず変えるという事でもないが、現時点での協約の内容からすると難しい。 

【組合】将来的に定年の延長とかになれば６０歳を過ぎての専従もありえるのか。 

【会社】定年が６５歳に延びるとかになれば６０歳を過ぎても専従休職はあるかもしれない。 

 

[申１号]第１７条 

【組合】組合掲示板について、会社として政治活動については全ての物を一律否定するものでは

ない、組合員の生活とか労働条件とかに直結するものであれば否定しない、という今までにない

新たな主張があった。労働組合運動の一つとして政治活動や運動は社会の変革とか組合員の労働

条件や生活の向上に関わってくるものである。 

【会社】労働組合の運動と政治は切り離せないものであるというのは認識している。貴側の活動

報告で政治に絡んでいても国労西日本としてこういう事をやりましたよ、という活動報告であれ

ば、そこまでかたくなに撤去みたいな事はしていない。その紙面がいったい何を言わんとしてい

るか、その一文を取ってこういう言葉があるから即撤去ではなくて、その紙面が何を言わんとし

ているのかというところを会社としては見ている。組合掲示板というのは会社施設内にあるわけ

で便宜供与範囲である、便宜供与である以上一定の制限はあってしかるべきだという認識である。
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政治活動という部類に関しては便宜供与である組合掲示板ではなくて会社施設外のツールを活用

しながら行って頂きたい。 

【組合】労働組合の運動と政治は切り離せないものであるという事を認めているのであれば政治

活動に関する報告事項ではなくて、世の中で起こっている事とかに関して情報発信していくとい

う事で認めればいいのではないか。 

【会社】政治活動の中でも労働者に直結する問題や三江線の問題等に関しては会社としても撤去

指示は出していない。各支社ともそのあたりの意識はズレないようにすり合わせはしていく。ど

の支社でも同じ対応になるようにしている。 

【組合】地方レベルと同じ目線で合わせるというが、対応が若干違ったりしている。 

【会社】一定のガイドライン的な目線合わせをしているが、支社によってこれまでも我々が本社

として画一的に仕切るというのも、これまで積み上げてきた労使関係・労使慣行というのがあり、

そこは尊重しなくてはいけないと思っている。これまでの運用を急に舵を切って本社がこういう

事だから変えるとはならない。そこは徐々に目線合わせをしなければならない。現状では地方に

よっての労使慣行を重視して窓口では目線合わせをして本社レベルに合わせるようにしてくれと

いうような事を発信している。 

【組合】国労組織の特情を無視した介入がこれからも散見されるのか。国労は全国組織であり、

様々な会社組織で構成された労働組合である。情報に対して介入してくるという事が散見される

がいかがなものか。 

【会社】どの支社も画一的に一つ上の上下関係までは認めている。労使慣行はこれまでも認めて

きたと認識している。 

【組合】一つ上とはどういう事か。 

【会社】いわゆる国労の中央本部であり、国労東であったりとかは西日本に対しての便宜供与で

あり東に与えているわけではないので、それはやめてくださいと言っている。 

【組合】それは国労の組織に対しての介入ではないか。 

【会社】出し方を工夫すればよい。例えば東ではこうなっている、一方で西ではこうなっている

とか。その中で問題があれば我々は改善を求めるので出し方を工夫してくださいと言っている。

そのまま北海道の掲示を張り付けるとか東日本の掲示を張り付けるとかはやめて頂きたい。貴側

の思いや主義主張は貴側の掲示として出して下さいと言っている。内容自体は否定しない。最近

でいうと国労博多という掲示にあたる。組合によって組織形態が違うというのは理解している。 

【組合】２条にもあるように、相互に権利を尊重という立場に立てばそこは尊重すべき範囲では

ないのか。 

【会社】国労の活動や運動を否定するものではない。介入するつもりもないが政治的要素が絡ん

だことを会社施設内の便宜供与している掲示板に張られると、いろいろな思想信条・主義主張を

持っている人がいる中でトラブルを起こしかねない。そういうことに関しては施設外のツールな

どを活用してやって頂きたいとお願いしている。 

【組合】労働組合が活動すればそうなってくる。 

【会社】会社内の施設である以上、一定の制約がある中では認めるがそれを超える範疇であれば

施設外でやってくださいと申し上げている。 

【組合】ストレートに張らず、加工して張るという事か。 

【会社】端的に言うとそうなる。どこに便宜供与しているか、誰が掲示責任者か。東日本の社員

さんは我が社から見れば他会社の社員であり、その社員さんが西日本の掲示板に掲示物を張ると

いうところまで許可はしていないということである。 

【組合】過去にもあったが一方的に外すとかはお互いに見解が食い違うので、窓口とかで必要な
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手続きを取って議論をしたうえでないといけない。 

 

[申１号]第４８条・第４９条 

【組合】西日本会社だけではないか。手続きとかを怖がっているがもう少し緩和してもいいので

はないのか。最近は争議という場面がないから双方があまり経験していないが以前はそういう取

組みがあっても常日頃から争議に当たっては双方が準備して不要なトラブルは起こさない様にし

てきたのではないのか。７２時間とか４８時間とかではなくてその都度打ち合わせを行なうとい

う文言に変えておけばいいのではないか。 

【会社】会社としては複数の組合と対峙している。 

【組合】争議行動に会社として様々な制限をかけているのでないのか。 

【会社】法で定められている権利でもあり内容でもあるので当社としてはそれを上回るという事

になっている、公共交通事業である中でご利用者の利便性などを捉えていかなければならない事

業だというところから法を上回る形での協約を結ばせてもらっている。 

【組合】ＪＲ発足時とかにうったストライキでも細かな話ルールを決めてやってきた経緯がある

にも関わらずこういった制限をかけるのは信頼関係が無いのかと思わざるを得ない。 

【会社】貴側の思いは理解している。 

【組合】４９条についても争議行為のやりとりの中でこういった内容は必ず出てくるのでその時

に話し合うべきであり、初めから除外するのはいかがなものか、制限をかけているのと同じであ

る。 

【会社】そういう事があるから双方で結ぶ労働協約で定めている。争議権がある中でのルールを

定めましょうという事なので当日話をしても同じ所に持ってくるところをあらかじめ労使間で結

んでおきましょうという事ではないのか。 

【組合】その時のやりとりの中で解決できることではないのか。 

【会社】他社が過大な損害を被ることは避けたいという趣旨である。 

 

[申２号]Ⅰ・８ 

【組合】年休というものは労働日に申し込むものであり、どの日が特休・公休かも判らないのに

年休申し込み簿に記入するのが正しい姿であるのか。 

【会社】完璧ではないが毎年お話しさせていただいている内容である。前もって発表してそれを

基に年休申し込みをしても、そこを誰かが勤務しなければならないというまた勤務変更をかけな

ければならない、また作り直して発表しなければならない、それを見てまた申し込まなければな

らない、２度も３度も変更が発生するのは社員にとっても結局同じ事が起こるのではないか。年

休に関しては記入して頂いていれば内容を確認して、その必要性も見ながら出来る限り年休を消

化して頂くようにしている。コミュニケーションを取りながら各区所で取り組んでいると考えて

いる。 

【組合】２ヶ月先も含めて提示する事になれば予定なども立てやすくなる。お互いに業務がスム

ーズにまわり融通も利くのではないか。 

【会社】先に勤務を発表すれば、労働者の方が予定を入れるだろうという事か。 

【組合】そういう事も可能であるということである。 

【会社】今はわからないから全て申し込まなければならないという事か。 

【組合】無用な労働間の争いが起こるのではないか。 

【会社】貴側からの要求でそういう一面もあるものの、それでも変更が発生するのではないかと

考える。 
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【組合】一度試行してもいいのではないか。 

【会社】個々人とコミュニケーションを取りながら対応して頂いているとこである。年休消化は

して頂きたいし、また出来るように各箇所で努力して頂いている。 

 

[申２号]Ⅰ・１２、Ⅱ・２１ 

【組合】毎年議論しているが訓練は自職場で行わずに離れたところへ行っての訓練があり、往復

の移動時間を労働時間としてカウントするべきである。 

【会社】移動時間については回答の通りである。 

【組合】私服で行って着席して話を聞くのなら分かるが。 

【会社】移動を伴う訓練は現車訓練などになるが。 

【組合】移動時間も含めるべきである。通常の乗務行路であれば移動時間も含んでいる。監視時

間・準備時間も含めて。訓練だけは訓練時間のみというのはおかしいのではないか。制度的に作

れば良いのではないのか。 

【会社】毎年要求されているのは理解している。 

【組合】非番というのは会社として地上職も乗務員も含めて集めやすい環境であると思うが、労

働者としては辛い作業でありそういった環境で実施して身につくかという疑問もある。本当にこ

の訓練で業務や知識を高めて欲しいという思いがあるのなら、別途日を設けて訓練をすべきでは

ないのか。工務系などは月に一度とかで教育日等を設けて実施している。片方でそういう実施を

して片方では非番で実施するのはどうなのか。 

【会社】１００％非番でやってるわけではない。数時間だけの研修などもあるが非番や休日での

超勤対応で実施していたり、職場では複数日設定をして受けやすい時に受けられるように配慮さ

れていたり、社員の負担にならないように実施している。各職場での業務の仕方や研修に必要な

機材とかの関係上いろいろな要素を検討して非番での実施になったりする。 

【組合】長年やってきた当たり前の感覚だという部分もあるのではないか。会社としても努力を

してきた、したいというのであれば、少しでも目に見える形で現状よりもそういう教育のあり方

を作っていくべきである。 

【会社】コロナ禍でテレワークでの研修や数を減らすなど、今の業務量にあった物に変えていっ

ている。しかし訓練となると現物を見なければならない。 

【組合】現物の訓練の場合は現地への往復も労働時間にすべきである。目に見える形で変えてい

かないと長年やってきた当たり前の様にして実施するのもどうかと思うが。労働者の要望にも応

えるべきである。 

【会社】負担をかけないような工夫はしていく。 

【組合】実労働を伴わない往路及び復路の時間については、労働時間として取り扱う考えはない、

と言うが制服を着て駅構内を移動して道案内や列車の案内などが発生する。着なさいとは言わな

いが事実上制服を着て移動している。着て行かざるを得えない実態があるのだから労働時間にす

べきである。 

【会社】そういう要望があるというのは理解している。制服を着ているから労働だという事では

ないというのは理解して頂きたい。出張などの移動時間に関しては法的に指揮命令下にあるのか

どうかというのが労働の判断基準になっている。 

 

以  上 

 


