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２０２１年度労働協約改訂第２回団体交渉について 

 

 主なやり取りは以下のとおり 

Ⅰ．勤務改善等に関する要求 

２４．ＭＤ及びＳＤ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

により一定時間経過後、再受験可能とすること。 

（回答）現行の取扱いを変更する考えはない。 

 

【組合】ＭＤは医適・ＳＤは運適か。 

【会社】そうです。 

【組合】運適についてはどの乗務員に聞いても納得できないと言っている。 

どういう理由でダメなのかという事も教えてもらえない。２回というのはＪＲ西の基準か。 

【会社】そうです。各社・各事業者が決める。 

【組合】他会社に聞いたがここまで厳しいところはない、クレペリンに対する考えを聞かせてい

ただきたい。 

【会社】運転適性検査というのは基準省令に定められて実施されているもので、全ての鉄道事業

者が実施をして厳密に運用しなければならない、不当に甘く採点したりとかは事業者としては絶

対にしてはいけない、検査員や判定員に関しては鉄道総研の研修を受けた者でこれも省令の通達

に定められているので会社も厳密に守って運用している。これも事業者の判断だが当社としては

毎年１回必ず判定員を本社に呼んで判定の目線合わせをしている。検修を受けたのがかなり前の

方もおられるので判定をするうちに判定の基準がズレていってしまうという事になると受験をさ

れる社員の方にとって不公平になる、同じ基準でも支社によって合格、不合格みたいな事はあっ

てはならない、そういう目線合わせを会社として行って厳密に運用する、当然支社の方が判定を

するので会場には顔見知りの方もおられるというような事も考えられる、逆に言うと私情を挟ま

ないように、かわいそうだからというような事を挟むと事業者として安全が保てなくなる、そこ

は厳密に行うように指導をしている。このクレペリンは他の事業者の共通のものだが判定の基準

であるとかは特に公開はしていなくて、ＪＲ各社は総研で同じ研修を受けた者が行っているので

同じ目線になっていると認識している。 

例えばテストの点だと７９点で不合格ということになるが、そういう性質のものでもない、点数

を見る事はできないが担当との話の中で著しく厳しくしているんじゃないかとか甘くしていると

いう事は話をしてズレないようにやっている。クレペリンの基準と言うものは遥か昔から変わっ

ていないので、特に最近厳しくしたとか最近甘くしたと言う事は全国的にもない。ダメな人が多

いのではという年もあるかもしれないが、それはその時の凹凸なので基準を変えたとかではない。 

【組合】ＪＲ７社の中では鉄道総研で研修を受けて目線合わせをしているという事か。 

【会社】鉄道総研で同じ内容の研修を受ける、基本的には総研の研修を受けるとその修了証とい

うのは一生物であり、更新の制度というものはない。極端な話、２０年前に受けた講習でも判定

国労西日本 

  電送№016 
発 

信 

2021年 ９月１４日 

責任者（業務部・先田） 

受 

信 

受領者名 

（      ） 

転送者名 

（      ） 



  
国鉄労働組合西日本本部 

 
電送№016-2 

 
 

 

しようと思えばできる、他の会社の状況というものはわからないが、２０年前の講習の事まで覚

えていないので毎年思い出し教育というものを実施している。 

【組合】その総研の研修を受けるというのは他の会社も同じなのか。 

【会社】いくつかあって内田クレペリン研究所や地方運輸局がやっている制度もある、民鉄の場

合などは地方運輸局がやっているものではないかと思う。 

ＪＲ７社の場合は鉄道総研で研修を受けている。 

【組合】内田クレペリンと言うのはツールとして採用しているのか。 

【会社】国の通達にはどれかを受けなさいと言うことになっている、鉄道総研の研修か運輸局の

研修かクレペリン研修所のいずれかの研修を修了した者でないと判定はできないと決まっている。 

【組合】社員が不満に思っているのは２回で受けて落ちてしまった時に、これで人生が終わりだ

と言うことも覚悟の上で２回目を受けている、これがどうにか３回とかになればまだ納得をする

と思うが、なぜ西日本は２回で終わりということになっているのか。 

【会社】２回というのは検査の性質上、何か勉強して良くなるとかそういうものではなくて学校

の入学試験とかと性質の違うものである、乗務員の納得感と言う意味では少しずれるかも知れる

かもしれないが我々としては基本的に１回が原則だと思っている、とはいっても精神機能検査な

のでその日に何らかの都合で調子が悪いという場合もあり得るということで１回に限り再検査を

認めるという事であり、３回やっていい４回やっていいとかそういう検査でもない、普通に受け

て普通にやって頂いてパスするか不適になるかという事だけなので、頑張ってやるとかいうもの

ではない、さすがに１回で判断するのはあんまりだろうということで再受験を認めるということ

である。基本的に学力とか病気とか治療して治るとか学習して向上するとかいう性質のものでは

ないので２回続けて不適になったというのはそういうレベルに達していないと、適性検査という

ものは２年後とか３年後に一生懸命勉強して向上するとかいうものではない。 

気持ちは察するが当社は運転の仕事だけではない、他に活躍ができる職場もある。運転ができな

ければ会社を辞めてくださいという事になれば話は別だが、運転業務のない職場もあるのでそう

いったところで活躍していただく、工務系の人とかも同じだが当然会社としては一生懸命養成を

して一人前になって頑張って頂いている方というのは末永く活躍して頂きたいと望んでいるが、

こればかりは当社が試験を作って運用しているのではなく国の省令に基づいてやっているものな

ので厳密に運用せざるを得ないという事である。 

【組合】どういった所の能力が低下して基準に達しなかったという事は一切分からずに「不合格

でした」と言う通知を受ける。それに対して疑問もあるし不満もある、そこがある程度受けた側

にもわかって理解できるものであれば納得するがそれがわからないから、なぜ２回なのかと、せ

めて一定期間あけて再度受けるような制度を作ればどうなのかという気持ちが湧いてくるのは自

然であるし、そこに対して会社は少し応えるべきではないか。 

【会社】この検査の特性として何かを形作ろうとか意図的にやるというものではなくて逆に意図

的にやることによって悪い結果になるという例もあるということを総研からも聞いている。歴史

の勉強するとか、数学の勉強するとか、そういったものであればもう少し勉強して下さいという

ような話になるが、それとは性質が全く違っていて試験の内容を明かせば明かす程どちらかとい

うと悪化するパターンもある、そこは残念ながらどこが悪かったとかいうことを受験された方に

公開するような性質の検査ではないということである。 

【組合】午前中に受けて昼早々にも結果が分かるが、受験は１人や２人ではない１０人、２０人
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いるわけで、それぞれの人の回答の全部を見るんではなくて、どこかの一部分を見て判断してい

るのではないのか。 

【会社】全部見ています、どこかを見てやるような判定のものではない、どこかをピックアップ

してみるというものではない。 

【組合】一人ひとりの書いた物を全部見ていたら午前中に受けて昼から結果を出すというような

事はできないのではないか。 

【会社】全部見ています。 

【組合】内田クレペリンの検査方式を採用いるが判定しているのは西日本会社だということか。 

【会社】精神機能検査と呼ばれているので結果としては運転も従事に適する範囲のものと、そう

でないものの結果に分かれているということです。クレペリンと言うのは通達で決まっているの

で何か新しいＩＴ技術が発明されて違う精神機能検査ができたから当社がそれに乗り換えるとか

いうものではない、事業者側が勝手に選択できるものではない。 

【組合】先程の話の中で研修を受けて検査をする方が会場で知り合いがいても私情を挟まないよ

うに指導しているとあったが逆に言うと私情を挟めると言うことか、私情を挟めるような検査だ

ということか。 

【会社】当然微妙なラインと言うものは当然あるので、９８点とか７８点とかのような検査では

ない。 

【組合】微妙なラインと言うのはあると、微妙なラインというのを判定するのは会社と言う事か。 

【会社】ガイドラインというものがあるので、それに沿うようにと指導している。 

【組合】３年周期の検査で１回でパスして、その翌月に運転士の試験があり、受けたところ２回

とも不適格となったという事例があるが１ヶ月の間に何が変わるのかと、車掌の時に受けた検査

でパスした結果というのは３年間有効なのではないのか、なぜまた運転士の試験でクレペリンを

受けなければならないのか車掌と運転士では基準が違うのか。 

【会社】性質上基準というのはお伝えできないが１ヵ月前に受けて合格だったが１ヵ月後に受け

てダメだったというのはタイミングの話で、３年後に不適格の基準になっているのか、その時に

不適格の基準になってしまっていたと考えるしかない。 

【組合】車掌の時にパスした結果は３年間有効ではないのか。 

【会社】それは考え方である、国の法令上では３年間有効なので受けなくて良いものを無理矢理

に毎年毎年受けるものではない、それは運用の話になってきて結果的にその人は３年後に受ける

とやっぱり合格基準に達しないということになると思う、運転士を受験したときに落ちてしまう

というのは基本的に３年後に車掌として定期に受けても合格ラインには達していないと考えるし

かない。不適格のタイミングが早まっただけだという事である、運転士の試験の仕組みでは基本

的にはクレペリンとその他の検査と一緒に受けるという事になっている。 

【組合】車掌の時にパスしているのに運転手の試験で不適格になると言うのはやはり不信感があ

るのではないか１ヵ月前の車掌のクレペリンは何だったのかということになるのではないか。 

【会社】運転士科の試験を受けていない人は結果的に試験を受けていないだけで我々はどういう

レベルに達しているかという事は知り得ないという事であり、会社としては試験を受験させてそ

ういうレベルになってしまったという事を知りえた以上、会社の安全上その人を乗せるという事

はできない。 

【組合】運転士の試験の中にクレペリンが組み込まれていると言う事は基準が違うと言う受け止
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め方になるが。 

【会社】それは明かせないが、タイミングの話だと思う。 

【組合】それならば運転手の試験の中にクレペリンを組み込まなくても良いのではないか。 

【会社】そう言ったあたりはご意見として伺っておく。 

【組合】３年周期の検査では前倒しで受けるが何か基準はあるのか。 

【会社】３６ヶ月と言うルールを作っているので１回だけの検査であれば３５ヶ月目に受ければ

いいのだが当社のルールとしては１回ではあんまりだろうと言うことで再受験を認めているので

再受験の間隔を考慮して１回目を少し早めにしている。本人が１回で良いと言うのならばそのタ

イミングで受けようと思えば受けれるのだが２回目は無いですよという事になってしまう、また

は２回目までの間隔がすごく短くなってしまう。 

【組合】前倒しの基準はどうか。 

【会社】数ヶ月前と言うことで半年前とかに受験させたりはしない、本人に伝えて受験日の調整

をしていく、本人がこの日はダメだ、この日はダメだということになれば先へと延びていく、当

然期限があるので期限が切れますよという話になると思う。 

【組合】例えば８月１０日に受けてパスすれば次回の期限は３年後の８月１０日になるのか、そ

れとも８月中に受ければいいのか。 

【会社】その通り。３年と言うのも省令の通達で決まっていて、そこは厳密に運用しないと検査

切れということになってしまう、実際にはそこまで引っ張る人はいないが乗務員区所は説明を求

められればそう答えるしかない。 

【組合】実施の環境等についてはどうか。 

【会社】それはきちんと配慮するようにしている、コロナとかそういう事ではなしにできるだけ

良い環境で受けてもらえるように。支社によっては物理的な制約もあるが可能な限り受験者が良

好な状態で受けられるように配慮はしてくれと本社からは伝えている、会議室の容量を超えるよ

うな人数であれば１日に２回とか分けて実施するという支社もあると聞いている。 

【組合】関西の他の私鉄や他のＪＲ会社を見ても西日本会社の取り扱いは厳しいのではないかと

現場の労働者には映るのではないか。 

【会社】取り扱いは厳しくあるべきだと考える。何回か受けてたまたま１回合格の人を乗せ続け

るというのは安全を守る姿勢としては少し疑問がある。本人にとっては気の毒なことだが、せっ

かく一人前になって指導操縦者とかになっても不適になったという事は我々にとっても断腸の思

いであるがそれと検査というものは厳密に区別してやらないといけないと考える。 

【組合】基準もわからない何もわからない中で、ただダメでした不適格でしたでは納得できない、

乗務員などは手当に関わってくる話でもあり生活設計にも影響を及ぼすことにもなりかない、基

準は明かせません内容は明かせませんと言われても納得できるものではないという気持ちはわか

るだろう。実施する環境等の面では改善する余地があるのではないか。 

【会社】それはあり得る、我々も別に落とそうと思って受験してもらっているわけではなく皆さ

んに合格基準に達して頂きたい、そういう面では配慮して実施していくという考え方である。 

【組合】会場の空気が変わるような言動があるという報告もあるが。 

【会社】我々はこれで不合格にしてやろうというような思いは全くない、運転の技術を持った人

が希望すればずっと長く仕事をして頂きたいという思いなので、そこだけは誤解しないようにし

て頂きたい、会場の配慮もする、そういった方がいるのだとすれば注意をするので、そこは意見
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として伺っておく。 

 

 

 

Ⅲ.広域出向等に関する要求 

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。  

(1)．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。 

(2)．出向については、計画及び必要性等協議事項とすること。 

（回答）出向・転勤等については、業務上の必要性に基づき、社員の適性・能力等を総合的に勘

案して、会社が責任を持って公正に行うものと考えており、今後も現行の内容で取り扱っていく

考えである。 

３．事前通知は原則１ヶ月前までに本人に文書を以って通知すること。 

（回答）転勤等については、業務上の必要性に基づき、社員の適性・能力等を総合的に勘案して

行うものであり、時期等を含め、会社が責任をもって公正に行うものと考えていることから、現

行の取扱いを変更する考えはない。 

 

Ⅳ.転勤の基準は以下のとおりとすること。 

１．転勤にあたっては、家庭環境に充分配慮し、転勤時期・場所等についても意向を配慮し、個

人面談時の本人の意向を尊重すること。また、事前通知については、２週間前とし、転居等が伴

う場合は、１か月前に行うこと。 

２．他系統、他職種への配属は公募制とし、本人の同意を得ること。 

３．単身赴任の場合、その期間を２年以内とすること。 

４．鉄道部内については出勤箇所が変更となった場合は、全て転勤の扱いとすること。 

（回答）転勤等については、業務上の必要性に基づき、社員の適性・能力等を総合的に勘案して、

会社が責任をもって公正に行うものと考えており、今後も現行の内容で取り扱っていく考えであ

る。鉄道部については、その範囲を一つの業務エリアと位置づけており、担務変更を行う場合は、

転勤の取扱いとしないことが適当であると考えている。 

 

 

【組合】転居を伴う異動とか、支社を跨いでの広域出向に対しては一定の配慮が必要ではないか。

本人同意であれ、異動にあたっての時間的問題であれ、会社としてぜひこの人に行って頂きたい、

と考えるなら、気持ちよく送り出すとかの配慮も必要ではないのか。 

社員の適正能力を総合的に勘案して決めているというが最低限本人の同意は必要ではないか。 

雇用安定調整基金で民間会社への出向は政府からの補助金をもらうには本人同意が原則であると

なっている。それに準じた取扱いをするべきではないのか。 

【会社】まず同意を得る努力をするべきと考える、どういった事を会社として期待しているのか

を伝えて異動して頂く、その為には会話が必要であり、納得いかないという事もあるなら努力は

必要である。転勤の前から年に２回の面談を実施している、本人の家庭環境であるとか明かせる

範囲でのプライベートな部分であるとかを上長としては把握もし踏まえた上でしっかりと対応し

ければいけないと考える。言葉足らずな場面があるなら指導しなければならない。継続的に、一
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回言ったから終わりとかではなく、そのシーズンで通知を行なう様な時には十分配慮して特に注

意をするように指導をしてまいりたい。 

【組合】過去様々な問題が起こって、簡易苦情処理や苦情処理での事象が発生していた、現在で

はそういう事象は少なくなったが、会社も年に２回の面談を通じて、家庭環境や本人の健康状態

も含めて把握するというなら本人が希望しない転勤は発生しないのではないか。 

【会社】納得の度合いというのはあると思う、会社のエリアとして管轄している以上はどうして

も生活の基盤となる自治体から離れて仕事をする方が現れてしまう可能性はある、何故私がとか、

何故今行かなくてはいけないのか等の不満はなるべく無いようにするのが大事だと思っている。

個別に問題があれば指摘をして頂き、必要な指導はしていきたいと考えている。 

【組合】中長期計画の中で進めている会社の施策によって、最近では支社を跨ぐ異動ではないに

しても職場を追われたり転勤が発生したりとかの事象が出てきている、表立った問題にはなって

いないが、労働者の犠牲を伴った事が進められているし、今後も進められようとしている、これ

から問題が増えてきそうな心配をしている。 

【会社】これはもう決まった事だからお前は従うんだ、という様な事をやっていけば当然そうい

う事にもなるだろうし、納得もいかないという事にもなる、今コロナの状況で例えば決算の内容

についても現場長も現場長なりにわかった上で社員に語るようにという指導もしている、会社と

して不利益にさせようとしているとか仕事ができないようにさせようとかの思いは無い。皆さん

に活躍してもらえるような仕事の場を提供する、その場がいろいろな施策の中でお客様のニーズ

と合わなくなってきて統廃合になったりとかがあるかも知れない、早い段階でわかる事であれば

説明をしていく、会社の施策を通じて納得感を得られるような説明を地道にしていく、社員説明

等には配慮して指導していきたい。 

【組合】今入ってくる若い方々は会社の言いなりにやっていたのでは確実に辞めていく、いろい

ろな施策があるだろうが、それを実行する上で新しく採用する時に将来この地域でこれだけの要

員が必要であるとかは分かる事である、それを見越して居住地出身の採用者を確保するとか、極

力異動を伴わないとかを見据えて新規採用とかをしてこなかった、例えば新幹線の敦賀開業に向

けて敦賀地域への異動が多くなるが宿舎や寮が確保できないから特急通勤の条件を緩和したりの

施策も出てきているが、それは何年も前から分かる事ではないか、それをしてこなかった結果と

して敦賀への大移動が発生してくるのではないか。 

【会社】主張は会社としてしっかりと受け止めなければならないと考える。 

採用についても地域の方がそのまま採用される職場もある、そういう状況が望ましいと思ってい

る。とはいえ例えば敦賀の開業にあたって開業準備だとか工事だとかいう所はその時に工期は発

生するもの、そして乗務員や駅員の確保もある、一方で新幹線に関わらず別の所では需要に合わ

ずにいる方々の雇用を守るという観点からも別の所で活躍してもらわないといけなくなる。その

あたりの全体を考えながら採用計画や要員計画も立てる、随時環境の変化や会社の経営状況にも

合わせて変えていくと考えている。その中でも雇用の確保というのは大前提である、長距離の異

動が発生せざるを得ないような状況になった場合は納得頂けるようにしっかりとコミュニケーシ

ョンを取っていく、そしてフォローをしていく、その後の面談などでも状況を聞いていくという

ようなことは必要であると考える。遠距離で異動されいる方には特に家庭環境であるとかプライ

ベートな面への配慮も含めて面談等で話をするような指導をしていきたいと思っている。実際に

新任の管理職に対しては研修等で知らせているところである。指摘の部分はしっかりと受け止め
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ていきたい。 

【組合】転居を伴う等、労働者に負担のかかる部分については、もう少し事前通知の時間を早め

られないか。支社を跨ぐような異動では忙しくなる。通常業務をしながら、引き継ぎもしながら、

新しい職場でも引き継ぎをしなければならない、特にＣ層の社員にはそのあたりの配慮が出来な

いのか。会社の上層部では早め早めに分かるようになっているのだから出来るはずである。 

【会社】事前に分かるという面では良いと思われるが、元々異動は個人の目線から見れば、この

方の将来を考えて次の職場に移って頂いて活躍してもらう、そして受け側の職場についてはこう

いうポストがある、こういうリーダーになって欲しいからこの方に来て欲しいとの調整の上で異

動が成り立つと考えている１ヶ月前に決めてしまえば調整できるのではという意見であるが、き

め細やかな部分が出来ない場合があると思う、例えば家族を伴っている場合、本人は早めに行か

れて後から家族の方が転居される場合の引っ越し費用については考慮するとか制度としては取り

入れているところである。いずれにしても早めにすると硬直的になり、だいぶ前から決まってい

るからなかなか動かせないという事になるのも本意ではない。 

意見として受け止めつつ世の中の動きなどを見ながらしっかり配慮していきたい。 

【組合】常日頃から社員の意向、家庭環境などを把握していくという立場なら社員の生活設計と

かを配慮しつつとかの文言を文章にすべきではないか、業務量の必要性に基づき社員の特性や能

力を総合的に勘案して会社が責任を持って公正に行う等は、昔から変わらないような文言である。 

【会社】意見として伺っておくが、転勤というものは公正に責任を持つものであり勝手にやるも

のではないとの思いである。公正という言葉にもあるが、適正能力等を総合的に勘案しながらと

いう所にも表れていると受け取って頂きたい。面談だけではなしに日々の業務においても様々な

会話もしているので本人の意向も含めて確認するべきと考える。それを支社や現場に伝えていく。 

【組合】今後会社が進める様々な施策にあたって無用に個人との間で問題を起こしたり、労働組

合との間で争いを起こしたりとならないようにしてもらいたい。 

【会社】しっかりと受け止めたい。 

 

 

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６５歳までと

すること。６５歳以上については、働き続けられる環境を早急に整備すること。 

２．短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム・有期雇

用労働契約法）８条に基づき、社員との格差を是正すること。 

（回答）再雇用制度については、社会の動向及び当社の経営状況等を勘案し、一旦定年退職した

うえで、期間を定めて雇用契約を締結する制度として設定しているところであり、現行の取扱い

を見直す考えはない。 

２０１９年８月より、法改正に先んじて、基本給や精励手当て、特殊勤務等手当等、必要な手当

の改正、また、柔軟な働き方の実現により、ワークライフバランスを保ちつつ業務に従事できる

よう、勤務・休職等の改正を行ったものである。 

 

【組合】将来の６５歳定年についてどのような考えか。 

【会社】世の中において選択肢の一つとしてあるし採用している企業もあると認識している。社
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会の状況などを踏まえながら注視していきたいと考えている。 

現時点では６０歳を６５歳にという考えはない。 

【組合】国の制度からすると昭和３６年４月以降の人は６５歳まで年金が支給されないなど環境

が変化してきている、将来的には６５歳定年制にせざるを得ないのではないか。 

【会社】６５歳までの雇用については、希望する方にはほぼ働いて頂いている、そういった現状

からすると定年を６５歳にという事は雇用確保とは別問題にして考えなければと思っている。 

定年延長は退職金の支払いも延びるのでローンを組んでいる人とかの問題もある、途中で別の生

き方をしたいという事もある、その時に1年毎の契約更新も有意義な事かもしれない。 

【組合】来年からとかの話ではない、様々な状況の方々が働いている中で生活設計を考慮して会

社として早めにメッセージを発信するべきではないか。 

特に若い世代の方にメッセージを発信すべきではないか。 

【会社】もし定年延長をすることになっても来年からとかの話にはならない、実施する際には生

活設計等も考慮して注意するべきと考えている。 

６５歳まで雇用しているというのはほとんどの社員の周知の事実である、退職金の支給が延びる

という認識ではないか。 

 

 

勤務形態（ハーフ勤務等）、業務内容、勤務箇所等・雇用契約書への記載内容の変更について 

３．勤務形態（ハーフ勤務等）、業務内容、勤務箇所等については本人希望を尊重し、退職時の職

場を基本とすること。また、工務関係シニア社員の夜間作業については本人と夜間作業の回数に

ついて雇用契約等時に本人の意思を尊重した内容を明示すること。異動は本人同意を得ること。 

（回答）これまでと同様に協定等により取り扱っていく考えである。また、工務系統シニア社員

の夜間作業等については、今後も箇所長等が業務上の必要性を勘案し、臨機応変に業務指示を行

う必要があることから、雇用契約書への記載内容を変更する考えはない。 

 

５．シニア社員の雇用契約締結時において、労基法第15条等に基づき、労働条件をわかりやすく

明示するよう各地方に指導すること。 

（回答）労働条件については、シニア社員等の勤務等の取扱いに関する協定に基づき、シニア社

員就業規則等の各種規程ならびに毎年度の募集のご案内に明示をしており、十分に周知されてい

るものと考えている。 

 

６．フルタイム以外の取扱いについて、第９１条休日数について、９日以上の見解を明らかにし、

見直しを図ること。 

（回答）年間所定労働日数がフルタイムより少ない場合の月間の休日数については、協定第１６

条第３項に定める１箇月間の労働時間を超えることがないよう「原則として９日以上」としてい

るものであり、見直す考えはない。 

 

【組合】シニア社員の勤務形態については３種類あるが、職場よっては選択できない箇所もある

が労働者の希望に応えるように努力すべきである。 

【会社】現在働いている職場で希望の勤務形態がなく、現行の形態の中で選択せざるを得ないと
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いう所もあるが、まずは職場の状況等をしっかりと説明し今までの経験や知識を活かして活躍し

て頂くという考えである、努力はするがやむを得ず異動が発生する場合があればしっかりとコミ

ュニケーションを取るべきだと考える。 

【組合】一方では短日数勤務などで努力はされているが、シニア社員に対しても配慮していくべ

きである。 

【会社】様々な働き方に対応できるように努力していく。 

【組合】ここ何年か支社によって雇用契約書の記述に違いがるが本社として注意深く見る事と、

無用な混乱を招かないように記述を分かりやすい表現にできないか。 

【会社】具体的に個別に問題があれば指導していきたい。 

【組合】夜間作業の回数についても身体能力が低下していく中での要求である。 

【会社】健康状態であるとか年齢によって無理がきかなくなる等の主張である事は受け止めて伺

っておく。 

 

以  上 

 


