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等の改善について〉
第 回交渉 ６月 日〈退職及
び解雇について・職制について・
表彰及び懲戒について〉
第４回交渉 ７月 ５日〈乗務員
勤務について〉
第５回交渉
月 日 〈 制度 に関
する要求について〉交渉終了
第 回定期大会（二〇一〇年
９月６～７日）
第 回 定 期 委員 会 （ 二 〇 一 二 年
２月 日）

10

第 回定期大会（９月 ～ 日）

日）

第 ３回 執 行 委員 会 （ ９ 月
締結を決断
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各地 方代 表 者会 議 （

労使対等 の原則 に照ら しても 極め
て重要と考える。
求められる「国労運動」の展開
◇喫緊の 課題で あるグ ループ 会社
における 「組織 拡大」 を視野 に入
れた「組織強化」は、個々のグルー
プ会社と の労使 間協約 （労使 間の
取扱いに 関する 協約） 締結の 有無
が重要な ポイン トであ り、そ の為
にはＪＲ 東日本 との労 働条件 に関
する協約の締結が必須条件である。
４．「労働条件に関する労働協約」
の内容
○就業規則のう ち、第２章服務
（第 条ー 条）〈第 条 ）勤務
の厳正）、第 条（服装の 整正）
等〉 、 第 章 教育 訓 練 （ 第 条 ）
は記載なし。
○エルダ ー、グ リーン スタッ フ等
の 項 目 は 記 載 な し ･･
就業規 則での
取扱い
○「一旦 指定し た勤務 及び休 日等
の取り扱 いに関 する協 定」、 「フ
レックス タイム 制の実 施に関 する
協定」を同時に締結
○ 議 事 録 確 認 ･･
総則〈（組 合）こ
れまでの 経過及 び議論 を尊重 し、
制度の実 施・運 用にあ たって は公
平・公正 を期す こと。 （会社 ）制
度の実施 にあた っては 公正厳 格に
取り扱っ ていく 〉就業 、昇進 、出
向、賃金
○「労働 条件に 関する 労働協 約」
締結に伴い、 本の個別協 定等が
廃棄
５．今後の具体的な取り組みの展開
労使間 の取り 扱いに 関する 協約
の締結期日を 月 日とし ている
ことから 、労働 条件に 関する 労働
協約の締結期日も 月 日とした。
労働条件 に関す る協約 に期間 の定
めがないことから 、毎年 月 日
を目標に して「 労働協 約改訂 」の
取り組みを進めていく。
以 上
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調 印（ 月１ 日 に さ か のぼ っ て
月 日締結）
３．協約締結の意義と判断
客観的条件の整備の上からも重要
◇既に 協約を締 結して いる他 労組
と同一の立ち位置を得る。
◇他労 組が締結 した協 約の下 に置
かれた 「就業規 則」が 適用さ れて
きた現状からの脱却を図る。
労働条件改善＝労働協約改訂の
取り組みは労働組合の生命線
◇労働 条件に関 する協 約は「 期間
の定め のない協 約」と なって いる
ことか ら、協約 改訂の 取り組 みが
労働条 件改善（ 就業規 則改訂 ）へ
直結する。
労使正常化への布石となるもの
◇二〇 〇六年一 括和解 と労働 条件
に関す る協約締 結は、 「健全 かつ
正常な 労使関係 の確立 」を求 める
うえで同一線上のものである。
◇協約 締結は労 使双方 の合意 の上
に成立 するもの であり 、その 責任
の重さ を双方が 持つこ ととな る。
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約闘争 と位置 付け、 労働条件 の向
上と権 利確立 を掲げ 、労使交 渉や
職場の たたか いによ る改善を めざ
した。その結果、不十分ながらも、
個別協 約の締 結によ って労働 条件
の維持・改善を図ってきた。
２．提案以降の経過
第 回 定 期 大 会 （ 二〇 一 〇 年 ９
月２～ ３日） におい て、追加 方針
として 「労働 条件に 関する労 働協
約締結に向けた取り組みについて」
を提案。
職場 討 議 資 料 を二 〇 一 〇 年 月
日付で地 方へ配布、 「労働条件
に関す る協約 につい ての基本 要求
及び具 体的要 求」に 基づく申 し入
れを 月 日に実施。基本要求は、
「和解 の趣旨 に基づ き、具体 的諸
課題の 是正・ 改善を 図ること 」を
柱に８ 項目、 具体的 要求とし て、
勤務、賃金、退職及び解雇、職制、
出向、 表彰及 び懲戒 、さらに 制度
改善要 求、諸 手当改 善要求な どを
盛り込んだ内容となっている。
二〇 一 一 年 月 日第 回 交 渉
〈一括 和解以 降の懸 案事項に つい
て・勤務・賃金〉が行われる。
第 回 交 渉 ３月 日 〈 諸 手 当
27
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１月 日（土）、仙台市・花京院スクエアにおいて開催されました。
開催にあたり司会の東日本本部・武田執行委員は「本日のオルグは、
盛岡、秋田、水戸、千葉、長野でも開催されている。組織状況だが、
大会以降、今までにないペース 名の拡大があった。これまで、東日
本本部として要請してきたものが浸透してきたと思う。いずれにして
も、国労組合員の職場での運動にふれる中で、加入者自らが判断し国
労を選択している状況になっている。そういう意味でも、今後の運動
への意思統一の場にしていきたい」と挨拶を来ないました。
続いて東日本本部・佐藤副委員長より「労働条件に関する労働協約
締結と運動の展開」として経過・提起が行われ、質疑では数名から協
約締結に関する質問・意見が出されました。以下、本号では東日本本
部からの報告について記載します。
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１．労働協約について
▽労働協約とは
①団体 交渉を 行って 労使が 合意し
た事項 を文章 にし、 労使双 方が署
名、又 は記名 押印し たもの （労基
法 条で、 覚書、合意 事項メモな
どでも 労働協 約とし て認め られ、
法的効力を持つ。
②労働 協約に は、組 合員の 労働条
件を決 定する 効力が あり、 労働協
約がな い場合 は、労 働条件 は就業
規則で定められる。
③労働 協約が 適用さ れるの は、そ
の協約 を結ん だ労働 組合の 組合員
に限ら れるの が原則 であり 、同じ
事業所 に少数 の別組 合があ る場合
は、多 数組合 の結ん だ協約 は適用
されな い。少 数組合 が、多 数組合
が締結 したも のと同 様な労 働協約
を締結 するよ う求め たにも かかわ
らず、使用者がこれを締結しなかっ
た場合 は、組 合間差 別とし て不当
労働行為と判断される。
▽一九八八年 月 日に「労使間
の取扱いに関する協約」を締結。
▽「労 働条件 に関す る労働 協約」
は、国 鉄時代 に積み 上げた 労働協
約が全 て破棄 され、 新たな 就業規
則が定 められ た経緯 から、 労働協
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