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「労使間の取 り扱いに関する協約」要求項目

記

<総 則 >

1.JR東 日本輸送サービス労働組合 (以下、組合という)と 東日本旅客鉄道株式会社 (以下、

会社という)は、労使対等・信義誠実の原則に従って、健全な労使関係を確立し、もって社業

の発展及びこれを基礎とした労働条件の向上を図ることを目的とし、この協約を締結すること。

.組合及び会社は、労働協約を遵守し、相互に権利を尊重し、誠実に義務を履行すること。ま

た、就業規則その他これに準ずる諸規程が、労働協約に抵触する場合は、その抵触する部分に

ついては労働協約が優先すること。

3。 非組合員の範囲は、管理職等社員及び役付医療社員ならびに機密の事務を取 り扱う者として

会社が指定した者とすること。

4。 会社は、組合員の正当な組合活動の自由を認め、これにより不利益な取 り扱いをしないこと。

<経営協議会 >

1。 組合 と会社は、会社の繁栄を目的として、相互の意思疎通を図 り会社運営の円滑を期すため、

経営協議会を設けること。

2.経営協議会は、本社、地方及びグループ会社において行 うこと。なお、地方における経営協

議会は、支社単位において行 うこと。また、
｀
開催にあたっては、目的の趣旨に鑑み、より実効

性のあるものとするために 1箇月に 1回開催すること。

3。 経営協議会においては、議題等に応 じて、必要により分科会を設けていくこと。

4.経営協議会では、専 ら協議委員がこれを行 うこと。なお、協議委員の数については、組合側、

会社側各 8名以内とし、それぞれ同数 とする。任期は、毎年 4月 1日 から 1年 とし、中途で協

議委員を変更 した場合の任期は前協議委員の任期の残存期間とする。なお、協議委員を選出し

た際にはその名簿を都度相手方に提出をすること。

5.組合及び会社は、協議委員のうち 1名 をそれぞれ幹事 として選出し、相手方に通知すること。

なお、幹事は事前に議題、日時、場所等の所要事項を決定すること。



6.経営協議会の議長については、会社側協議委員のうちからその都度指名すること。

7。 経営協議会においては、次の各号に掲げる事項を議題 とすること。

(1)事業計画に関する事項

(2)事業報告及び決算に関する事項

(3)業務の合理化及び能率の向上に関する事項

(4)福利厚生に関する事項

(5)安全に関する事項

(6)そ の他組合及び会社が必要と認めた事項

8.経営協議会においては、関係者を出席させて意見を徴することができるようにすること。ま

た、経営協議会の議事を記録するため、それぞれ 1名 の書記を出席させること。

9.経営協議会の議事内容については、原則 として非公開とすること。なお、組合及び会社が合

意 した場合は、議事内容を公開すること。また、経営協議委員、関係者及び書記は、経営協議

会において知 り得た秘密を漏 らしてはならないこと。

<団体交渉>

10。 組合及び会社は、団体交渉においては、労働組合法の定めに則 り、信義誠実対等の原則に

従い秩序を保ち平和裡に行 うこと。

11。 団体交渉は、本社、地方及びグループ会社において行 うこと。なお、地方における団体交

渉は、各支社単位において行 うこと。

12。 団体交渉は、専ら交渉委員がこれを行 う
｀
こと。なお、交渉委員の数は、組合側会社側双方

以下のとお りとし、それぞれ同数 とすること。

(1)組合員数が 500人以下の場合は、4名 以内とすること。

(2)組合員数が 500人 を超え、800人以下の場合は、5名 以内とすること。

(3)組合員数が 800人 を超え、1000人 以下の場合は、6名以内とすること。

(4)組合員数が 1000人 を超え、5000人以下の場合は、8名 以内とすること。

(5)組合員数が 5000人 を超え、10000人 以下の場合は、11名 以内とすること。

(6)組合員数が 10000人 を超える場合は、15名 以内とすること。

13.交渉委員の任期は、毎年 4月 1日 から 1年 とし、中途で交渉委員を変更 した場合の任期は

前交渉委員の任期の残存期間とする。なお、交渉委員を決定 し、その名簿を相手方に提出をす

ること。      r



14.団体交渉の申し入れが行われた際には、交渉の日時、所要時間、場所、交渉委員の数およ

び氏名、進行手続等の交渉における必要事項を協議 し、遅滞なく速やかに実施すること。

15。 団体交渉においては、次の事項について行 うこと。

(1)賃金、退職手当、労働時間、休憩時間、体日及び体暇に関する事項

(2)転勤、転職、出向、昇職、降職、退職、解雇、休職、表彰及び懲戒の基準に関する事項

(3)労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項

(4)そ の他労働条件に関する事項

(5)こ の協約の改訂に関する事項

16。 団体交渉においては、関係者を出席させて報告を求め、意見を徴することができるように

すること。また、団体交渉の議事を記録するため、それぞれ 1名 の書記を出席させること。

17.団体交渉の議事内容については、原則 として公開とすること。ただし、組合及び会社が合

意 した場合には、議事内容を非公開とすることができる。

18.団体交渉において、組合及び会社が団体交渉ならびに整理交渉で合意できた内容のとお り

の「議事録確認書」を速やかに作成すること。なお、団体交渉において組合及び会社 との間で

合意 した内容について、合理的な理由なく「議事録確認書」として収めることを拒否 しないこ

と。

<苦情処理>

19。 組合及び会社は、組合員が労働協約及び就業規則等の適用について苦情を有する場合にそ

の解決を図るため、苦情処理会議を設け苦情請求できるようにすること。なお、苦情処理会議

は、本社、地方及びグループ会社に設けるこ
｀
と。

20。 苦情処理会議では、専ら苦情処理委員がこれを行 うこと。なお、苦情処理委員数について

は、組合側、会社側各 3名 以内とし、それぞれ同数 とする。任期は、毎年 4月 1日 から 1年 と

し、中途で苦情処理委員を変更 した場合の任期は前苦情処理委員の任期の残存期間とする。な

お、苦情処理委員を選出した際にはその名簿を都度相手方に提出をすること。

21。 苦情処理委員のうち 1名 をそれぞれ幹事 として選出し、相手方に通知すること。なお、幹

事は苦情申告内容に踏まえ、事前に審理を行い、会議を開催する日時、場所等の所要事項を決

定すること。

22。 苦情処理委員を決定する際、前号の定めに従って、それぞれ同数の苦情処理補欠委員を決

定すること。



23。 苦情処理会議では事務局を設けること。なお、事務局は設置箇所の勤労担当の部又は課に

設け、会議開催に関する事務を行 うほか、会議の経過を会社が別に定める苦情整理書に整理す

ること。

24.組合員は、労働協約及び就業規則等の適用について苦情を有する場合の解決を求めようと

する場合、会社が別に定める苦情申告票に必要事項を記入のうえ、苦情 となる事実が発生 した

日から 10日 以内に、当該組合員が所属する機関の会議の事務局に申告するように定めること。

また、個人の集団的な苦情の場合は、本人に代わって組合が申告できるようにすること。

25。 苦情処理会議の審議については、苦情申告者又は参考人の出頭を求めて報告を受け、ある

いは書面の提出を求めることが出来るようにすること。

26.苦情処理会議についての議事を記録するため、それぞれ 1名 の書記を出席させることがで

きるようにすること。

27.苦情申告者が、地方苦情処理会議の結果に異議のある場合は、その結果の通知があった日

から 5日 以内に中央苦情処理会議に対 し、会社が別に定める異議申立書により、異議の申し立

てをすることができるようにすること。

28.苦情処理会議については、地方での審議は申告を受理 した日から 2週間以内に処理 しなけ

ればならない。なお、地方苦情処理会議の結果に対する異議の申し立てを受理 した中央苦情処

理会議は、その日から2週間以内に処理 しなければならないようにすること。

29。 苦情処理会議の審議内容については、原則として公開とすること。なお、苦情処理委員及

び書記は、苦情処理に関して知 り得た秘密を漏らさないこと。

30。 苦情処理会議は、処理の結果について、結果及び審議内容について詳細に文書をもって苦

情申告者へ通知すること。

31。 苦情申告者、組合及び会社は、苦情処理の結果を遵守すること。なお、会議の結果の効力

は、結果の通知があった日から発生するものとすること。

<簡易苦情処理>

32。 組合及び会社は、組合員が、本人の転勤、転職、降職、出向及び待命体職についての事前

通知内容について苦情を有する場合にその解決を図るため、簡易苦情処理会議を設け苦情請求

できるようにすること。なお、簡易苦情処理会議は、本社、地方及びグループ会社に設けるこ



と。

33。 簡易苦情処理会議では、専ら簡易苦情処理委員がこれを行 うこと。なお、簡易苦情処理委

員数については、組合側、会社側各 2名 以内とし、それぞれ同数 とする。任期は、毎年 4月 1

日から 1年 とし、中途で簡易苦情処理委員を変更 した場合の任期は前簡易苦情処理委員の任期

の残存期間とする。なお、簡易苦情処理委員を選出した際にはその名簿を都度相手方に提出を

すること。

34。 簡易苦情処理委員のうち 1名 をそれぞれ幹事 として選出し、相手方に通知すること。なお、

幹事は苦情申告内容に踏まえ、事前に審理を行い、会議を開催する日時、場所等の所要事項を

決定すること。

35 簡易苦情処理委員を決定する際、前号の定めに従って、それぞれ同数の苦情処理補欠委員

を決定すること。

36.簡易苦情処理会議では事務局を設けること。なお、事務局は設置箇所の勤労担当の部又は

課に設け、会議開催に関する事務を行うほか、会議の経過を会社が別に定める簡易苦情整理書

の整理を行うこと。

37.組合員は、本人の転勤、転職、降職、出向及び待命体職についての事前通知内容について

苦情を有する場合の解決を求めようとする場合、会社が別に定める簡易苦情申告票に必要事項

を記入のうえ、本人が事前通知を受けた日の翌日までに、当該組合員が所属する機関の会議の

事務局に申告するように定めること。ただし、事前通知の翌日までに簡易苦情申告票を提出で

きない場合は、日頭をもって申告することが出来る。この場合、以後すみやかに簡易苦情申告

票を提出することができるようにすること。
｀

38。 簡易苦情処理会議については、苦情申告を受け付けたのちに直ちに会議を開催 し、発令の

前日までにその苦情を処理 しなければならない。ただし、発令の前日までに処理できなかった

場合は、苦情処理会議に移 し審議するか否かその取扱いを決定 しなければならないようにする

こと。

39.簡易苦情処理会議の審議については、苦情申告者又は参考人の出頭を求めて報告を受け、

あるいは書面の提出を求めることが出来るようにすること。

40。 簡易苦情処理会議の審議内容については、原則 として公開とすること。なお、簡易苦情処

理委員及び書記は、苦情処理に関して知 り得た秘密を漏 らさないこと。



41。 簡易苦情処理会議は、処理の結果について、結果及び審議内容について詳細に文書をもっ

て苦情申告者へ通知すること。

42。 苦情申告者、組合及び会社は、簡易苦情処理の結果を遵守すること。なお、会議の結果の

効力は、結果の通知があった日から発生するものとすること。

<便宜供与>

43.組合員に対 し、次の各号のいずれかに該当した場合は、勤務時間中の組合活動として承認

し保障すること。

(1)経営協議会に協議委員、関係者または書記として出席する場合、及び幹事が事前に所要事

項の打ち合わせを行 う場合。

(2)団体交渉の交渉委員、関係者または書記 として出席する場合。

(3)苦情処理会議に苦情処理委員、補欠委員、苦情申告者又は参考人として出席する場合、及

び幹事が申告のあつた苦情について事前審理を行 う場合。

(4)簡易苦情処理会議に簡易苦情処理委員、補欠委員、苦情申告者又は参考人 として出席する

場合。

(5)組合が開催する次の会合に出席する場合。

<専従者 >

44。 社員たる組合員を組合の業務に専ら従事することができるようにすること。なお、組合の

業務に専 ら従事する者の基礎数については、毎年 9月 1日 現在の社員たる組合員数をもとに労

使合意に踏まえ決定すること。

45。 専従者の取扱いとして、次の各号のいずれかに該当した場合は、賃金等を保障すること。

(1)基準日が専従期間でない場合は、基本給及び各種手当について支給すること。

会 合 の 名 称 対 象 者 等

ア 大会・地方本部大会・中央委員会 0地方

委員会

正規の構成員として出席する場合

イ 中央執行委員会 (年 12回 まで) 中央執行委員として出席する場合

地方本部執行委員会 (年 12回 まで) 地方本部執行委員として出席する場合

ウ 本部が招集する地方本部の代表者を召集

する会合 (年 12回 まで)

中央執行委員又は地方本部の代表者 として出

席する場合 (中央執行委員を除き 1会合につき

各地方本部の代表者 2名 まで)

地方本部が招集する支部の代表者を召集

する会合 (年 12回 まで)

地方本部執行委員又は支部の代表者 として出

席する場合 (地方本部執行委員を除き 1会合に

つき各支部の代表者 2名 まで)



(2)専従者の昇給については専従期間を在職期間としてみなして実施すること。

(3)専従期間は、勤続年数に算入すること。

(4)専従者は社宅等福利厚生施設を利用できるようにすること。

(5)専従者が復職 した際の年次有給体暇の付与を行 う場合の出勤率算定にあたっては、専従期間

を出勤 したものとみなし取 り扱 うこと。

(6)専従者が復職 した際には、当該専従者の勤続年数に応 じた年次有給体暇を付与すること。

<組合による会社施設の使用>

46。 組合が会社に対 して要請 した場合は、会社の施設を組合事務所 として使用できるようにす

ること。

47。 組合が会社に対 して要請 した場合は、会社の施設等を一時的に使用することができるよう

にすること。

48.組合が会社に対 して要請 した場合は、会社施設内において文書等の掲示によって組合活動

に必要な宣伝、報道、告知を行えるようにすること。なお、設置基準については、以下のとお

りとすること。

(1)組合員数が 10名 以上の場合は、1枚。

(2)組合員数が 50名 以上の場合は、2枚。

(3)組合員数が 150名 以上の場合は、3枚。

49。 上記要件に満たないために掲示板の設置がなされていない現業機関については、 2名以上

の組合員が在籍する場合には、それぞれに情報つづ りを 1枚設置すること。

50.掲示板設置に定める組合員数の算定については、当該現業機関に在籍 している全ての組合

員とすること。

<紛争処理>

51。 組合 と会社 との間に紛争が生 じたときは、双方誠意をもって解決に努めること。

52.組合 と会社は自主的解決の努力を尽 くしてもなお解決を見ないときは、労働委員会にあっ

せん又は調停を行 うことができるようにすること。その際、申請者は前もって相手方に書面に

よりその旨を通知すること。なおも、解決が出来なかった場合には、組合及び会社は双方合意

のうえ労働委員会に仲裁を行 うようにすること。

<争議条項>

53.組合 と会社は、争議行為を行 う場合には、以下の定めに則 り行 うこと。



(1)争議行為の予告

①組合が争議行為を行う場合には、日時及び場所並びに争議行為の概要を10日 前までに文書を

もって会社に通知する。

②組合が争議行為を行う場合には、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72時間前までに文書をもって会社に通知する。その際、その争議行為

が複数日にわたり連続する場合には、最終日まで合めた内容を一括して通知する。

③組合が争議行為の予告内容を変更する場合には、その都度、直ちにその旨を会社に通知する。

*本状における会社への通知は、本社および団体交渉の設置単位ごとに行う。

(2)争議行為に伴う遵守事項

①争議行為に参加する組合員は、争議行為開始時までに、会社の書類、施設、及びその他財産

を、以後危険及び支障のないように通常の状態に保ち、会社に引継ぎ又は引渡しを行う。

②争議行為開始時に運行中の列車がある場合、乗客の安全及び車両の保全が図られる地点まで

は、列車の運行を確保する。ただし、その列車が 2以上の会社にまたがって運行される列車

である場合、当該列車の乗 り入れ先の会社における列車の運行に支障を出さないような措置

がとられるまで、争議行為の対象としない。

③争議行為中、当該争議行為に関係する組合員は、会社の施設及び車両へ立ち入らず、また、

会社の物品は使用しない。ただし、次の号に掲げるものについてはこの限りではない。

i会社が組合に使用を許可した組合事務所及び指定した掲示場所

ii社宅等の福利厚生施設

iiiそ の他特に会社が立ち入 りを認めた施設及び物品

④組合は、前条ただし書の会社施設及び物品をそのもの本来の目的以外の目的で使用しない。

(3)報 道 告 知

①組合は、争議期間中でも会社の施設及び車掌を利用して、宣伝、報道、告知を行わない。

②旅客等に対する告知については、会社が行う。

(4)非常事態への対応

争議行為中でも天災、重大事故その他非常事態が発生 した時、又はそのおそれのあるときは、

会社は組合に通知のうえ必要な組合員をその事態収拾に必要な業務に直ちに従事させることが

できる。

(5)争議中の勤務者

組合は、争議期間中、組合員が、次の各号に該当する業務に就 くことを認める。ただし、そ

の業務の範囲及び人員については、組合と会社は別に協議する。

①会社の施設及びその他財産の安全維持並びにそれらの警備に必要な業務

②争議解決のために必要な業務



③その他組合及び会社が必要と認めた業務

(6)争議行為の終了または解除

争議行為が終了するとき又は、争議行為を解除するときは、直ちに相手方にその旨を通知 し、

誠意をもって、すみやかに平常の状態に復するように努力 しなければならない。

<付則>

54.こ の協約有効期間は、締結の日から2年間とすること。

55。 この協約は2通作成 し、組合、会社、おのおの 1通 を保管すること。

以  上


