No,31
2022 年９月９日
東日本旅客鉄道
労働組合
盛岡地方本部

〒020-0045
盛岡市盛岡駅西通二丁目 16 番 31 号
発行人 佐々木克之
編集人 情 宣 部
NTT 019-623-1011 FAX 019-624-0157
JR 033-2238･2239 FAX 033-2230

１．電気関係における「『変革 2027』の実現に向けた組織の再編」を行う目的を明らかにすること。

回答

グループ経営ビジョン「変革 2027」の実現に向けて取り組んできたところではあるが、今後も激変す
る環境に柔軟に対応していく必要がある。そのためには、
・社員一人ひとりが、お客さまに近い場所で創意を発揮し、自己の成長と新たな価値創造を続けていく
こと
・
「安全」や「地域との関係」を維持しながら、鉄道オペレーションをサステナブルに運営すること
・成長戦略を強力に推進、収益力を強化し、変革のスピードアップを実現すること
を通じて働きがいの向上や経営体質の強化を実現していく。

【主な確認事項】
・これまでの業務を発展させ、安全をトッププライオリティとして伸ばしていく。
・効率的な業務体制を作っていき、重複業務が無くなる。
・業務量については、設備技セ単位で見れば増えるが、全体では重複業務を削減するため全体では増えない。
・新しいシステムの導入予定はない。
「電気の変革 2022」
「変革 2027」を進めていく。

２．電気関係におけるこれまでの各施策の到達点と、成果と課題を明らかにすること。また、本施策へどのよ
うに反映させるのか明らかにすること。
これまでの様々な取組みにより一定の成果を上げてきたと考えている。今後も安全・安定輸送の確保

回答

を前提に、
「変革 2027」の実現に向けて取り組んでいく考えである。

【主な確認事項】
・電力系統は、電車線モニタリングを活用してデータ蓄積していき、メンテナンス・検査業務に活用していく
ことは大きい。
・信通系統は、遠隔リセットや特殊信号発行機のシステム化といった設備強化をしてきている。
・
「電気の変革 2022」施策はまだ 100％ではない。これまで支社と技セで行っていたものが融合していくこ
とで、これまでより改善は進んでいく。
・
「電気の変革 2022」
「変革 2027」施策でまだ解決できていない事柄もある。課題解決に向けて労使で認
識一致をして解決していく。

３．電気関係における支社内に新設されるユニット名と各業務内容、規模感を明らかにすること。また「現業
機関へ移管する業務」「支社で継続する業務」「東北本部に集約する業務」をそれぞれ明らかにすること。

回答

鉄道事業部に設備ユニットを設置する。ユニットのミッションについては提案時に示したとおりであ
る。また、時代の変化に柔軟に対応するとともに、社員一人ひとりの働きがいの向上と生産性向上によ
る経営体質の強化を実現するために、現業機関への業務移管や東北本部への業務集約をおこなっていく
考えである。

【主な確認事項】
・東北本部に移管する業務のイメージは検討中。
・移管される業務等の業務フローは作成しない。引き継ぎ等で行っていく。
・メセと指令との兼務は基本的には無い。設備技術センターと指令兼務は業務上の必要性に基づき行う。
・兼務の目的をハッキリさせ、やみくもに行っていくものではない。
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４．各設備技術センターの各グループ名と業務内容を明らかにすること。また、
「現業機関へ移管する業務」を
担うグループ名を明らかにすること。
回答

各設備技術センターの体制等については、提案時に示したとおりである。

【主な確認事項】・会社
★組合
・基本的に普段行う業務の中では、しっかり業務分掌することが基本となる。
★会社資料に「業務の波動に応じて」とあるが、業務の波動は誰が判断するのか。
・業務の波動は箇所長が判断する。
★毎日波動があれば、毎日企画セクション内で柔軟に運用できてしまう。それでは、業務に必要な要員の確保
とはならないのではないか。
・出面数として必要な要員を確保するだけではなく、箇所の中で必要な要員というのは確保している。
★「波動」との判断を乱用してしまうと、柔軟に運用することが常態化してしまう。
・業務に必要な要員を確保することが基本であり、それをもとに業務分掌していく。

・電力系統は車・灯・変で分けていたが、全体を見る社員を育てたい。状況を把握しながら行う。
・メセ境界を跨いでの障害対応は基本的にない。

５．電気関係の総務社員の配置の考え方と将来像を明らかにすること。
回答

業務に必要な要員は確保していく。また、これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方により、
様々な業務経験を積みながら成長し、活躍のステージを広げていく考えである。

【主な確認事項】
・総務社員の配置の考え方は変わらない。
・設備技セの中で幅広い業務になったり、ユニット制になりまだまだ残る業務もある。そのようなところで活
躍する機会はある。

６．支社や東北本部のユニット化による指揮命令系統や連絡先を明らかにすること。
回答

就業規則等に則り取り扱うこととなる。また、業務運営に必要な体制は整備する考えである。

【主な確認事項】
・支社と現場の指揮命令系統は変わらない。
・東北本部と技セの指揮命令系統で東北本部に集約された業務はあり得るが、集約された業務以外にはない。

７．それぞれ移管する業務の教育方法とスケジュールを明らかにし、支社から移管・集約する業務は支社が教
育を行うこと。
回答

必要な教育を実施していく考えである。

【主な確認事項】
・引継ぎ資料や経験者からのＯＪＴを行う。不足があれば教育を行う。
・コンプライアンス関係も、現在各系統へ巡回等を行ってフォローしている。今後もバックアップしていく。
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８．電気関係における育成プランを明らかにし、教育は委託せず本体で責任をもって行うこと。
回答

必要な教育を実施していく考えである。

【主な確認事項】・会社
★組合
・新入社員の配属先は設備技セに限定するものではない。
・７年育成プランの考え方は変わらない。また定義も変わらない。
★育成シートの中で出向や指令業務を行わなければ埋まらない項目はあるのか。
・項目として謳っているものは無い。
・コアとなる技術を習得するための内容変更は、取り組み状況でブラッシュアップが必要であれば見直す。
★どのような社員になってほしいかをコミュニケーションを踏まえて育成するべき。
・引き続きコミュニケーションを取りながら実施していく。

９．企画業務等における社員のモチベーション向上の実現と、安全で働きがいのある職場を構築するために、
社員間で過度な競争とならないようにすること。
回答

これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方の実現により、安全・サービスレベルの向上を図る
とともに、成長意欲・チャレンジを具現化できるフレキシブルな組織（職場）で一人ひとりの活躍フィ
ールドを広げていく考えである。

【主な確認事項】・会社
★組合
★企画業務等を行う有無や部外とのやり取りの中で、利益の有無により評価の大小はあるのか。
・その一部分を切り取ってということではなく、総合的に判断していく。
★同じ職場で働く仲間が敵の様になってしまい、安全にも直結すると懸念している。競争が過度になり相手の
失敗を喜んでしまうような職場風土であってはならない。
・社員の成長というのが、１つの期待することでもあるし、成長からモチベーションが向上していくことを期
待したい。

10．本施策によって職務手当の支給基準対象者を明らかにすること。また、支給基準を満たす社員へは指定を
行い支給すること。
回答

就業規則等に則り取り扱うこととなる。

【主な確認事項】・会社
★組合
・就業規則第 64 条の別表 17 で支給基準に該当する者となる。電気関係で言えば、電力指令や信通指令で業
務を行う者や、技術センターやメンテナンスセンターでは、特に指定された者となる。
・指定や発令があって対象となる。補助的、一次的の場合は「専ら」となっていないため対象外となる。

11．組織の再編を行うにあたり、業務に必要な要員をグループごとに確保するとともに、本来業務や企画業務
等をしっかり行える体制を構築すること。
業務に必要な要員を確保するとともに、業務運営に必要な体制を整備していく考えである。
【主な確認事項】
・出面数は企画業務は反映されていない。超勤や年休を１つの要素として判断していく。
・技セ単位で見れば業務量が増えるが、超勤が増える認識はない。
・管理者の労働時間管理についても周知していく。
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12．企画業務を行う際の労働時間管理の考え方を明らかにすること。
回答

就業規則等に則り取り扱うこととなる。

【主な確認事項】
・企画業務は労働時間となる。

・非番や休日等で企画業務を行う際は、管理者からの指示が基本となる。

13．企画業務を行う際の外部との連絡先は「主たる業務」を行う場所とし、業務用携帯や個人用携帯を使用し
ないこと。
業務上必要な連絡先及び機器を使用することとなる。
【主な確認事項】
・職場であれば、ＪＲ電話・パソコンを使用して企画業務を行う。
・電気系統にＪ―スマホの導入は将来的にある。その際も、会社に置いて帰ることや、業務開始・終了時にＯ
Ｎ・ＯＦＦすることは社員に周知する。

14．電気関係の各技術センターに安全担当を配置して安全レベルを維持・向上できる施策とすること。
業務上必要な連絡先及び機器を使用することとなる。
【主な確認事項】・会社

★組合

★本施策においても、安全は経営のトッププライオリティという目的のもと、安全グループを配置したのか。
・その通りであり、会社としても安全は経営のトッププライオリティと認識している。
★安全グループには、様々な特情を理解している社員の配置が望ましいと考える。
・任用の基準となるが、面談やコミュニケーションを通じて配置していきたい。
・細かい事故の芽は無くなっていないが、全体で見た場合に事故も昨年は設備 21 体制時より１/３に減少し
てきている。

15．電気関係における執務場所や休養室等の整備箇所をそれぞれ明らかにすること。また、業務用自動車の駐
車場や倉庫の設置場所を明らかにし、安全に障害対応等を行えるようにすること。
盛岡電力設備技術センターは、支社ビルに設置する。盛岡信号通信設備技術センターは、発足時にお
いては現在の盛岡信号通信技術センターに設置する。また、必要な設備等の整備を行っていく考えであ
る。
【主な確認事項】・会社

★組合

・電力設備技術センターの支社ビル６階への設置は 10 月１日となる。信通設備技術センターは発足時は現在
地となる。
・設備部企画課も６階に設置となる。
・休養室は設備ユニットとして使用することとなる。
・勤務時の服装は、基本的には制服だが内勤時は箇所長判断によるものとして整理中。
・ロッカーは全員分準備する。
★支社ビルの裏の道路がデコボコで危ないので舗装してほしい。
・今後検討していく。
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16．現業機関の勤務体系を明らかにし、兼務者の考え方を明らかにすること。
業務内容等を踏まえ、労働基準法第 32 条の２の規定に基づく１箇所を単位とする変形労働時間制ま
たはフレックスタイム制が適用となる。
【主な確認事項】・会社

★組合

・兼務は「業務上の必要性」に応じて発令する。
★本施策のタイミングでメンテナンスセンターにフレックスを導入する予定はあるのか。
・全現業機関に導入できればベストであるが、現時点では考えていない。
★コアタイムの縮小はあるのか。
・現時点では 11 時から 14 時で検討している。
★休日の保安要員の考え方でもコアタイムの縮小を行うのか。
・休日の保安要員についてもこれから検討していく。しっかり考えなければならない認識は持っている。

17．
「変革 2027」の実現に向けて、本来業務に責任を持ち働きがいが創り出せるように、兼務発令は１箇所
とすること。
任用の基準に則り取り扱うこととなる。
【主な確認事項】・会社

★組合

・業務上の必要性に応じて兼務発令を行う。
・１箇所と限定することは出来ない。
★本施策によって企画業務が現業機関に移管されることによる、業務上の必要性は無いと考える。
★兼務発令を行う理由も社員本人に伝えるべき。複数兼務発令され、負担となる懸念がある。
・会社としていたずらに兼務を発令するものではない。あくまでも業務上の必要性に応じての発令となる。

18．教育期間中は、しっかり教育を行える体制を構築するために兼務発令を行わないこと。
任用の基準に則り取り扱うこととなる。
【主な確認事項】・会社

★組合

・新入社員の兼務発令はほぼ無いと想定しているが、７年育成プラン期間中でも職場の状況等を考慮して、っ
場合によってはあり得る。
★教育の視点で言えば、兼務ではなく異動をさせてしっかり行うべき。
・兼務発令だからと言って、教育が薄れていくことは考えていない。育成のところまで食い込んでこない。
★わざわざ７年目以下の社員に対して兼務発令を行う必要がないのではないか。
・必ず行うものではないし、全く行わないものでもない。兼務発令を行う意味や目的を伝えていく。
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19．2023 年６月までのスケジュールを明らかにし、東北本部・支社・現業機関が連携し業務の負担となら
ないようにすること。
任用の基準に則り取り扱うこととなる。
【主な確認事項】

・10 月１日スタートで 2023 年６月までに完了するイメージである。
・事業所単位は各設備技セで１事業所となる。

20．本施策の実施に向けて、社員の質問等に答えられる体制を構築すること。また、都度の質問にも答えられ
るように体制を構築すること。
今後も必要な対応を行っていく考えである。
【主な確認事項】
・社員の質問に返せていない現状もある。現場と支社と一体となって質問は返していく。
・現場とコミュニケーションを取っていく。

21．盛岡支社エリアを越えての異動があるのか明らかにすること。また、異動の際は、これまでの議論経過を
踏まえ、本人希望を尊重すること。
任用の基準に則り取り扱うこととなる。
【主な確認事項】・会社

★組合

・職場名称が変わった場合は、異動となる。
・支社を越えての異動は否定できないが、本部・本社の議論を踏まえ採用エリアを基本とする。ジョブローテ
ーションの考え方も変わらない。
★希望を把握し尊重しているのか。
・する、しないとは答えられないが把握はしている。

22．本施策を実施するにあたっての面談等を行い、本人希望を把握すること。
任用の基準に則り取り扱うこととなる。
【主な確認事項】
・面談等は管理者が行うことは変わらない。
・適宜必要なコミュニケーションをとっていく。

