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申 12 号「掲示板及び情報綴りの取扱いに関する申し入れ」について団体交渉を行う！ 

概要 2022年３月９日、申 12号「掲示板及び情報綴りの取扱いに関する申し入れ」についての団体交渉を

行い議論しました。第１項では、掲示板および情報綴りの取扱いについて、統括センター及び営業統括セ

ンターに関しての取扱いを定める目的について議論しました。会社は、あくまでも協約の改定ではなく、

新しい現業機関を運用していくにあたり、現状からするとまだ協約にしっかり入れることが出来ないとい

う回答をしました。第２項は、情報綴りを設置できる箇所について議論しました。統括センター内におい

て組合員がいない駅でも申請すれば情報綴りが設置できることを確認しました。第３項では、掲示板・情

報綴りの設置場所は、労使で協議の上で決定することを求めました。設置場所を希望しても会社が施設管

理上判断し、場所を指定すると回答がなされました。なお、恣意的なものはないことを確認しました。第

４項は、掲示物を更新する際に設置箇所への立ち入りを制限しないことを求め議論しました。自分の統括

センター内の職場へ立ち入ることは問題ないこと、それ以外の組合員が立ち入る場合は、所定の手続きを

行えば可能であることを確認しました。第５項では、統括センター及び営業統括センターに統合となる職

場で、各々掲示板を設置していた場合の掲示板の枚数は従前と同じにすることを求めました。主張には理

解を示したものの状況を見て協約に入れることもなくはないとの回答にとどまりました。 

 

 

 

  

次回の交渉日は、未定ですが、早急に２回目を調整し行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な議論は以下のとおりです。 

【第１項】掲示板および情報綴りの取扱いについて、統括センター及び営業統括センターに関しての取扱

いを定める目的を明らかにすること。 

≪回答≫組合掲示板及び情報綴りについては、労使間の取扱いに関する協約(令和３年 10月１日締結)に則 
り取り扱っているところであるが、令和４年３月 12日以降、新たな現業機関として統括センター及び営業 
統括センター(以下、「統括センター」という。)が発足することから、組合掲示板及び情報綴りの設置につ 
いて、取扱いを定めることとした。 

《組合》 《会社》 

□ 統括センター及び営業統括センターにおいて、組

合掲示板及び情報綴りの設置基準の整理について

会社の認識を聞きたい。 

■ ３月 12日に発足する統括センターが１つの箇所と

して考えている。組合員の人数によって設置の基

準が協約の中で定められている。これまで各駅で

人数を見ていたものが、今後は統括センター１箇

所として見る。協約改定をする考えはないが、運

用にあたって齟齬があってはならないことから、

会社としての統括センター内の取扱いを示した。 

□ 統括センターにおける考え方を整理するとしてい

るが、他の箇所の考え方の整理をしない理由は何

か。 

■ 統括センターにならない駅や区所はそのまま１つ

の箇所である。統括センター以外の箇所を整理す

るわけではない。今回は新たな現業機関として従

前の駅や区所を融合するとなっているので、現行

の協約の中でどう運用していくか考えた。協約の

改定ではなく、新しい現業機関を運用するにあた

り合意を図っていきたい 

と考えている。 
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□ 統括センター設置において、協約改定をしなかっ

た理由は何か。 

■ 理由は２つある。現行の協約は第 63条に掲示板の

設置が定められている。１つの箇所を前提に、組

合員が 10 名で１枚、100 名で２枚、300 名いれば

３枚となっている。一方で情報綴りは、２名以上

で情報綴りの設置が定められている。例えば掲示

板が統括センターに１枚設置されるが、統括セン

ター内の異なる箇所に情報綴りがつけられなくな

る。条文に謳ってしまうと。今の協約で情報綴り

の中に駅・区所という文言がある。だから、協約

改定ではなく、あくまでも運用の中で定めていく

考えである。基本的には３年に１回の改定なので

統括センターが進む中で状況を見ていく。統括セ

ンターの定めをこうだと条文の中に明文化するの

はまだ早いと思っている。 

□ 統括センター発足後、組合員が従事する箇所が固

定化されない。そこの問題意識はあるのか。 

■ 現行の協約上の文面では、掲示板がついている統

括センターだから情報綴りはつけられないとな

る。そこは整理する必要がある。今後、様々な場

所で従事する場合に、組合の情報宣伝活動が著し

く出来なくなるのはよろしくないと判断した。掲

示板については現行の協約で定められた基準があ

る。情報綴りは、今まである箇所につけられなく

なるのは、会社としてどうかと考えに至った。 

□ 統括センター内は、便宜供与の取り扱いが著しく

落ちないようにと考えたのか。 

■ 大前提は１つの箇所として考える。統括センター

の中で各駅の人数をカウントしない。今まで情報

綴りがついていた箇所が、情報宣伝活動が出来な

くならないようにする必要があると考えている。 

□ 今後、統括センターが増えていく中で状況を見て

いくとあったが、状況によっては今回の考え方を

改める考えはあるのか。 

■ どちらもあると思っている。協約改定は基本的に

は３年に１回。統括センターは徐々に実態が見え

てくると思っている。今、協約を変える状況かと

いえばそうではないと判断した。統括センターを

運用していった時に、令和６年９月 30日の時点で

協約にどのように落とし込むのか。運用して実態

と合っているという議論はあるかと思う。 

□ 運用と言いながらも設置の基準が一定せずに変え

るべきではないと思っている。議論して決めるの

であれば、変えなくても良いのではないか。今回

のタイミングで協約改定には至らず内容を整理す

るのであれば考え方を簡単に変えるものではない

と認識している。 

■ 認識は、ずれていない。未来永劫約束するもので

はないが、会社としては、この考え方で現行の協

約の有効期間内でやっていきたい。例えば、統括

センターの在り方自体が想定いたものと著しく変

わったのであれば、会社から話をすることがある

と思うが、現時点では想定していない。 

□ 協約の期間は定められているが、次回の協約改定

で今回整理したものが終わりとはならない。今回

整理する内容が協約とは別物として有効期間を切

るというのであれば、我々としては期間が定まら

ないものとして扱う方が良い。しっかりと協約に

条文として入れて整理をしていくべきだと認識し

ている。 

■ そこは少し難しい部分がある。もし協約としてし

っかりやっていくのであれば、一部改正を提起す

るわけだ。ただ、今の時点で統括センターがどの

ように融合され運営されていくか分からない。な

ので、協約に明文化ではなく、お互いに合意した

中で運用をしっかりしていく。次の協約改定が令

和６年９月末になるが、その時の状況を見て提起

することがあるかと思っている。 

□ 組合情報を掲示することは、職場内で組合活動を

する形でもある。それが出来るのか出来ないのか

は極めて重要である。２年半後にならないと何と

も言えないとなると、今回議論した内容が無くな

ることが前提に聞こえる。判断するのは極めて慎

■ 次の協約改定をどうするかは、まだここで議論で

きない。今の協約だとお互いに改定の意思がなけ

れば自動延長の更新になる。その意味からすると、

現状まだ協約にしっかり入れて運用する実態がな

い。まずは発足のタイミングでこの考え方で運用
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重にならざるを得ない。 していく。実際に協約改定のタイミングでどうい

う形が望ましいか労使で議論すれば良いと考えて

いる。活動が著しく妨げられないように運用状況

を見ていきたい。 

□ 我々の基本的な考え方は、期限を切っているが継

続条項が入っている協約なので、継続する条項を

改めて入れたうえでの整理で問題ない。会社とし

ての現在の考え方は確認した。今後の改定時期に

向けては、齟齬のないようにということである。

組合員が勤務するする箇所において組合情報に接

することが出来るようにするということは受け止

める。 

■ 会社とすると、懸念されている期限が切られてい

るとあった。今の協約は自動更新もついていて１

ヵ月前に変更の意思があればということもある。

今回の整理した内容は自動更新はないが、次回の

協約改定の時点でも、組織体が変わることによっ

て情報宣伝活動が出来なくなるようなことがない

ようにする考え方は変わらない。意図的に期限を

切っているわけではなく、今の定められた期間に

おいてしっかりと実態を見ていきたい。次の協約

に入れるつもりはないと言うつもりはない。 

【第２項】情報綴りを設置できる箇所について、具体例を示すこと。 

≪回答≫労使間の取扱いに関する協約(令和３年 10月１日締結)に則り取り扱うこととなる。なお、統括セ

ンターにおける情報綴りの設置基準については、統括センターにおいて２名以上の組合員が在籍する場合、
統括センター内の組合掲示板が設置されていない会社が許可する作業場所(従前の駅または区所)に、それぞ
れ情報綴りを１枚設置することができることとする考えである。 

□ 情報綴りを設置できる場所はどこか。 ■ 統括センターの複数の場所が１つの事業場とな

る。例として、統括センターに 70名いたら、掲示

板は 1 枚設置できる。その他の統括センターとな

った箇所については、情報綴りを設置することが

できる。 

□ 従来の考え方は、組合員がいるか、いないかであ

った。統括センター発足後は、各箇所に情報綴り

を設置することができるのか。 

■ その通りである。情報綴りを申請してもらい、会

社が指定した場所に設置することができる。 

□ 統括センター内の組合員が他の箇所に兼務をする

ような場合、あるいはその逆の場合はどうか。 

■ 例えば、運輸区の組合員が営業統括センターに兼

務になった場合は、その方は運輸区に所属がある

ので運輸区の組合員としてカウントする。営業統

括センターの人数にはカウントしない。 

【第３項】掲示板・情報綴りの設置場所については、労使で協議の上で決定すること。 

≪回答≫労使間の取扱いに関する協約(令和３年 10月１日締結)に則り取り扱うこととなる。 

□ 申請時において、設置の希望場所を指定したにも

関わらず、全く異なった場所を指定される。今後

設置箇所も増えることから、申請者と確認できる

場が必要と考える。 

■ 現行は、手続きとして地本から支社に対して申請

していただいていると思う。現場の組合員が統括

センター長とどこに設置するかというやり取りを

するイメージは持っていない。希望した場所に設

置できないという実態はあると思うが、会社の施

設の中なので、施設管理上判断していくことにな

る。 

□ 統括センター内で、Ａ駅には掲示板、Ｂ、Ｃ、Ｄ

駅には情報綴りを設置したいと申請すればその通

りになるのか。 

■ 例えば、つけるスペースがない、業務上支障する、

お客さまに普通に見えてしまうなどのケースがあ

れば、一概には言えないが許可出来ない可能性は

ある。そこはセンター長が状況を確認して、それ

を支社に伝えて判断に至ると思っている。 

□ 統括センター内での申請手続きは、全箇所でやり

直さないといけないのか。 

■ 統括センターのどこにつけるか申請を改めて提出

してもらいたい。現行ついているものが、分会長

名で箇所長宛に申請し許可されている協約とは違

うかたちもあると思うので。 

□ 現行設置されているところは、３月１２日で１度

剥がさないといけないのか。 

■ 設置を認められていた掲示板、情報綴りを剥がす

必要はないと考えている。 
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□ 基本的には設置場所が変わるということはないと

いうことでよいのか。 

■ 申請されればということになる。例えば、現行Ａ

運輸区に掲示板が付いているとして、統括センタ

ー発足以降も従前の区所に置きたいとなっても、

手続きはしてもらう。場所が変わらないのであれ

ばあえて外す必要はない。 

□ 申請したら見づらい場所に移動させられるとか、

違う場所を検討されるということはないというこ

とでよいか。 

■ 現行の取り扱いでも、業務上どうしても支障する

とかあれば話をしていることである。可能性とし

てはゼロではないが、今回のタイミングで見づら

い場所に指定するとか考えていない。 

□ 掲出責任者は、組合員であれば誰でもよいのか。 ■ 申請時に、掲出責任者名を記入してもらっている

ので、各掲示板に分かるように記入されていれば

よい。 

□ 申請書に希望箇所を書く欄がありながら、業務上

支障がなくても希望箇所を以外の場所を指定され

る。希望が通らないのであれば意味がない。 

■ 会社施設内の掲示を認めることになる。会社の施

設管理権の中でどこに指定するかしっかり決めて

いる。あえて見づらくするとかではない。会社と

してどこに指定できるかという判断はしている。

評価はあると思うが恣意的に何かがあるわけでは

ない。 

□ 綴り板などには掲出責任者を表記しているが、発

行物にも発行責任者を謳わないといけないものな

のか。 

■ 協約上には、掲示類に掲出責任者を明記するとな

っている。本部からも掲出責任者が分かるように

話をしてもらえるとありがたい。協約上、お互い

合意の上で決めているので理解していただきた

い。 

【第４項】掲示板・情報綴りの掲示物を更新するための、掲示板・情報綴り設置箇所への立ち入りを制限

しないこと。 

≪回答≫労使間の取扱いに関する協約(令和３年 10月１日締結)に則り取り扱うこととなる。 

□ 統括センター内に所属している組合員であれば、

各職場の情報の交換や更新をする際に、誰が立ち

入ってもよいのか。 

■ 統括センターは１つの事業場として見ている。自

分の職場の中で移動して交換や更新をするのであ

れば問題はない。 

□ 統括センターに所属しない組合員が、情報の交換

をすることがある場合に、立ち入りは可能なのか。 

■ 統括センター以外の方が入る時には、今までと同

様の外部の方が入る手続きをしてもらう考えであ

る。あまり想定はしていない。現行も違う職場に

行って掲示物を交換することほとんどないと思

う。そういうケースになれば地本から支社に対し

て所定の手続きをしてもらいたい。 

□ 発行する情報にはある頻度とタイムリー性があ

る。毎回手続きするとなると窓口が大変になるの

ではないか。 

■ 頻度ということで、今後、支社の負担が増えるよ

うな実態が出てくれば、そこは議論して改善して

いく必要があるのかもしれない。 

□ 統括センター所属の組合員であれば、統括センタ

ー内の職場の情報更新をするために、所定の手続

きなしで立ち入りできるということでよいか。 

■ 従前の職場で自分の時間で貼り替えるようなイメ

ージ。ただ、例え同じ統括センター所属であって

も、セキュリティー上から、立ち入り時に一声掛

けるなどはしていただきたい。すべてを取っ払っ

て自由に出入り出来るイメージではない。 

【第５項】統括センター及び営業統括センターに統合となる職場で、各々掲示板を設置していた場合は、

掲示板の枚数は従前と同じにすること。 

≪回答≫統括センターにおける組合掲示板の設置基準については、「労使間の取扱いに関する協約(令和３

年 10月 1日締結)」第 63条４項の定めにより、統括センター内の会社が許可する作業場所(従前の駅または
区所)に設置することができることとする考えである。 

□ 例えば、組合員がＡ運輸区に 50 名、Ｂ駅に 15 名

いて、それぞれに掲示板が１枚ずつあった場合、

統括センター化によって融合された場合は、１枚

■ 統括センターは１つの箇所として考える。組合員

数も箇所でカウントすることになる。掲示板設置

の基準は１つの箇所に対して何人かという基準に
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ずつ確保すべきではないか。 なる。10名以上１枚、100名以上２枚、300名以上

３枚となっているので、そことの整合性もしっか

り考える。統括センターになるにあたって指摘の

ケースもあると思うが、１つの箇所として人数カ

ウントもそこでしか出来ないと思っている。会社

としては統括センター内に 65名という見方しか出

来ない。よって掲示板は１枚設置となる。 

□ 協約に関わる取扱いの部分なので、事前に想定で

きるものは協約に入れていく必要がある。情宣活

動をしっかりと行うという観点から、掲示板と情

報綴りの大きさの違いというのもあるので、これ

までの基準で満たしていたもので踏襲するのが普

通ではないか。 

■ 今回どういう考え方がいいのか様々検討し案を示

ししている。従前の箇所に設置したいという主張

も理解できる。しかし、会社としても今の協約で

は同じ１つの箇所として考えるので、他の箇所と

の整合性も考えていかなければならない。ただ、

未来永劫このままかということは分からない。状

況を見て必要であれば協約に入れるということも

なくはない。しっかりと状況を見ていく。 

 


