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「車掌関係諸要求の申し入れ」 

交渉実施!! 
＜ 共通要求 ＞ 

（ 行路作成について） 

（労働時間の指定について） 

１. 折返しの着発間合い時間は、10両編成 10分以上、

15両編成 15分以上を確保すること。

2. 食事時間の間隔は 4時間以上とすること。また、夕

食時間は 17時以降とすること。

3. 平日 1051M 及び 1063M 蘇我〜大網間、1054M 及び

1056M 大網〜蘇我間は多客のため改札が間に合わ

ないので改札要員を増員すること。

4. 付加時間の指定時間について以下説明すること。

① 勝浦駅の特急「着後 ドア閉め」指定時間 2分と

4分の違い。

② 安房鴨川駅の特急「着後 ドア閉め」指定時間 2

分と 4分の違い。

③ 君津駅と上総一宮駅の快速「着後 3/4 ドア扱い」

指定時間の違い。

④ 総武快速線津田沼駅と千葉駅の「整列乗車」対応

時間の違い。

【文書回答】 乗務行路については、就業規則等に基づき

列車設定等様々な制約を加味し、作成しているところで

ある。 

なお、必要な労働時間は確保しているところである。 

（組合）折り返しの間合い時間については以前から要求し

ているところである。10両 5分、15両 7分となっ

ている。海浜幕張など、ダイヤ構成上折り返し 5

分となっている。一番の問題はトイレに行く時間

がほしいという事だ。そう言った事を加味したダ

イヤ構成を求める。

（会社）昨年度も要求を頂いているものである。乗務員の

トイレ問題は一番大切なものと思っている。京葉

線は 5分折り返しが多い線区で、輸送体系によっ

て出来るところは見直していきたいと考えている。

引き続き検討していく。

（組合）ダイヤ改正時の行路作成で、持ち切りの行路は少

なくはなって来ている。 

（会社）持ちきりであった物や 2時間乗務であった物など

見直しを図りながらやって行く。5 分 7 分はあく

までも目安である。 

（組合）乗務員の立場から言うと引き続き改善を求めるも

のである。 

２項の食事時間について、昼食時間から夕食時間

までの間隔が 4時間を切る行路がある。常識的に

考えての要求である。行路作成時に検討すること

を求める。 

（会社）蘇我運輸区 207行路の場合、安房鴨川で 13時に

昼食、東京で 16時に夕食を取り 17時 2分の発車

で、17時以降の食事時間を希望されているものと

考える。鴨川から東京まで長時間乗務しているの

でこの様な形になってしまう。今後、行路作成上

他区の行路と差し替えが出来るかどうか、ダイヤ

改正で間合いが拡大できるか等踏まえて検討して

いく。また、蘇我運輸区 112行路の場合、16時 14

分から 17 時 4 分で食事時間を取っている。17 時

にかかる時間に食事時間を取れるよう行路の検討

をしていきたいと考えている。 

（組合）16 時台に食事をして 0 時近くまで乗務するとい

う行路もある。バランスを加味して行路作成を行

う事。 

（会社）次回ダイヤ改正時の行路作成で検討していく。 

（組合）3項について、平日 1051M・1063M及び 1054M・1056M

は蘇我～大網間の自由席乗車人員が多いため改札

がやり切れず逋脱が多く発生している。お客さま

から「特急券を払わない人がいる」と苦情をもら

うこともある。回数券・月間料金券の廃止以降、

自由席特急券の事前購入者は 1割弱位で、乗車人

員は変わらなくても車内清算が増えており改札に

時間がかかっている。救済にあてるため予備改札

行路を見直したが人がいないため改札行路を付け

られない状態である。日報で報告しない人もおり

実態が支社に届いていないと考える。必要な列車

には必要な要員を配置すること。 

（会社）日報の確認はしている。私たちの知る術は日報な

ので日報で状況を挙げてほしい。ノリホと列車ご

との発券枚数を調べている。1051M と 1063M は蘇

我から乗車人員が増えており発売枚数も多い。乗

り組みに関しては、5両は運転 1改札 1、5両以上

は運転 1改札 2で付けている。今後状況を見なが

ら行路は検討していきたい。1051M は行路の見直

しをすると他の行路に影響が出てしまうので、次

の改正に向けて検討していく。1063M については

乗り組み体制を考えていく。 

（組合）1056Mの乗り組みについて、蘇我で運転担当が交

代するため引き継ぎの準備などがあり改札が終わ

らない事がある。東京まで通しにはならないのか。 

（会社）拘束時間が 23時間くらいになってしまう。基本
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的には自区の持ち替えを検討し、どうしようもな

いとなれば他区の様子を見るなどしている。 

（組合）行路提案した時点で、変えられるのは自区での持

ち替えのみである。提案前に検討する機会があれ

ばと考えるが。 

（会社）ダイヤ改正が何時になるか決まってはいないが、

例年だと 12 月の提案となるのでこの時期にご意

見を頂ければ見直しにと言う事にもなって来る。

支社としては日報での報告が一番のツールとなる。

ひき続きご意見を寄せて頂きたい。逋脱について、

「旅行支援」でお客さまが徐々に上がって来ると

思う。特急券の事前購入を継続して行っていかな

ければならないと思うので、営業関係にもピーア

ールを考えてほしいと伝える。 

４項の安房鴨川と勝浦のドア閉め指定時間2分と4

分の違いについて、システム上、折り返しの場面

と乗り継ぎの場面で労働時間を選ぶ項目が違い、

始発と終着においては 3/4ドア扱いの 2分、労働

時間が積算された時分を選ぶ形になっている。終

始の始発・終着で、足りないドア閉めの基本 4分

に合せるための 2分を付加時間として手入力して

いる。逆に、終始無しを選ぶと 3/4 ドア扱いの 2

分が含まれていないのでドア閉めにかかる付加

時間 4分を手入力している。区によって入れ方の

違いがあり 2 分と 4 分の違いがある。基本的な 6

分の労働時間は変わらない。今後統一的なものに

していきたい。 

（組合）区の考え方の違いということか 

（会社）入力方法の違いによるものである。次回見直しを

行い特急の項目を新たに作り入力の仕方を変えよ

うと考えている。2 分 4 分の違いはなくなる。  

③項の君津と上総一ノ宮の付加時間の違いについ

てはエンド交換してから 3/4ドア扱いを行う駅で

ある。乗務終了後新乗務員室に行き 3/4ドア扱い

を行いその後休養室に向かう。君津と上総一ノ宮

では階段の位置が違うので徒歩時間に違いがあり

時間の指定が違うという事である。 

（組合）君津で 4分上総一ノ宮で 3分となっているが。 

（会社）終始の項目で 2分付いているので実質（3/4ドア

扱い時間も含めて）上総一ノ宮は 5 分、君津は 6

分になる。 

④項の「整列乗車」の対応時間の違いについては、 

実測に基づいて行っているところである。千葉駅

は津田沼駅と比べるとお客さまの乗降数が多いた

め車内点検終了までに時間を要している。そのた

め千葉駅と津田沼駅との時間の差があるという事

である。 

（組合）1061M（9 両編成）勝浦の回送ドア閉めにかかる

時間について、駅の車内貫通後ドア閉めを行うが

4 分では終わらない。当直に報告もしているが改

善されない。 

（会社）実態を調査する。何分ぐらい遅れるのか日報等で

知らせてほしい。時間がかかっているようなら全

体を通してモデル時間を作らせていただく。 

 

（旅客サービス向上） 

5. 旅客が飲料水等を座席や床に溢した際に対応するた

め、吸水シートを特急車両に搭載すること。  

【文書回答】 現行どおりで対応されたい。 

 

（組合）吸水シートを搭載できない理由があるのか。 

（会社）吸水シートは紙オムツと同じでじわじわと吸い取

る構造となっている。さっと拭ける物としてはそ

ぐわないと考える。車両に搭載するとなると置き

場所や在庫の管理を誰がするのかが懸念されるの

で搭載は難しい。 

（組合）現状、車掌がトイレットペーパーで清掃している

がトイレットペーパーでは対処が困難である。

257系車両は車販室に積めるはずだ。 

（会社）管理の問題があるので一概に車両搭載とはならな

い。 

（組合）管理の問題以前に必要かどうかの問題である。 

（会社）各車掌が携帯する事は可能か。 

（組合）すでに携帯品が多くありこれ以上携帯することは

出来ない。車販室の予備用トイレットペーパーや

ヘッドカバーと一緒に管理すれば出来ると思うが。 

（会社）携帯は困難との事なので個々に配布するのは厳し

いと考える。ご意見として承りながら事象が多け

れば考えていかなければならないと思う。日報等

で知らせてほしい。引き続き検討していく。 

（組合）濡れたシートのその後の状態を確認するよう指令

から依頼される事がある。何によって汚れたのか

の情報がない中、素手で触って確認することがあ

る。衛生上問題があると考えるが。 

（会社）情報の伝え方については指令に確認する。感染症

なども考えられる。継続して考えていく。 

 

＜ 区別要求 ＞ 

（蘇我運輸区） 

1. 夕食時間確保のため行路を変更すること。 

 ① 平 207行路： 〜（トウ）改 1063M（モハ）改 1070M

トウ〜以下所定。 

2. 昼食時間確保と食事間合い改善のため行路を変更す

ること。 

① 平 208行路： 〜1316Y（トウ）便 1521Y（シシ）便

回 1685Y（カヒ）以下所定。  

3. 休日 209 行路の昼食時間確保のため行路を変更する

こと。 

① 休 209行路： 〜（トウ）1283A（ソカ）便 1302A（ト

ウ）1519Y（カヒ）1618Y（トウ）1711Y

（ソカ）以下所定。  

② 休 110行路：1382A（トウ）1417Y（カヒ）1516Y（ト

ウ）1707A（ソカ）以下所定。   
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【文書回答】 乗務行路については、就業規則等に基づき

列車設定等様々な制約を加味し、作成していると

ころである。 

 

（組合）平日 208行路につい、11時 15分の始業で昼食の

時間が設けられていない。 

（会社）規定に則り 11時以降の始業に関しては昼食時間

を取らなくてもよいので設けていない。 

（組合）始業前に昼食をとらざるをえない。人間の生理上

身体に負担があると考えての変更要求である。 

（会社）14時 14分着で 15 時 11分乗務開始に変更。休憩

時間の拡大は出来ているが 14時台である。 

（組合）始業後 15時 13分まで食事をとるような休憩時間

がない。遅くはなるが食事をとる時間が出来る。 

（会社）11 時前半の始業に関しては、次の改正に合わせ

て間合いの拡大を図って行く考えである。 

（組合）休日 209行路について、11時 15分の始業で他の

行路との持ち替えが必要となってくる。基本的な

考え方は同じでよいか。 

（会社）乗務開始後 30分なりの休憩時間が欲しいとの思

いは伝わってきた。次の改正ではそう言ったこと

も加味しながら考えていく。 

（組合）要求内容を次の改正時に生かすこと。 

（会社）変更案を頂ければ次に生かしやすい。総体的に見

ながら勉強していく。 

 

（鴨川運輸区）  

1. 明け時刻の改善のため行路を修正すること。 

① 105行路： 乗り出し 1058M（トウ）1057M（アワ）

改 1066M（トウ）改 1065M（アミ）改

1072M（トウ）改 1071M（カウ）▲翌 226M

（チミ）223M（アワ）終了。 

② 107行路：乙 1056M（トウ）1055M（アワ）終了。  

【文書回答】 乗務行路については、就業規則等に基づき

列車設定等様々な制約を加味し、作成していると

ころである。 

 

（会社）105行路について、当初 1056M7時 54分始業で作

成したが、通勤出来ない社員がいるとの声が職場

から上がり今回やり直しをした。早い明けがほし

いとの声もある。乗り組み体制を変えなければい

けなくなるのですぐには出来ない。1057M は改札

担当であれば検討して見る。 

（組合）現行と同じ改札でよい。 

（会社）107行路について、1056M・1055Mの乗り組み体制

を考えなければいけないところである。次の改正

で考えていきたい。 

（組合）早い明けを希望しているが、通勤出来ない職場へ

の配属にも問題がある。働き方改革と行っている

のであるから、通勤できる職場への移動を考える

べきだ。 

（会社）ご意見として伺う。 

（組合）訓練について、当初、午前と午後 2回行うとの支

社回答であったが、早い明けが無くなったため午

後のみになった。医適も午後になり、1 度逃すと

期間内に行く機会が無くなる。早い明けが 1 つは

必要だ。 

（会社）乗り組み調整しながら考えていく。 

（組合）ホーム上にトイレの設置を要求してきたが設置が

されていない。新設の計画はあるのか。 

（会社）計画はない。ご意見・要望を聞きながら、必要な

整備をおこなって行きたい。 

（組合）乗泊の改良・新設の計画はあるのか。 

（会社）大原が工事を始めている。 

（組合）何時から使用開始になるのか。 

（会社）まだ先である。 

（組合）ホームの乗泊はなくなるのか。 

（会社）具体的になったらお知らせをする。 

（組合）東京京葉ホームに女性用のトイレを新設してほし

い。 

（会社）ご意見として伺う。女性のご意見をお聞かせいた

だきたい。 

（組合）乗降合図が無くなってきたが、人が増えれば復活

することもあるのか。 

（会社）乗降が途切れない事象が毎日発生するとか不都合

があれば考えていかなければならない。 

（組合）現場からの声が出てから判断するのか支社が実態

を見て率先して判断するのかの姿勢が問題だ。朝

の東京京葉ホーム 3・4番線はディズニーや海幕イ

ベント客と通勤客で人が増えてきた。事故が起き

てからでは遅いので対応を求める。 

（会社）東京支社と連絡は取っている。 

（組合）答弁の中で、日報で報告してほしいとのことであ

るが、ある職場の乗務員から「この様な事で日報

を書くのはあなたしかいない」というようなこと

を当直から言われたと報告を受けている。 

（会社）そのような事があれば言ってほしい。指導しいて

いく。日報を上げない風土が出来てしまう事が一

番怖い。 

（組合）ダイヤ改正提案が 12月に行われるとおもわれる

が、在宅休養時間が取れていない行路があるので

改善を求める。 

（会社）一つずつ努力していく。 

 

以  上            


