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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）（以下、新型コロナウイルスという。）については、日本国内において
日増しに感染が拡大し、厚生労働省の発表（4 月 2 日 7:00 現在）によれば、国内感染者数 2,384 名と今もなお  
拡大し続けています。 

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では4月1日に「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」
を発表し、オーバーシュート（爆発的患者急増）を生じさせないよう最大限取り組んでいく観点から「３つの条件
が同時に重なる場（３つの密）を避けるための取り組み（行動変容）」をより強く徹底していく必要があるとして
います。東京都においても、今後新型コロナウイルスの大規模な感染拡大が認められた場合、首都の封鎖（ロック 
ダウン）もあり得るとし、不要・不急の外出の自粛を要請しています。 

私たち鉄道従事者は、公共交通機関の使命を帯びていることから、全ての列車を止めることが難しい中、職場
においての感染拡大防止対策として、厚生労働省をはじめとした関係行政機関の指導に基づき「自宅待機」や  
「免除」等の勤務指定がされています。しかし、職場毎の取扱いに違いがあることや列車運行についても不明確
であり、組合員の不安は増大していくばかりです。八王子支社として適切な対応を積極的に行い、組合員・社員の
不安を解消し、感染予防と感染拡大防止を徹底しなければなりません。 
したがって、下記の通り申し入れを行いました。 

 

―申し入れ項目― 

【新型コロナウイルス感染防止対策について】 

１．新型コロナウイルス感染防止対策を具体的に示し、現場へ指導している内容を明らかにすること。 
２．都市封鎖（ロックダウン）等が発生した場合の鉄道輸送計画を明らかにし、勤務形態を示すこと。 
３．勤務日数分のマスクを全社員に配布すること。 

４．新型コロナウイルス感染の疑いを早期に発見するため、社員の出勤時に非接触体温計で体温を 

測ること。 

５．全列車の車内を消毒すること。また、複数の社員が使用する設備についても消毒を行うこと。 

６．社員の免疫低下を防ぐため、各種委員会やMy Projectなどの自己啓発活動を中止し、十分な 

休養が取れる環境をつくること。 

 

【新型コロナウイルス対策について】 

１．新型コロナウイルスに社員及び同居者が感染した場合や感染が疑われる場合の対応を明らかに 

すること。また、新型コロナウイルスに感染した社員に関する事象を示すこと。 

２．義務教育の休校延期や保育施設の休園が行われていることから、社員の育児状況を把握し、 

子供が休校や休園になっている社員を優先して免除を指定すること。 

３．長期の自宅待機や免除は社員の精神状態と健康状態が著しく悪化することが懸念されるため、 

職場におけるメンタルヘルスマネジメント体制を明らかにすること。 
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【会社回答】新型コロナウイルス感染症については、対策本部を設置したうえで、感染防
止対策の徹底に取り組んでいる。 

申し入れから３週間以上経過している
が、これまで支社として実施してきたこと
を示すこと。 

１．新型コロナウイルス感染予防対策を具体的に示し、現場へ指導している内容を明ら
かにすること。 

※交渉の冒頭、今交渉開催に至る経過（４月３日に提出したが、第１回交渉が３０
日になった）について会社を指摘しました。 

勤務認証について、各職場での対応
が「免除」「年休」「病欠」と異なっている
事象が見受けられる。発熱等による症状
が完治した社員に対して、管理者が「休
みを取るように」促しているにも関わら
ず、勤務認証が「年休」となっている。 
コロナを取り巻く状況は、日々変化し

ていることから、取扱いに不公平があっ
てはならない是正するべきだ。 
 

勤務認証なので、基本的な判断は現場
長。指摘された具体的取り扱いについて適
正な判断が出来たか否かは言えないが、事
象は確認し、対応する。 

「三密」という言葉だけが先行している状
況もあるが、職場によりアンバランスが発生
している。訓練等の状況については、現行が
ベストではない。詰所については難しい部分
もあるが、「三密」を避けることを大前提とし
て、「ゼロ密」を目指していく。 

第１回交渉の報告① 

１① 

 

 

【会社回答】緊急の申し入れであるという認識はあるが、申１号や３６交渉の議論もあ
り、結果的にこの時期になってしまった。４月２７日から平日の４日間は、支社の休館日
でもあった。交渉の中で、真摯に議論していきたい。 

○具体的な対策は、現場で行う。 
○「三密」を避けることを大前提として、「ゼロ密」を目指していく。 

労使で、この難局を共に乗り越えていくことを確認！ 

大きくは３本柱で対策を行なっている。 
①社員：手洗い・うがいの徹底とお客さま応
答マニュアルの作成。②物資：マスク・消毒
液・ハンドソープ等を調達。③お客さま：駅の
消毒・放送による案内等の実施。 
以上について、各現場長に対し段階的に

連絡し、実施してきた。 
感染拡大防止の為にも｢三密｣を回避

することが必要である。職場や詰所では、
「三密」が発生している。防止対策がバラ
バラなのは何故なのか？不十分な箇所も
見受けられる。 
また、職場での訓練等の開催の有無だ

けでなく、開催方法についての対策を支
社として指導していくべきである。 
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都市封鎖(ロックダウン)等が発生した
場合の鉄道輸送計画など、検討している
ことを明らかにすること。 

２．都市封鎖(ロックダウン)等が発生した場合の鉄道輸送計画を明らかにし、勤務形態を 
示すこと。 

アンバランスを無くせるように考えていく。 
※東京都や神奈川県だけでなく、山梨県も 
含めて。 

第１回交渉の報告② 

１① 

 

 

【会社回答】新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ判断することとなる。 

都市封鎖については、封鎖の形態や単位
(市町村なのか都道府県なのか等)が分から
ない為、検討できない。政府が人と人の接触
機会を８割減が目指されていることから、列
車減便による「密」は避けたい。政府や地方
自治体からの要請がない為、動いていない。 

非常事態宣言による自宅待機は、居住
地による差が発生しているが、支社とし
てどう捉えているか？ 

 助勤や兼務等が職場で発生しているが、恒久的対応か？ 

助勤や兼務等はコロナウイルスに対する暫定対策で

あり、輸送をどのように確保するのかの為である。 
 

臨時列車の目的である｢定期列車の補完を 
充たさない｣為、運休とした。定期も含めて 
考えていく（現状は｢あずさ号｣｢かいじ号｣ 
｢富士回遊号｣）。  

この先の運行計画として、中央本線 
特急の臨時列車の運休や、定期列車の 
｢あずさ号｣｢かいじ号｣の指定席販売が 
５月２８日運行分以降運行分に関して、 
発売が見合されている様だが検討中の 
ものも含めて具体的な運行計画を明ら
かにすること。 

一般的には、｢おうめ号｣｢はちおうじ号｣
も含まれる。 
 

｢おうめ号｣｢はちおうじ号｣も 
含まれるのか？ 
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１勤務１枚ではなく、１日１枚を配布 

すること。 

３．勤務日数分のマスクを全社員に配布すること。 

 一般論として、(個人差はあるが)働く社員 
への安心感を与える為の対策ではないのか。 

第１回交渉の報告③ 

１① 

 

 

【会社回答】マスクの着用については、接客以外の社員も含め全社員を対象に指示して 
おり、先週各箇所に当面必要となる数量のマスクを配布したところであるが、引き続き 
マスクや消毒液等の確保に努めていく。 

気持ちは分かるが、潤沢な状況ではない。 
お金の問題ではなく、在庫の問題である。 
要望としては聞くが、現状では無理である。 

業務で使用したマスクについて、職場で 
捨てずに、自宅まで持ち帰る様に指導して 
いる職場があるが、支社としてどのような 
指導をしているのかを示すこと。 
  

 

グループ会社で働く方々の衛生レベルの向上を目指していく 
ことを確認。 

 

 そのような認識である。 素手でゴミを回収されているグループ会
社で働く方もいることから、グループ会社
の衛生レベル向上を目指すべきだ。  

 
マスクの配布方法について明らかにす

ること。 
  出面分(1勤務 1枚)に予備分を足した 
職場毎に必要な枚数を算出し、支社が責任
を持って現場に配布している。万が一、不足
があれば融通している。 

 

社員と清掃に関わる方の｢安心感の向 
上｣を目指すために、マスク専用のゴミ箱を 
設置すること。 
 

清掃に関わる方の安心感に繋がるか判断 
出来ないので、現状考えていない。 
使用済みのマスクについては、保健所の方 

も言っていたが、「直接、素手で触れることが 
なれば、リスクは高まらない」。 
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 新型コロナウイルス感染疑いの早期 
発見に向けて会社対策は？ 

４．新型コロナウイルス感染の疑いを早期に発見するため、社員の出勤時に非接触体温
計で体温を測ること。 

検温や点呼は手法であり現場長の権限 
（裁量）で行っている。 

 

第２回交渉の報告① 

１① 

 

 

【会社回答】厚生労働省からの「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目
安」に則り取り扱っているところである。 
のの 

 支社から現場に対して総合的な体調管理
を指導している。非接触体温計の入手が出
来次第現場に配布していく。 

 

職場によってはすでに検温している所も
ある。 

・体調管理について現場長の権限（裁量）で行っている 

 

 

 

一般的にはサーモグラフィー等の対策は 
あるが現実出来るかとなると難しい。今後
も何が出来るのか検討していく。 

 

総合庁舎などでは各職場で体調の把握
をするのではなく入り口で体調把握をす
るべきである。 

 出来るだけ早く非接触体温計の導入を目
指していく。 

 

会社として早期発見に向けて具体的に
対策を取るべきである。 

 

 

疑いが出た社員については感染拡大防
止の観点から会社が自宅待機を指示す
るため免除の取り扱いとするべきだ。 

 本人の体調不良の取り扱いは今まで通り
年休か病欠になる。例えば家族に感染者
が出て仕事が出来る状態であって指示す
る場合は免除となる。 

 

感染拡大防止の観点から休みやすい環
境整備が必要である。さまざまな視点か
ら判断をするべきだ。 

 就業規則に基づきやっている。感染防止
の観点でいえば配慮は必要と考える。 

 特段の配慮はしていく 
 

 

 

・出来るだけ早く非接触体温計の導入を目指す。 
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消毒は日中に行われている。 

感染リスクとして空気感染は低いもの 

である。乗務員はマスク着用・手洗い、 

うがいの徹底をお願いする。 

・課題が残っていることを労使双方で認識を一致！！ 

現在行われている車内消毒は何回実施 

しているのか？ 

消毒を行うのはグループ会社か？ 

消毒回数は数日になる。箇所は「客室」・ 

「乗務員室」を次亜塩素酸で消毒。 

消毒はグループ会社が行う。 

実施回数等は手元にデータが無い。 

空調・換気で車内から乗務員室に空気が 

入るが、車内の空気を取り込む箇所に 

ついて消毒は行っているのか？ 

消毒が出来ない現状とそれについて 

対策は？消毒が出来ない場合、 

日にちはどれくらい空くのか？ 

取り組みの深度化を図る。 

マンパワーが足りない。 

消毒出来ない場合は「数日」運用される。 

現在、対策はない。 

簡易シーツについて 

・設置は支社の指示か現場長か？ 

・各泊地に設置はできないか？ 

 

営業職場について 

・エアコンフィルターの清掃 

・網戸がない所に設置は？ 

要請・指示は支社と現場双方。 

各泊地への設置は管理・ゴミ処理・ 

契約・経費等問題がある。 

対策は行うべきだが、各現場で行う。 

設置などの対策は行う。 

組合 

組合 

組合 

組合 

 

組合 

会社 

会社 

会社 

会社 

会社 

第２回交渉の報告② 

１① 

 

 

【会社回答】順次必要な消毒等を行っている。 

５.全列車の車内を消毒すること。また、複数の社員が使用する設備に 

ついても消毒を行うこと。 
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３密を防ぐためや免疫力低下防止の
観点から支社として、どのような指導をし
ているのか。そして、職場ではどのように
対応しているのか。 

６．社員の免疫低下を防ぐため、各種委員会や My Project などの自己啓発活動を中止
し、十分な休養が取れる環境をつくること。 

社員の成長を止めることは出来ない。 
不要・不急でなければ必要な業務で

あり、やるためには形態を考えなければ
ならない。 
 体調を壊すようなやり方ではいけない
が、内容を鑑みて行なっている。 

第２回交渉の報告③ 

１① 

 

 

【会社回答】委員会や My Project 等は必要な業務であると考えており、内容や規模等を
踏まえ検討していく。 

必要な業務であり、労働時間として行なっ
ている。中止とはしていないが、不要・不急な
ものについては控えている。 
３密を作らないように換気や人数制限等を

行い、出来ることをやっている。 

 委員会等は、コロナ終息後でも
出来るのではないか。今専念する
べきことは、免疫低下防止のため、
休養を取れる環境をつくるべきだ。
自宅での時間外労働などさせるべ
きではない。 

コロナウイルスに関する BCPは策定して 
おらず、２００９年の新型インフルエンザ時の 
ものを準用している。一般的な指針はあるが、 
具体的なものはない。 
会社全体として発売の見直しを決定したが、 

国からの指示や通達はない。旅客の利用状 
況と最小限の出面確保の問題意識から 
判断した。 

 

今後も社員の感染や濃厚接触者が発
生など、通常運行を確保することが困難
になる可能性があるが、会社として BCP
（事業継続計画）は策定しているのか。 
 ５月２８日以降、指定席券の発売を見
直すことがプレス発表されているが、何
を根拠にしているのか。 

 

対立 

【新型コロナウイルス対策について】 
１．新型コロナウイルスに社員及び同居者が感染した場合や感染が疑われる場合の対応
を明らかにすること。また、新型コロナウイルスに感染した社員に関する事象を示すこ
と。 

【会社回答】新型コロナウイルス感染症については対策本部を設置したうえで、感染防止
対策の徹底に取り組んでいる。また、新型コロナウイルスの社員への感染に
関する情報については、社員の個人情報等を踏まえ、感染拡大防止に必要
な情報を提供している。 
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１．新型コロナウイルスに社員及び同居者が感染した場合や感染が疑われる
場合の対応を明らかにすること。また、新型コロナウイルスに感染した社員
に関する事象を示すこと。 

職場の消毒、除菌を行ない、濃厚
接触者に自宅待機（労働時間）の
指示を行った。 

 

第３回交渉の報告① 

１① 

 

 

【会社回答】新型コロナウイルス感染症については対策本部を設置したうえ
で、感染防止対策の徹底に取り組んでいる。また、新型コロナウイルスの社員
への感染に関する情報については、社員の個人情報等を踏まえ、感染拡大
防止に必要な情報を提供している。 

感染者が発生した職場に対して、
会社が行った対応は？ 

・濃厚接触者の自宅待機は労働時間で対応する。 

 

 

 

 保健所の判断となる。 
（陽性者と２ｍ以内一定時間の接触） 

濃厚接触者の判断は誰が行うのか？ 

 医師の判断が必要であり会社として実施
の判断はできない。個々に確認を行い不安
解消に努めている。 

 

職場から不安の声がある。ＰＣＲ検査や 
抗体検査の実施は出来ないのか。医学
的見地が不安解消につながる。 

 

 

職場に感染者が多く出た場合の
対策は？ 

 双方向であるべきと考える。受けての 
問題もあると思うが、一人一人の不安 
解消に努めていく。 

 

情報の周知が一方通行になっている。
職場には支社が思っている以上に情報
が伝わっていない。 

色々な事を想定する中で検討を行っている。 
最低ライン６割の社員で５割の列車を運行
するという基準はある。 
 

・６割の社員で５割の列車を運行するという基準はある。 
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２．義務教育の休校延期や保育施設の休園が行われていることから、社員の育児  

状況を把握し、子供が休校や休園になっている社員を優先して免除を指定すること。 

組合 会社 

 

誰を自宅待機にするかについての決定は、養育・介護など、
個々の社員それぞれの状況を鑑みて職場で行っていく。 

３．長期の自宅待機や免除は社員の精神状態と健康状態が著しく悪化することが懸念

されるため、職場におけるメンタルヘルスマネジメント体制を明らかにすること。 

組合 会社 

会社として相談窓口を設置したが、個々の事情を把握し、
職場で出来るケアを行っていく。 

養育の為、年休・保存休では 

なく、免除とすべきである。子供を養育

している社員を優先的に免除にするべ

きである。 

あくまで感染拡大防止の観点 

から、出社する社員の数を絞っている。

小学生以下の養育については自宅待機

の対象にならない。 

会社として相談窓口を設置して 

いるのは分かるが、職場においてケア

出来る体制をつくるべきである。 

金銭面の不安も今後出てくるが、国の

助成金等の活用について会社として

の見解を示すこと。 

心の健康を維持して欲しい。 

疎外感を感じないように職場でケア 

することは必要である。 

制度については、本社が決めることで

あり、回答できない。意見は、本社へ

届ける。 

第３回交渉の報告② 

１① 

 

 

【会社回答】 
社員等が安心して働ける環境を整えるため、当面の間、休暇等の一時的な取り扱いを
実施することとしたものである。 
 

【会社回答】 
メンタルヘルス相談窓口を設置し、社員が相談しやすい環境を整えている。 


