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災された組合員・家族の支援に全組合員が総力を挙げよう！
そして、鉄道員魂を発揮し、地域の復興に欠かせない鉄道の全線復旧に
向けて、全力を傾注しよう！
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通との報

ＪＲ連合は、こうした事態を踏まえ、４月19日に持ち回り執行委員会を
開催し、「熊本地震救援対策本部」を設置しました。ＪＲ連合８万２千名
総力を挙げて、被災された組合員・家族を支え、復旧活動を全面的に支援
します。
また、同20日には第11回執行委員会を開催し、全組合員を対象とした
「緊急カンパ」をはじめとする被災者支援の取り組みを確認するとともに、
莫大な金額が想定される復旧費用についても、ＪＲ連合国会議員懇談会と
連携を図り、鉄道軌道整備法の超法規的適用を政府に要請することも確認
したところです。
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日 時 分に発 生した最 大 震 度７を観 測した 道もなさ 日に持ち回り執行委員会を
地震で九州新幹線回送列車６両編成が脱線
︵朝日新聞デジタルより︶れている︒ 開催し︑﹁熊本地震救援対
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おいて︑他の候補者ら５人

支援者の当選を祝う万歳に笑顔で応える泉 健太氏
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１ 結婚、出産しても働き続けられま
すか。
２ 労働組合についてどう思いますか。
３ あなたの得意とする教科、科目は
なんですか。
４ あなたの本籍地はどこですか。
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採用面接の際の質問として、
適切ではないものをすべて選び
なさい。【正答率53％】
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JR連合の仲間に囲まれ、松岡会長とガッチリ握手
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この地震により、水道、エネルギー、ＪＲをはじめとする交通機関など
基幹インフラに大きな影響が出ています。また、余震が今もなお続き、多
数の方々が避難所での生活を余儀なくされ、不安な日々を送っています。
ＪＲ九州管内では、九州新幹線において、回送列車が脱線した他、少な
くとも防音壁の落下が50ヶ所、高架橋の亀裂が25ヶ所見つかり、現時点で
復旧の見込みは立っていません。また、在来線においても、豊肥本線では
土砂流入による線路被災が発生するなど大きな被害が生じており、現在、
グループ労組組合員を含め、組合員が総力を挙げて、昼夜を問わず復旧に
向けた作業を行っています。

相互扶助・助け合い・支え合いの精神を発揮し、
被災地の一日も早い復旧・復興にむけて全力を傾注していこう
４月16日未明、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.3の大地
震が発生しました。同14日に発生した最大震度７の前震を含め、震度６弱
以上の強い地震が熊本・大分両県をはじめ九州各地で発生し、多数の家屋
が倒壊し、大規模な土砂崩れによる被害も発生するなど、各地で甚大な被
害が生じています。被災した組合員・家族はもとより、全ての被災された
方々に対して、心からお見舞いを申し上げます。

●発行者／松岡裕次 ●編集者／中山耕介
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がんばろう熊本・大分
被災者の支援と全線復旧に向けて
―熊本県を中心とする九州大地震発生に対する声明―
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JRの最大産別として、政
策制度、組織課題を主導
的に解決し、安全で社会
に信頼されるJRを築こう！
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ＪＲ連合は︑残るグルー

る成果をあげている︒

２０１６春季生活闘争の

ス・中バス・宮島フェリー︶ 求を中心に意志統一し取り

﹁定昇＋月例賃金総額６０
取り組みでは︑加盟ＪＲ７
においては︑３年連続のベ

現在︵４月 日現在︶︑

働条件改善に向けて︑最後

単組が妥結し︑４単組でベ

グループ労組 単組中︑

組みを進めている︒

アを獲得していることは既
一方︑グループ労組にお

「2016年交通重点政策」を発刊

労働教育﹂という つの観点
からアプローチを考える︒ア
を 知ることが大 事 というこ

すか？﹂という質問に対し

ているが︑調査ではその数

とで︑
連合は新たに有権者と

て︑最近の選挙で 代の投

プローチするには︑
まず相手 いるのかなどを調査した︒

歳前後の若者が今何

に関 心 を 持 ち︑選 挙 権 年 齢

アは 単組が獲得している︒ 期選挙で投票率の大幅アッ

ち妥結は 単組に達し︑ベ

なる

ループ労組連絡会２０１６

かわからない﹂も ・２％︒
春闘総決起集会において︑
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参議院選挙から適用され︑

２０１６春季生活闘争・ＪＲグループ労組連絡会

各単組の取り組みを支援

20

ア回答を引き出している︒

グループ全体で取り組む春闘

㉝

−

31

報のとおり︒また︑バス・

ジェクトを通じた提言活動・

※借家にお住まいの方のみ

30

−

船舶関係地本・支部・分会

する︒

近隣の家へ損害を与えたときの「類焼損害保障」、日常生活での賠償事故に備える「個人賠償保障」、
賃貸住宅で火事を起こした場合の「借家人賠償保障＋修理費用」。火災共済とセット加入することで
大型保障を実現します。

組合事務所
めぐり
14

10

単組が要求書を提出し︑う

一方で︑２０１６年交通

議論も鋭意展開している︒

重点政策では︑とりわけ緊

急性の高い課題を中心に据
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みんなで暮らしをガード

オプション保障（類焼損害費用保険、個人賠償責任保険、借家人賠償責任保険＋修理
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ません。
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借家人賠償保障
＋修理費用

個人賠償保障

類焼損害保障

えるとともに︑各種課題に

対する考え方を明記した︒

今後もＪＲ連合は︑政策課

題の解決︑政策要望の実現

に向け総力を挙げて取り組

んでいくこととする︒

火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。

オプション保障

火災共済
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交運共済 ニュース

家族の幸せを災害から守る
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いては︑２月 日にＪＲグ

政策課題の解決、政策要望の実現に向け
総力を挙げて取り組む
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でも５機関すべてで妥結に
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