日本鉄道労働組合連合会

極めて有意義な機会となっ

また︑集会の前段では︑

ンが行われた︒
ＪＲ有楽町駅前において︑
医療と介護の実態と労働条
件の維持向上や人材確保を
訴える街宣・アピール行動
が行われ︑ＪＲ連合からも
３人が参加した︒
翌 日にはＪＲ連合﹁第
回医療連絡会﹂を開催し︑
各単組における医療労働者
の労働条件や抱える課題な
どについて意見交換・共有
化を図るとともに︑単組の
役員交代に伴う︑新役員体

森島 英和

制を確立した︒
︿新役員﹀
代表幹事

︵ＪＲ西労組︶
有吉 大悟
岩田 眞幸

︵ＪＲ九州労組︶
員

︵ＪＲ東海ユニオン︶

知って活かそうワークルール㉝

Ａ 懲戒としての減給処分につい

ては︑労基法 条が︑１日の半

額あるいは１賃金支払期の 分

の１を超えて減給してはならな

いこととなっているため︑月給

の２割相当の減給は無効となり

ます︒また︑労働者が交通法規

の具体的な交通法規違反行為や︑

に違反した場合であっても︑そ

使用者に与えた影響の有無や程

度等の事情から有効性が判断さ

れます︒少なくとも︑使用者の

名誉・信用を侵害するおそれが

ない場合には︑懲戒解雇はでき

よって︑解答は２︑４になり

ません︒

ます︒

︵ワークルール検定問題集 ２０１６年版

ＪＲ連合は︑政策課題の

求めた︒中山耕介政治部長

についても国交省の見解を

とづく休息時間の取り扱い

﹇初級問題・雇用修了 ﹈より出題︶

実現をめざし︑政治や行政

の対応における尽力︑忌憚

をはじめ各方面に対して理

ない意見交換を求め︑要請

書を手渡した︒その後︑各

ついて各単組や関係団体等

きＪＲに関わる政策課題に

境が整ったことについて感

りＪＲ九州の株式上場の環

ＪＲ会社法改正法成立によ

行委員長︶から︑昨年度の

を強く訴えた︒

Ｔ導入の断念とフル規格化

幹線長崎ルート等へのＦＧ

件緩和の必要性と︑九州新

道防災事業費補助制度の要

ら︑鉄道防災対策として鉄

政所大祐政策・調査部長か

交換では︑西原一英自動車

組んでいく︒

要求の具現化にむけて取り

事業者の

連絡会代表幹事から︑新規

道・バスに関わる政策制度

交運労協の一員として︑鉄

ＪＲ連合は︑引き続き︑

できているのかと指摘した︒

した監査要員の確保が十分に

き監査件数と︑それに対応

からは︑安全を担保するた

単組の政策委員から関係す

意見交換を行った︒

と綿密な情報交換を展開す

震等の自然災害による被害

い﹁２０１６交通重点政策﹂ 謝の意を表しつつ︑熊本地

るとともに︑課題抽出を行

からの復旧支援や︑税制改

一方︑自動車局との意見

冒頭︑荻山副会長︵政策

旦止めて

既存バス

事業者へ

の徹底し

告示にも

改善基準

また︑

えた︒

要性を訴

ことの必

常化する

よって正

鉄道局との意見交換では︑ た監査に

見交換を行った︒

には同鉄道局と交渉し︑意

交通省自動車局と︑翌 日

について︑５月 日は国土

２０１６年政策・制度要求﹂ 参入を一

部会に参画し︑﹁交運労協

一員として鉄軌部会とバス

ＪＲ連合は︑交運労協の

国土交通省鉄道局・自動車局との交渉

災害対策を中心にバス事業の正常化を求め発言

交運労協 政策・制度要求

くこととする︒

めに国交省として実施すべ

ても、懲戒解雇することができる。

解・共感・共動にむけて︑

れば、使用者の名誉、信用を侵害するおそれがなく

る要請内容の趣旨を説明し︑ 精力的に働きかけを行って

本人の願い出による形で退職をさせる処分をいう。

た︒

にとりまと

使用者は、就業規則でその旨の定めをすれば、月

びＪＲに求める事項等を伺っ

の沿線や運行

めた制度政

給の２割相当の減給処分をすることも許される。

た︒さらに︑路線廃止の届

に係る状況把

﹁ Action Concept

策課題につ

﹁やっぱ仲間ってええなぁ﹂と実感

懲戒としての出勤停止とは、一定期間出勤させず、

鉄道活性化ＰＴ現地視察・第 回会合

線廃止の経緯やバス転換後

組み﹂について上村良成

﹂にもとづき︑仲間
2nd
づくりを第一に︑安全・

いて︑国交

その間の賃金は支払わないという処分をいう。

出が行われた
﹁ＪＲ北海道
留萌線︵留萌

の状況と課題︵利用者の減

集会では﹁家族介護者の

総合組織・政策局長︵事

政策・組織に関する課題

省鉄道局に
対して要請
行動を行っ
た︒
ＪＲ連合
は︑速やか

１

正︑各種制度・政策課題へ

に解決すべ

懲戒について、誤っているものをすべ
て選びなさい。
【正答率38％】
委員長・ＪＲ西労組中央執

を策定してきた︒

91

鉄道路線廃止後の状況と課題と地域振興を探る

旧ふるさと銀河線・留萌線
会議員及び

〜増毛間︶﹂
笠木旭川市

な知見を得る

向けて︑貴重

提言策定に

少やバス運 行 上の制 約 等 ︶︑ 握も実施した︒
地域振興にむけた仕掛け
︵地域主導による観光列車
の設定︶や熱意︑国や道及

療と介護２０１６中央集会﹂

は︑医療連絡会の構成メン
バー 人が参加した︒
現状と支援について﹂をテー

故当時︑ＪＲ西労組中央

について認識を深め︑積

労働組合が大

委

マに︑有識者からの講演や︑ 副代表幹事
より現状報告及び提起を受

連 合は︑医 療・ 医療や介護に従事する仲間
介護等の支援

けるパネルディスカッショ

交通重点政策にもとづく要請書を手交

本部企画部長︶から講演

極的に取り組んでいくこ

の重要性やカンパ行動︑

きな役割を果

15

政策課題実現をめざし︑理解・共感・共動を求める

国交省鉄道局との意見交換会

体制・人材確
保の重要性等
を話し合い︑
共通認識を得
ることを目的
として︑都内
において﹁安

を受けた︒会社が機能不

被災した鉄道復旧と復興

たしてきたこ

年・女性委員

19

議会議員が
今回は︑

参加した︒

﹁鉄道特性

の発揮が極

めて困難な

地域﹂の地
医療・介護職の労働者の処遇改善を広く社会にアピール

長及び交通政策担当者との

５月 日︑

全となった時に労働組合

ととする︒

２０１６交

がどのように行動したか︑

心と信頼の医

交換などを行った︒また︑

一企業一労働

ＪＲ連合の青年・女性

石北本線で廃止となった旧白滝駅跡
を視察

連合﹁安心と信頼の医療と介護２０１６中央集会﹂
を開催した︒ＪＲ連合から
ＪＲ連合﹁第 回医療連絡会﹂

に関する提

域公共交通

言内容を検

現状と課題を把握するべく︑

方議員団連絡会の菅原北海
意見交換を実施し︑鉄道路

５月 日︑

医療連絡会では新役員体制を確認

討すること

２００６年に路線廃止となっ

を主眼においた視察であり︑

政策ＰＴの１つである﹁鉄
た旧﹁ふるさと銀河線︵池

５月 日〜 日︑中長期
道特性活性化ＰＴ﹂活動の
田〜北見間︶﹂の沿線市町
や代替バスの運行をはじめ

一環として︑北海道エリア
における現地視察及び第
ＰＴのアドバイザーであ
沿線・関係施設等を視察し

とする地域公共交通に係る

る太田専修大学教授を含む
た︒また︑本別町の髙橋町

回会合を開催した︒

計 人に加え︑ＪＲ連合地
道議会議員︑春井池田町議

熊本で発生した地震によ

委員会は︑５月 日〜

をＪＲ連合に集う全国の

とを学んだ︒

安全学習会では︑﹁福

会は︑引き続

通重点政策

る被災状況についてもＪ

組合の重要な

ユ｢ースラリー２０１６きんきら★きんき ｣

日滋賀・京都・大阪にて︑

Ｒ九州労組から報告を受

今年も全国から１００

仲間で応援していくこと

時の話を聞き︑

人を超える仲間が集まり︑

を確認し合った︒

け︑労働組合の本分でも
もと︑ ユ
｢ ースラリー２
０１６きんきら★きんき ｣ ある助け合い・支え合い

京都と大阪を巡るチーム

レーづくりで仲間との絆

知山線列車事故発生当時

ＪＲ連合青
対抗ウォークラリーやカ

づくりと︑安全をはじめ

を開催した︒

どについて当

近畿地方協議会の準備の

ＪＲ連合 青年・女性委員会

19

10

交運労協を代表し挨拶するＪＲ連合松岡会長（交運労協副議
長・鉄軌部会長）、左：泉議員、中央：近藤議員

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

10

本別町長及び交通政策担当者にＪ Ｒ連合の取り組
みを説明する上村総合組織・政策局長

き行動指針

使用者は、労働者は交通法規に違反した場合であ

４

21

の労働組合としての取り

諭旨解雇とは、使用者が労働者に退職を勧告し、

３

19

様々な課題に対して意見

要請書面を国交省鉄道局へ手交する荻山副会長（政策
委員長・ＪＲ西労組中央執行委員長）

14

100人を超える仲間が結集した「ユースラリー
2016きんきら★きんき」

２

12

パネルディスカッションでは、医療・介護職場
で働く仲 間から、厳しい現 状が報 告された

13

17

10
16

Ｑ

11

14

●発行者／松岡裕次 ●編集者／中山耕介
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JR連合

JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERATION

TEL（NTT）03-3270-4590 （JR）057-7848
FAX（NTT）03-3270-4429 （JR）057-7849

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階

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！

平成 28 年
（2016）6月1日

ＪＲ連合
（１）第 521 号（毎月1日、15日発行）

２０１６春季生活闘争︻グループ労組︼

引き続き粘り強く交渉を継続中

円︵２０１５年９月 日以
前︶︑３００００円︵２０
１５年 月１日以降︶
・夏季精勤手当 シニア社

・退職金の改善 加算表の

まで各年齢５００円引き上げ
ツ労組︻３月 日妥結︼

Ｊ Ｒ西日本コンサルタン

加算

員・契約社員に６０００円

改訂︵勤続 年以上２６０

４月 日までの妥結状況を掲載
※以降の妥結分は次号に掲載予定
Ｊ Ｒ西日本金沢メンテッ
ク労組︻３月 日妥結︼
・定期昇給 実施︵３００
０円︶
・年間臨給 ５・０ヵ月＋
１１００００円
Ｊ Ｒ西日本マルニックス
労組︻３月 日妥結︼

円

・定期昇給 実施︵３１１
４円︶
・ベア ５００円
・契約社員の時間給

Ｊ Ｒ四国メンテナンス労
組︻４月７日妥結︼
・賃金改定率 基準内賃金
に０・ ％を乗じて得た額
を加算
・定期昇給 実施︵月給者

円︵定昇込︶

ク労組︻３月 日妥結︼

Ｊ Ｒ西日本米子メンテッ

万円追加︶

た者︶

防止・施工打合せ業務を行っ

件緩和︵着工準備会︑事故

・工事管理者手当 支給条

・ベア １０００円

・定期昇給 実施

基準内賃金︵日給額︶の下

形態が変更となった場合の

給者︶又は嘱託社員に雇用

格・退職等により社員︵日

賃金の改定 社員登用・昇

・雇用形態変更時の基準内

円増額

９００円︑日給者 円︶
・契約基本賃金

・年間臨給 ４・２ヵ月

・嘱託社員の一時金 定昇

︵パート社員︶

Ｊ Ｒ西日本ウェルネット

・賃金引き上げ ２１５０

・家族手当 ４０００円／

円増額︶

円 ↓ 改正５５６７円︵

限額を改定︑現行５５３２

見合を期末手当に反映
月５日妥結︼

四国Ｋ Ｉ Ｏ Ｓ Ｋ労組︻４

労組︻３月 日妥結︼

・定期昇給 実施︵社員︑

・定期昇給 実施︵２３０
・ベア５００円

エリア社員︑準社員︶

月︵ 歳未満の扶養家族︶

・夏季手当 １・８ヵ月

四国旅客鉄道労働組合︵ＪＲ四国労組︶

組本部と同じビルの１階に事務所

駅から南へ徒歩３分のＪＲ四国労

ＪＲ四国労組香川支部は︑高松

があります︒

を行ったことで有名な﹁栗林公園﹂

川に訪れた世界各国の代表が視察

香川・高松情報通信大臣会合で香

秋には紫雲山の紅葉が美しく︑ど

一帯が花見の名所となっています︒

には桜が植えられており︑春には

なっています︒また︑南庭と北庭

亀間の開通時に讃岐鉄道の駅とし

ガイド﹂に﹁わざわざ訪れる価値

定されており︑﹁ミシュラン観光

栗林公園は︑国の特別名勝に指

ます︒

され︑多くの見物客で賑わってい

桜や紅葉した木々がライトアップ

ちらの季節も夜間の入場ができ︑

公園内は︑紫雲山を借景として

を楽しんでみてはいかがでしょう

ん県︒それだけじゃない香川県﹂

・定期昇給 実施

の賃金 ２５００円引き上げ

月＋５００００円︑契約社

・夏季手当 社員１・７ヵ

ム︶の賃金 １２３円引き

・一般契約社員︵フルタイ

の賃金 １２３円引き上げ

・シニア契約社員︵日給制︶

・定期昇給 実施

員１・０ヵ月＋３００００

上げ

Ｊ Ｒ西日本メンテック労

・別居手当 新設

労組︻４月 日妥結︼

ホテルグランヴィア大阪

向者１７００００円

員２０００００円・ＪＲ出

・精励手当︵商品券︶ 社

円︑嘱託社員１・２ヵ月＋
３００００円
イム︶

・扶養手当 新設
・年間臨給 社員５・０ヵ

・定期昇給 実施︵２５７

・夏季手当 社員２・４ヵ

・ベア １０００円

得モデルの基本に年休５日

・年休取得の促進 休日取

・夏季手当 ２・ ヵ月

・ベア ３８７円

・定期昇給 ２３０７円
００００円︵夏・冬︶

月︑準社員１・２ヵ月︑契

ＪＲ西日本カスタマーリレーショ

ンズ労組
︻４月 日妥結︼

・ベア １０００円

・有給休暇の新設 誕生日

和歌山ターミナルビル労

補助の実費支給

の属する月に１日

Ｖ・マネージャー３００

・インフルエンザ予防接種

０円

歳未

満の扶養の子に月額３５０

・子供手当の新設

０円／人

組︻４月 日妥結︼

８円︶

・定期昇給 実施︵３６５

・忌引休暇の見直し 忌引

円引き上げ︵実施は下期︶

準額４００００円

日数３日の場合︑葬祭執行

２００

日を２日目とする連続した

・年末年始出勤手当

Ｒ Ｓ・スタッフ

３日

・年間臨給 ３・３ヵ月

０円︑
Ａ Ｓ Ｖ・Ｓ Ｖ・Ｓ Ｓ

Ｔ

・契約社員の精勤手当 基

・契約社員の賃金 時給

栗林公園内の偶然にもハート型
となったツツジ﹁恋ツツジ﹂

香川支部 ︵香川県高松市︶

があります︒

て開業︑現在４代目の駅舎となり︑

のある場所﹂として最高評価の３

高松駅は︑明治 年に高松〜丸

四国の玄関口として多くのお客様

６つの池と の築山を配した大名

香川県にお越しの際は︑﹁うど

つ星を獲得した名園です︒
その高松駅から高徳線︵高松〜

を出迎えています︒

徳島間︶に乗り換えて２駅目の栗

・ベア ２５００円

か︒

ＪＲ西日本レンタカー＆リー

庭園で︑回遊式庭園の南庭と近代

ス労組
︻４月 日妥結︼

林公園北口駅から徒歩で３分のと

サー社員５００００円︑Ｐ

的に整備された準洋式の北庭から

Ｂ・ＰＡ社員３００００円

・契約社員の賃金 時給

ころには︑４月に開催されたＧ７

ジェイアールサービスネット

負担上限︶

・新幹線パーサーの就労条

円引き上げ

／月︵定期券購入費の会社

金沢労組︻４月７日妥結︼

Ｊ Ｒ西日本テクノス労組

件改善︵別途提案︶

・ベア １０００円

・シニア契約社員︵月給制︶
・定期昇給 ３２３７円

・契約社員の日給

１円︶

・定期昇給 実施︵３２４

︻４月 日妥結︼

︵１・ ％︶
広成建設労組︻４月 日妥
結︼
・ベア １０００円

・定期昇給 実施
・夏季手当 ２・５ヵ月

き上げ︵ 歳未満のフルタ

円引
Ｊ Ｒ西日本新幹線テクノ
ス労組︻４月 日妥結︼

月︑契約社員現行支給額＋

７円︶

・定期昇給 実施

２００００円︵夏・冬︶︑

・出向手当 １００００円

約社員１・０ヵ月

組︻４月 日妥結︼

・ベア １０００円

パート社員現行支給額＋１
期間５年及び増額

／月・転居を伴う場合１５

・準社員の時間給

適用

・夏季手当 ２・６ヵ月

・半休制度の改善 変形７

０００円／月︑５００㎞以

・遠距離特別手当

ｄ勤務の輪軸電動機課で使

上２００００円／月

き上げ

・ベア ８００円

間を導入

用可

・保存休暇 使用要件緩和

Ｊ Ｒ西日本テクシア労組

円引

・インフルエンザ予防接種

︵年休１／３を取得してい

・定期昇給 実施︵３１８
・結婚休暇 使用要件緩和

レールテック労組︻４月

・年間臨給 ５・ ヵ月

火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。

職 元参議院議員、ＵＡゼンセン 政治
顧問
生年月日 1964年1月29日
出
身 京都府京都市
経 歴 等 参議院厚生労働委員会 理事及び
委員
参議院議院運営委員会 理事
民主党副幹事長
学
歴 立命館大学法学部卒業

・通勤手当 ３００００円

の会社補助︵上限３５００

る場合︶

０円︶
︵出向・長期出張中に結婚

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。

30

・夏季手当 ２・０ヵ月

円へ引き上げ︶

・リフレッシュ休暇 新設

した社員は勤務箇所復帰後

︻４月 日妥結︼
ＪＲ西日本フードサービス

︵勤続 年で２日付与︶

・定期昇給 実施︵２１３
・ベア ５００円

０円︶
・夏季手当 賃金規程適用

日妥結︼

交運共済 ニュース

川合 孝典

・期末一時金 ５００００

引き上げ︵作業職・事務職︶ ０円︶

〜 歳

・年間臨給 ４・１ヵ月＋
６００００円
・ 年齢給の改善

20

19
３ヶ月まで取得可能︶

B1424401E2144-20150209

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
費用）は、共栄火災海上保険㈱を引受保険会社とする保険契約であり、共済ではあり
ません。
詳しい内容は必ずパンフレットおよび重要事項説明書をご確認ください。

借家人賠償保障
＋修理費用

30

50
ネット労組
︻４月 日妥結︼

05

個人賠償保障

類焼損害保障

⑮

者２・ ヵ月︑新幹線パー

10

26

※借家にお住まいの方のみ

26

20

10

08

22

22

12

20

20

オプション保障

職

職
役

組合事務所
めぐり
19

61

30

火災共済

職 参議院議員、国際経済・外交に関
する調査会 筆頭理事、経済産業委
員会 委員
生年月日 1947年5月11日
出
身 東京都中野区
経 歴 等 民主党企業団体委員長
厚生労働委員会委員長
厚生労働大臣政務官
学
歴 都立世田谷工業高校卒業

16

小林 正夫
難波 奨二

役
参議院議員、参議院比例区第69総
支部長
生年月日 1959年4月1日
経 歴 等 日本郵政グループ労働組合（J P
労組）書記長
日 本 郵 政 公 社 労 働 組 合 （J P U）
書記長
学
歴 岡山県立成羽高等学校卒業

18

家族の幸せを災害から守る

13

（こばやし まさお）

（なんば しょうじ）

35

30

役

（かわい たかのり）

藤川 慎一

役
役
職 JAM副会長
生年月日 1963年10月17日
出
身 京都府京都市
経 歴 等 ジーエス・ユアサ労働組合 中央
執行委員長
JAM中央執行委員
京都府労働委員会 労働者委員
学
歴 大谷大学文学部

18

特集・夏の参議院選挙にむけて
26

（ふじかわ しんいち）

日本私鉄労働組合総連合会 総合政
策局交通対策局長
生年月日 1967年6月28日
出
身 東京都檜原村
経 歴 等 日本私鉄労働組合総連合会 総合政
策局バス対策部長
関東交通運輸産業労働組合協議会
事務局長
私鉄関東地方連合会 副執行委員長
学
歴 東京都立多摩工業高等学校機械科

31

43

12

20 40

（やた わかこ）

役
職 パナソニックグループ労働組合連
合会 副中央執行委員長
生年月日 1965年9月25日
出
身 大阪府大阪市
経 歴 等 松下電器産業労働組合 中央執行
委員松下電器労働組合連合会（現
パナソニックグループ労働組合連
合会）中央執行委員
関西生産性本部 労働政策委員
関西学院大学 人間福祉学部 非常
勤講師
学
歴 大阪府立寝屋川高等学校

40

64

森屋

隆
（もりや たかし）

矢田 稚子
20
60

31

※民進党HPから引用

ＪＲ連合推薦の全国比例候補６名の紹介
56

10

第24回参議院選挙の公示日迫る
30

30

第 521 号（２）

ＪＲ連合
平成 28 年
（2016）6月1日

