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ＪＲの代表産別として

他産業・他企業の取り組みから知見を得る

は異なるが、
製紙連合会
とともに、

道地方本部・日本製紙労組の協力のもと、日本製紙㈱北

加工産業労働組合連合会、

紙パ連合（日本紙パルプ紙

は、新聞やコピー用紙など

昨年の製糸業に続き、今回

を合わせて

労使で目線

安全の取り組みを学ぶべく、 有し合い、

を製作する製紙業における

安全の取り

視察して共

組みを現地

個々の取り

産別として

海道工場勇払事業所の安全の取り組みを学び意見交換を

組織人員２万８千人）北海
組みに活か

８月 日、Ｊ Ｒ連合は第 回業種間安全検討会を開催

行った。今検討会では、労使で取り組む安全活動の姿を

道地方本部・日本製紙労働

し、安全対策委員会のメンバーら 人は、紙パ連合北海

学ぶことが出来た。また、 日には第１回安全対策委員
会を開催し、「重大労災防止の行動指針」の見直しなど
について協議した。

井所長からは労働組合とし

た。また、勇払事業所の石

組合にご協力をいただいた。 していると挨拶をいただい

な製紙工場である。

８万トンも製造する大規模

シュペーパーなどを月間２・

め、毎年「業種間安全検討

て他産業にまで安全の取り

日、北海道苫小牧市に

ある日本製紙㈱北海道工場

している。

会」と題し、勉強会を開催
勇払事業所で第 回業種間

組みを学ぶＪＲ連合の姿勢

であれば賃金に該当します。

Ａ 退職金も支給基準が明確

賃金全額払いの原則は、賃

金の控除・相殺を禁止して

いますが、事業場の過半数

の代表者（過半数の労働組

合があればその労働組合、

これが無い場合には過半数

を代表する者）との間で労

使協定を締結することで例

外を認めています。また、

判例は、労働者が使用者と

の間で真に自由な意思によ

り相殺合意をすることを有

よって、解答は１、４に

効としています。

会のメンバー

記長）からは、更なる安全

員長（ＪＲ東海ユニオン書

泰二郎安全対策委員会副委

ＪＲ連合を代表し、尾形

去の取り組み、熱中症対策、 認し合った。安全に関わる

ントの実施によるリスク除

の難しさ、リスクアセスメ

意見交換では、人材の確保

験させていただいた。また、

う安全の取り組みを推進す

員会を中心に、よりいっそ

ＪＲ連合は、安全対策委

を今後に活かしていく。

安全検討会で得られた知見

るとともに、今回の業種間

なります。
人が参加

意識の高揚にむけて様々な

労災事象や事故情報などを

聞用紙ができる工程の見学

工場内では、古紙から新

この間、交通運輸産業や

安全検討会を開催し、ＪＲ

に対して賛辞をいただいた。 とともに安全体験研修を体
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ＪＲ連合は、２００５年
４月 日の福知山線列車事
故をはじめとする悲惨な事
故を二度と繰り返さないと
重工業メーカなどを中心に

連合執行部と安全対策委員

冒頭、紙

共有し、グループ会社や協

した。

業他社の集

パ連合は同

地を活かし、紙・パルプの

ム１００個分超の広大な土

業地帯に位置し、東京ドー

払事業所は、苫小牧臨海工

に取り組む安全活動の姿が

独でも行うなど、労使が共

ルを行うことや労働組合単

労使で職場の安全パトロー

た。また、「安全指針（改

かしていくことを確認し合っ

る安全確立の取り組みに活

グループ・協力会社におけ

全衛生委員会活動とは別に、 スカッションを継続開催し、

年版［中級問題・賃金］
より出題）

第11回 2013年12月19日 ダイキン工業滋賀製作所・ダイキン工業労組（ＪＡＭ）

いう強い決意のもと、「安
検討会を開催してきたが、

パ連合北海

取り組みを学ばせていただ

少人数操業での危険回避な

力会社の参加のもと安全ディ

まりで各工

一大コンビナートの役割を

（ワークルール検定問題集２０１６

道地方本部

おこなった。とりわけ、安

きたいと挨拶をおこなった。 ど多岐にわたる意見交換を

場での安全

第10回 2013年１月21日 日本車輌製造豊川製作所・日本車輌労組（ＪＡＭ）

長から、紙

の取り組み

とても印象深く感じられた。 訂版２０１６）」策定に併

指針」の見直しなどについ

せ、「重大労災防止の行動

担っている。当事業所は１

また、前日の 日には第
１回安全対策委員会を開催

ても協議した。

９４０年に設立され、原材
料の木材チップや古紙から

し、今年度の取り組みを確

第９回 2012年１月16日 住友金属小倉製鉄所・住友金属小倉労組（基幹労連）

日本製紙㈱北海道工場勇

の今野委員

第1回安全対策委員会で今年度の安全確立にむけた
取り組みを確認

全 指針」を策定し、Ｊ Ｒグ

５人の新任執行委員を含む
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ループの安全確立と信頼回

新たな執行体制を確立した。

Ｑ 賃金全額支払いの原則について、正しいもの
をすべて選びなさい。【正答率19％】
コピー用紙や新聞紙からティッ

第８回 2010年４月16日 全日空安全センター・ＡＮＡ労組（航空連合）

復を最優先課題に位置付け

ら提案された経過報告、運

最後に、田原委員長の団

第７回 2009年１月30日 三菱重工長崎造船所・三菱重工労組（基幹労連）

た運動を進め、「すべての

動方針案等に対し、６人の

結ガンバローで大会を締め、

第５回 2007年11月28日 キリンビール栃木工場・キリンビール労組（フード連合）

ＪＲ関係労働者の死亡事故・

代議員より、安全の確立、

全組合員の運動・行動への

第４回 2007年４月21日 ヤマト運輸・ヤマト運輸労組（運輸労連）

重大労災ゼロ」を目指し、

組織拡大と民主化闘争、業

積極的参加を確認し合った。

第３回 2007年１月31日 東京メトロ・東京地下鉄労組（私鉄総連）

職場からの安全確立に取り

務・政策課題（地域公共交

日本製紙㈱北海道工場勇払事業所内を見学する
参加者

通のあり方）、青年女性委
員会活動の
あり方等に
ついて積極

第１回 2005年11月21日 全日空･ＡＮＡ労組（航空連合）

組んでいる。この取り組み

②経営問題と政策課題の実

第２回 2006年４月11日 電力総連

の一環として、ＪＲ以外の

現、③民主化闘争・組織拡

的な発言が
あり、執行

第６回 2008年４月15日 都営地下鉄・東京交通労組（都市交）

産業・企業における安全確

札幌市内において、「安全

大の取り組みという当面の

第12回 2015年７月27日 倉敷紡績丸亀工場・倉敷紡績労組（ＵＡゼンセン）

保やコンプライアンス遵守
などの取り組みを虚心坦懐
に学び、今後の安全確立に
むけた取り組みに活かすた

ＪＲ北労組第 回定期大会

「安全の確立とＪＲ北海道の再生」

の確立に全力をあげ、政策・

３つの最重点課題に絞り所

部答弁、昆
書記長の総
括答弁の後、
議案は満場
一致で可決
された。

１ 退職金も賃金であるので、全額支払いの原則が適用
される。
２ 事業場に過半数組合が存在する場合に限り、その組
合と賃金控除協定を締結することで、賃金全額払いの
原則の例外が認められる。
３ 賃金との相殺が禁止されるのは、労働契約締結の際
になされた前借金との相殺に限定される。
４ 合意による相殺が労働者の自由な意思で行われる場
合には、全額払いの原則に違反しない。

〈業種間安全検討会の開催実績〉
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なお、役

知って活かそうワークルール㊱

（1）日時 2016年10月17日(月)12:45～17:30
（2）会場 レグザムホール
（香川県県民ホール）
※ＪＲ高松駅より徒歩8分
（3）内容 ①特別講演
②加盟単組からの政策課題に対す
る取り組み報告
③パネルディスカッション
④
「鉄道特性活性化ＰＴ」中間答申
提起
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員改選では、

をテーマに高松での開催決定

「組織拡大と民主化完遂」
「政策課題の解決」で意思統一

組織課題を解決し、まとも

Ｒ北海道の信頼回復と再生、

な労働者の総結集で、民主

信を表明するとともに、果

Ｊ Ｒ北労組は、７月 日、

化闘争の完遂を目指そう！」

るよう訴えた。

敢な取り組みに全力を挙げ
回定期大会を開催し、

のメインスローガンもと、

Ｊ Ｒ連合からは、松岡会

第

２０１６年度運動方針を満

長、政所政策・調査部長が
参加し、激励と連帯の挨拶

場一致で決定し、新執行体
制を確立した。

質疑討論では、執行部か

25

一昨年（2014年）10月に開催した「第11回
政策シンポジウム」では、「チーム公共交通」
の形成を提唱し、鉄道をはじめとする公共交
通各モードの連携強化の必要性を訴えてきた。
また、「鉄道特性活性化プロジェクト」の活
動を通じ、地域公共交通のあり方について考
察し、大局的な見地に立った提言を行うため
の運動を展開してきた。
「第12回政策シンポジウム」は、これまで
の取り組み経過の報告及び中間総括に加え、
組合員の政策への関心を一層高めることを目
的として開催する。
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をおこなった。

鉄道特性の発揮、公共交通の持続的な発展に向けて
～JRから「チーム公共交通」の輪を拡げよう！～

（日本製紙㈱北海道工場勇払事業所）
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30

執行部を代表して田原委

第12回政策シンポジウム

労使で取り組む安全活動の姿を学ぶ

員長は、①安全の確立、Ｊ

一致団結を掲げ田原委員長の団結ガンバロー

第13回業種間安全検討会・第１回安全対策委員会
14
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TEL（NTT）03-3270-4590 （JR）057-7848
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日本鉄道労働組合連合会
働く者 の 立 場 で 政 策 制
度、組織課題の前進を図
り、将来に亘り安全で社会
に信頼されるJRを築こう！

平成 28 年
（2016）9月1日

ＪＲ連合
（１）第 527 号（毎月1日、15日発行）

連合２０１６平和行動
人で

性委員会のメンバー
らの総勢
「連合２０１６平
和ヒロシマ集会」
に参加した。

部が歌・三線や踊りによっ

の現状」をテーマに、語り

学ぶ次世代への継承と沖縄

集会では、「語り部から

ントについて説明

慰霊碑やモニュメ

平和記念公園内の

クに参加し、広島

合主催のピースウォー

集会の前段、連

連合は平和運動として、核兵器廃絶による世界の恒

て沖縄における悲惨な過去
を受けた。集会で

人が参加した。

沖縄・広島・長崎から世界の恒久平和の
実現にむけて想いをひとつに
ＪＲ連合は、連合が主催する沖縄・広島・長崎の平和行

久平和の実現と、被爆者支援の強化をはじめ、
在日米軍基

と現在について会場の出席
は、今年５月オバ

動のそれぞれに参加してきた。

地の整理・縮小、
日米地位協定の抜本的見直しにむけた

らに訴えかけた。また、沖
マ大統領と固い握

～９月を平和行動月間として、６月に沖縄、
８月に広島と

ざす運動などに取り組んでいる。そして、連合は６月

運動、北方領土の早期返還と日ロ平和条約の締結をめ

縄には全国にあるアメリカ

超える規模である。普天間
くとともに、高校生平和大

事長から被爆体験証言を聞

害者団体協議会の坪井直理

軍施設の ・８％が集中し、 手を交わした広島県原爆被

町小学校平和資料館」と

和記念資料館」および「袋

後、参加者全員で「広島平

込めて黙祷を行った。その

長崎、９月には根室での平和行動を行っている。

日は、１９４５年、日本軍
基地の辺野古移設をはじめ

使からの活動報告を受けた。 「本川小学校平和資料館」

今なお 万平方メートルを

西日本旅客鉄道労働組合︵ＪＲ西労組︶

す。これからの９月・ 月には、

岸和田だんじり祭りは、約３０

青年女性委員会が２０００人を占

る組合員が所属しており、その内

は４支部 分会、６０００人超え

「２０１６平和ナガサキ集

間の約３千人が参加して

「被爆者の訴

集会では、

す。

を見学し、三度この悲劇を

え」として、

８月８日、連合に集う仲

歴史と伝統を守り継ぐ﹁岸和田
だんじり祭り﹂

０年の歴史と伝統を誇る祭りです。

めています。国鉄改革を経験して

す。時代が変わろうとも、守り継

繰り返してはならないとい

会」が開催され、ＪＲ連合・

和の鐘が鳴り響く中、参加

で脱退を決定、その後、Ｊ

ください。

大阪地方本部︵大阪府大阪市︶

ＪＲ西労組大阪地方本部は、高

収穫をともに願い、祝うといった

がれた「ＪＲ西労組魂」を次代に

翌６日には、「広島市原

う思いを改めて強く固め合っ

８月５日、ＪＲ連合・Ｊ

者全員で世界平和の祈りを

Ｒ東海労組、旧ＪＲ九州労

周年を迎えます。大阪地方本部

ことからはじまった、一年に一度

いない世代が運動の中心を担うよ

ＪＲ連合の仲間の皆様、歴史と

爆死没者慰霊式・平和祈念

た。

Ｒ西労組・ＪＲ九州労組、

した。このＪＲ総連の独善

組、旧ＪＲ四国労組が相次

ＪＲ西労組は、 月６日で結成

の祭りです。時代がかわり、社会

うになっています。

伝統溢れる大阪の町にお越しにな

大阪、泉州男が燃える、岸和田だ

大阪には、ワールドクラスのエ

が変わる中にあっても、人々の気

安定した雇用・労働条件、平和な

るのを心よりお待ちしています。

さ３００メートルを超える日本で

ンターテイメントを集めたテーマ

持ちの根本に流れる「地域」を結

労使関係について、様々な場を活

んじり祭りが始まります。

パーク「ＵＳＪ（ユニバーサル・

びつける精神は、ずっと、つながっ

用して運動の歴史を継承していま

一番高い高層複合ビル「ハルカス」

スタジオ・ジャパン）」や、足の

てきています。守り継がれた「だ

がある、天王寺駅の北口から徒歩

裏をなでると幸運が訪れるという

んじり魂」を是非一度、見に来て

２分程度の場所に事務所がありま

神「ビリケン像」がある通天閣な

理解を深めた。
式典」にも参加し、原爆が

さらにＪＲ西労組の青年女

的な組織運営に対して、東

Ｒ東海労組、旧ＪＲ西労組、

労組とＪＲ九州労組 人を
含む総勢 人が出席した。

爆した田川博
康さんより、
被爆時の大変

先輩方が築いてきた今日までの

に続き、吉岡しげ美さんに

「若者からのメッセージ」

た、
高校生平和大使を含めた

ついて講演いただいた。ま

な社会の実現と核兵器廃絶

辺地区などを見学し、平和

開催される長崎平和公園周

牲者慰霊平和祈念式典」が

翌９日には、「長崎原爆犠

悲惨な状況に

よる「詩（うた）い・つな

ぐ」コンサートが行われた。 への想いを新たにした。

富士山の森づくりボランティア活動

家族も参加し森林保護に一役

つなげていきたいと思います。

ど、多くの観光スポットがありま

全国からおよそ１
投下された８時 分には平

ておらず、国鉄改革前後に

海以西の各単組は組合主義

ＪＲ総連を脱退した旧Ｊ

いでＪＲ総連を脱退した。

旧ＪＲ九州労組は、真にＪ

■ナガサキ集会

発生したセクト間闘争（内

にもとづき民主的な組織運
発したが、ＪＲ総連執行部

Ｒ労働者を代表し社会的信

歳の時に被

■ヒロシマ集会

集会には、ＪＲ連合・

ＪＲ東海ユニオン・

Ｊ Ｒ九州労組から５

ゲバ）は組織の前途に暗い

営による運動を貫こうと反

ＪＲ総連結成３年目の１

による反発した各単組への

頼と組合員の付託に応えら

ＪＲＥユニオン・ＪＲ四国

３００人が集結した

の日」とされている。 米地位協定の問題点などに

た。集会の行われた６月
による組織的戦闘が終わっ
沖縄が抱える基地問題や日

■オキナワ集会
にて、「連合２０１６平和
た日とされ、戦後に「慰霊

６月 日、沖縄県那覇市
オキナワ集会」が開催され

民主化闘争 ２

ＪＲ連合の結成
陰をなお残していた。
９９０年、政府が国鉄清算

度重なる誹謗中傷が繰り返

れる産業別労働組合の結成

鉄道労連と鉄産総連は会社

事業団職員の雇用対策とし

され、もはやＪＲ総連は民

にむけて協議を始め、１９

まずＪＲ連合の結成につ

てＪＲ各社への追加採用の

主的な産別組織として認め

ごとの企業別労働組合に再

再申請を行ったことに対し

難い状況に至った。

いて振り返っておきたい。
ＪＲ発足時に鉄道労連
（後

て、
Ｊ Ｒ総連はＪ Ｒ経営へ

編されることとなった。
のＪＲ総連）は組織人員約

の政治介入だとしてこれに

国鉄改革によって１９８
７年３月に国鉄が解散し、
４月１日に新生ＪＲが誕生
万人の最大組織であった

づくり」植林ボランティア

が、その組織運営において

単組７万６千人による新た

27

した。ＪＲ発足に伴って、

９２年３月第１回新全国産

鉄道労連、鉄産総連、国労

別結成準備委員会（Ｊ Ｒ

「富士山の森づくり」植林

人オイスカと協働して、

１９９１年２月、旧ＪＲ

日、「富士山の森
西労組第９回中央委員会で

ここ数年は夏休み期間中

７人のメンバーが参加した。

だいた３組のご家族から

たシラベ林に富士

で広範囲に荒廃し

に協力し、病虫害

スカが進める事業

で、山梨県とオイ

０メートル付近）

交運共済からも今回初めて

家族らが参加した。また、

鉄産労・Ｊ Ｒ貨物連合の主

海連合・Ｊ Ｒ西労組・貨物

Ｊ Ｒ東海ユニオン・Ｊ Ｒ東

バーベキューを行い参加者

リアから総勢 人の組合員・ 作業を行った。作業終了後、

に東海エリアおよび東京エ

同士の交流も図った。

成長した植栽木周辺の除伐

の中、短時間ではあったが、

だいた。あいにくの雨模様

ています」という声もいた

今回も、Ｊ Ｒ Ｅユニオン・ 「子供らも毎年楽しみにし

ている。

山麓に自生してい

１５００～１６０

合目付近、標高約

親子で植栽木周辺の不要木を除伐する
参加者

８月
会において唐突に何の前触

は様々な問題を抱えていた。 反発、直 後 の 第 ５ 回 定 期 大

る虫害に強い多種な樹木を

とりわけ鉄道労連内におけ

活動を行った。Ｊ Ｒ連合は、 ボランティア活動を毎年継

などの労働組合もそれぞれ

な産別組織、日本鉄道労働

一民間の労働組合として新

ＪＲ総連との断絶を提起し、 東海労組、東海鉄産労、旧

る旧動労役員と組合員の革

れもなく「スト権の確立、

たな第一歩を踏み出すこと

プ労組などが合流し、現在
を開催した。以降、第３回、 のＪＲ連合のかたちが出来
に結成 年を迎える。

に開催しており、参加いた

植え、育成することで、自
この後、ＪＲ総連のＪＲ

然林に近い森づくりを進め
東労組から脱退したＪＲ東

鳴沢村（富士山２
加）を開催し、同年４月に

続的に行っている。山梨県

は第２回の結成準備委員会

新労とＪＲグリーンユニオ

２００７年から公益財団法

（先の５労組に加え北海道

ン、国労から脱退したＪＲ
貨物鉄産労の 労組参加）

ＪＲ四国労組、四国鉄産労、 東日本ユニオン、関連グルー

鉄産労、東 日 本 鉄 産 労 、 旧

組合連合会（ＪＲ連合）を

※借家にお住まいの方のみ

59

結成した。
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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
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

個人賠償保障

類焼損害保障

12
ＪＲ西労組、旧ＪＲ九州労

同年７月の第６回定期大会

JR連合結成大会（1992.5.18）

組、九州鉄産労の５労組参

ＪＲ総連への委譲」を提起

25

10

40

マル派浸透問題が解明され

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。

74

23

となった。分社化によって

火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。

23

12

火災共済

オプション保障

交運共済 ニュース

家族の幸せを災害から守る

25

15

23

㊴

第４回の準備委員会を経て、 上がり、そして、来年５月
１９９２年５月 日加盟

25

特 集

組合事務所
めぐり
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オキナワ集会
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ナガサキ集会

ヒロシマ集会
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