日本鉄道労働組合連合会

第 回政策シンポジウム

﹁チーム公共交通﹂
の輪を広げ︑﹁チーム地域共創﹂
の形成を
続いて主催者代表あいさ

性の発揮が
困難になっ
ている現状
を紹介頂い
た︒その中

提唱して２年︒日本の交通

﹁チーム公共交通の形成を
携を明確に

の共生・連

国が地域と

本シンポジウムには︑加

通の持続的な発展にむけて 〜 チ
｢ーム公共交通 の
｣輪を 盟単組の組合員に加え︑有
拡げ︑そして チ
｢ ーム地域共創 の
｣ 形成を！〜﹄をテー 識者やＪＲ四国をはじめと
マに︑第 回政策シンポジウムを開催した︒
するＪＲ各社︑高松市︑そ
は︑事業者の独立採算制原
打ち出し︑

日︑高松市内にて﹃鉄道特性の発揮︑公共交

本シンポジウムでは︑Ｊ Ｒ四国・半井真司代表取締 して交運労協に集う他産別
則が根っこにあり︑事業者
沿線自治体

月

役 社 長 ︑ 名 古 屋 大 学 大 学 院 ・ 加 藤 博 和 准 教 授 か ら そ れ の仲間等５５０人を超える
間の利害対立や︑行政間の

つに立った松岡裕次会長は︑ で︑ＪＲ四

ぞ れ 特 別 講 演 を 頂 い た 後 ︑ シ ン ポ ジ ウ ム の テ ー マ を 題 参加者のもと︑﹁チーム地

の各種施策を図っている事

や地域住民
とともに︑地場産業・観光

温度差︑地域間の意識の差
等が壁となり︑前に進んで

材 に パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を 展 開 し た ︒ ま た ︑ 単 組 域共創﹂の形成に向けた闊
か ら の 取 り 組 み 報 告 を 受 け ︑ そ の 後 ︑ ﹁ 鉄 道 特 性 活 性 達な討議を行った︒

例が紹介された︒

て︑ＪＲのあり方︑今後や

との連携︑交流人口増加等

のみ︒今︑何をするべきな
加藤博和准教授

るべきことについての鋭い

いるのはまだわずかな地域

冒頭︑準備単組代表とし
のか︑いかなる取り組みや

﹁﹃チーム公共交通﹄形成

指摘を頂いた︒なかでも︑

ム公共交通﹂の形成に向け

て歓迎のあいさつに立った

に不可欠な︑ＪＲに期待さ

できることをやる﹂など︑

﹁全ての関係者が対等に︑
﹁鉄道特性を発揮するこ

れる役割﹂

名古屋大学大学院

ＪＲ四国労組中濱斉執行委

来賓には︑中央交運労協

改革が必要なのか﹂と参加

髙松伸幸事務局長からもご

員長︵ＪＲ連合副会長︶か
交えつつ︑公共交通を取り

出席頂き︑連帯のメッセー

者へ呼びかけた︒

巻く環境と課題認識︑そし

らは︑四国・香川の紹介も

て今シンポジウムの開催趣

「底上げ・底支え」「格差是正」を持続

̶ 福島の地で被災地復興を祈念 ̶

付けた研修なら労働時間

Ａ ２は会社が参加を義務

になるが︑社内で行われ

ているからといって必ず

しも参加義務があるとは

なるわけではありません︒

言えず︑常に労働時間と

３は︑出張先まで移動す

ればよいだけで︑別の場

所に立ち寄ったり︑移動

中に仕事以外の作業︵読

書や居眠り︶をしてもか

まわず︑労働から解放さ

れていると言えます︒こ

れに対し４は︑自ら車を

とは﹁使用者の指揮命令﹂

運転して客先に向かうこ

の下にあり︑労働時間に

よって解答は︑１と４

なります︒

︻正答率 ・３％︼

になります︒

1,48ヶ月
12/7支払

地域の公共交通会議・協議

2.5ヶ月以上
2.64ヶ月
2月13日（年4ヶ月以上で夏1.5ヶ 2月13日 （年4ヶ月で夏1.36ヶ 11月25日
月支給との差分）
月支給との差分）

会への積極参加の必要性な

貨物鉄産労

とが極めて困難なエリア﹂

2.6ヶ月
12/10支払

における交通政策のあり方

3.0ヶ月
12/10支払55歳以上の 11月20日
加算措置

ジを受けた︒

9月21日

旨の説明が行われた︒

JR九州労組

過去問より出題︶

︵ ２０１４ワークルール検定

1.87ヶ月
12/4支払

ど︑鋭くそして熱い講義を

（年5.38ヶ月）
2.69ヶ月
12/10支払

に焦点を当て︑具体的な事

2.3ヶ月
2.3ヶ月
10月18日 （55歳以上＋3万円） 10月15日（55歳以上＋3万円）11月17日
12/7支払
12/4支払

の太田和博教授︵ＪＲ連合

ＰＴアドバイザー︶の司会

全国で活動を展開する私

で進められた︒

鉄総連と先駆的な公共交通

3月18日

特別講演

大学院の加藤博和准教授︑

政策を展開している高松市

年5.7ヶ月

◆第一部

私鉄総連の池之谷潤交通政
策局長︑高松市市民政策局

より︑組織としての取り組

2月5日

頂いた︒
高齢化と人口減少︑そして

パネリストとして小川淳

の板東和彦交通政策課長︑

み内容の紹介がなされ︑闊

年5.7ヶ月
※年5.48ヶ月で妥結済

例紹介を交えながら︑
﹁チー
高速道路網の発達等によっ

也衆議院議員︑名古屋大学

ＪＲ連合からは上村良成総

達な討議がなされた︒

連合副会長︶より︑﹁チー

3.0ヶ月
12/10支払

四国エリアでは︑急激に

半井真司代表取締役社長

て︑公共交通を取り巻く環

すく示すことを期待する﹂

合組織・政策局長︑コーディ

ＪＲ九州労組・延時勝敏

ム公共交通﹂の輪を拡げ︑
めていくことを全体で再確

11月6日

ＪＲ四国
﹁四国家の一員として 〜

境は極めて厳しく︑鉄道特

とエールを送った︒

ネーターとして︑専修大学

パネルディスカッション

わざわざ乗りに来て頂ける

議事では執行部の提案に

◆第二部

鉄道をめざして〜﹂

対して︑６産別の委員から

ＪＲ２単組とＪＲ連合からの

副委員長︑ＪＲ西労組・宮

そして﹁チーム地域共創﹂

◆第三部〜第四部
年度活動計画﹂﹁２０１７

野勇馬政策・調査部長から

を実現するべく︑全ての組

認した︒

3.1月
12/10支払

17
12

化プロジェクト﹂の中間答申の骨子を報告した︒

連合は︑ 月 日︑福島
市で第 回中央委員会を開
催し︑２０１７年度の活動

制度・政策課題を中心とす

年度予算案﹂が審議され︑

は︑単組での取り組み報告

合員︑関係者が主体的に組

冒頭︑執行部を代表して
神津里季生会長が挨拶に立
ち︑①被災地の復興・再生
に向けて︑②参議院選挙と
政治の課題について︑③現
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JR四国労組

3.0ヶ月
12/9支払
10月1日
55歳以上の加算措置

方針を決定した︒﹁ＳＴＯ
Ｐ ＴＨＥ 格差社会！すべ

いずれも承認された︒その

と合わせ︑政策実現に向け

織的に︑連携・協力を行っ

市朗中央執行委員長︵ＪＲ

報告・課題提起

ほか︑役員の欠員に伴う補

ての課題提起が行われた︒

ていくこと︑そして健全で

る発言があり︑﹁２０１７

充選挙︑﹁クラシノソコア

ＪＲ連合からは︑政所政

建設的な労使関係の重要性

﹃安心社会﹄を切り拓こ

ての働く者を連合の輪へ

ゲ応援団！ ＲＥＮＧＯキャ

策・調査部長が︑﹁日本の

う！﹂を基調に︑運動を進

ンペーンに関する特別決議﹂

公共交通のあり方﹂をテー

についての相互確認・共有

の採択を行った︒
最後に︑参加者で団結ガ

化が促された︒

10月15日

境を構築し︑日本経済・社

マに活動を展開してきてい

3.1月
12/9支払

特性活性化プロジェクトの
る﹁鉄道特性活性化プロジェ

JR東海ユニオン 10月12日

会への貢献を果たすことが

ンバローを三唱し︑﹁底上

3.18ヶ月
12/4支払

できるよう︑今後も中長期

げ・底支え﹂﹁格差是正﹂

下の政策運営と﹁働き方改
革﹂について︑④春季生活

11月17日

設置趣旨でもある︑ＪＲを
クト﹂の中間答申の骨子を

3.33ヶ月
12/4支払

ＪＲ連合は今後も︑より
の流れを持続させ︑社会に

10月26日

的視点に立って政策活動を

ることを国民・有権者に明

3.4ヶ月
12/2支払

はじめとした交通・運輸労

年３月に結党した民進党に

10月26日

働者が将来に亘り誇りを持っ

闘争について︑⑤クラシノ

JREユニオン

広く強く内外に訴え︑うね
報告した︒

2.03ヶ月
12/14支払

りを創り出す取り組みを継

広がりを持った運動を展開

11月27日

最後に︑ＪＲ連合政策委

していくことを全体で確認

2.8ヶ月
12/11支払

展開していく︒

確に示すことが最も肝要︒

10月28日

て働くことができる産業環

民進党がめざす社会像や国

2.4ヶ月
12/14支払

続的に展開していく︒鉄道

は︑﹁目先の利益にとらわ

妥結内容

10月31日

員長であるＪＲ西労組荻山

れることなく︑責任を持っ

妥結日

ＪＲ北労組

１

ソコアゲに向けた組織力・

要求内容

知って活かそうワークルール㊵

発信力の強化等について所

要求日

労働基準法上の労働時間について、正しいものをすべて選び
なさい。

Ｑ

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

12

10

連合第73回中央委員会

多角的な意見交換から、Ｊ Ｒの今後のあり方
を深く感じたパネルディスカッション

し合った︒

要求内容

2月8日

「チーム公共交通」の輪を拡げ、
「 チーム地域共創」を提起
した第12回政策シンポジウム

の方向性を国民に分かりや

要求日

JR西労組

2015年

2016年

14

て政権を担いうる政党であ

2016年
「年末手当」
要求状況表
（10月31日現在）

使用者と労働者との間で、終業時刻後に働いても労働時間
とは扱われないと合意していた場合であっても、終業時刻後
に上司の指示で仕事をしていたならば、その時間は労働時間
として扱う必要がある。
２ 終業時刻後に実施される研修会に参加した時間は、会社の
事業場内で行われる場合には、常に労働時間になる。
３ 公共交通機関を使って出張した場合、出張のための移動時
間は原則として労働時間になる。
４ 営業車を運転して会社の営業所から客先の事業所に移動し
た時間は労働時間にあたる。

単組名

10

信を示した︒とりわけ︑今

川本会長代行(写真左)の音頭で団結ガンバロー三唱

●発行者／松岡裕次 ●編集者／中山耕介
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73

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

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）11月1日

ＪＲ連合
（１）第 531 号（毎月1日、15日発行）

２０１６連合中央女性集会・第３回ＪＲ連合女性役員意見交換会

り組みや︑
各種制度
などにつ

連合中

青女組織から女性役員 人

換会に各単組本部基本組織・

れた︒労働組合が職場の課

取り組みの必要性が提起さ

の女性の底上げにつながる

などで働く人も含めた全て

女性だけでなく︑中小企業

いて︑一部の管理職になる

組合活動

員として

性組合役

また︑女

し合った︒

報を共有

いても情

央女性集
における

活動への勇気をもらい︑視野が広がる
月 日〜 日︑２０１

会では︑
題を把握し︑長時間労働を

が参加した︒

今年４月

加しやすい活動にするため

悩みや︑

の工夫などについても意見

はじめ働き方の改善につな
例報告があり︑女性の労働

に施行さ

環境の底上げのためには基

女性が参

活躍推進
を交換した︒

げていく取り組みなどの事

法に伴い
盤となる﹁安心﹂が不可欠

れた女性

女性が働
であることを実感すること

翌 日は︑参加者らは国

き続ける
会を訪問し︑７月の第 回

矢田議員からは︑労組役

の懇談会を実施した︒
員出身の女性議員というこ
ともあり︑女性役員として

集会終了後には︑第３回
も支援して当選した矢田わ

参議院議員選挙でＪＲ連合

相談を受ける事柄を国政レ

こと︑日 頃 女 性 組 合 員 か ら

解決しながら現在に至った

女性が働く課題を少しずつ

働環境の
となるＪＲ連合女性役員意
か子参議院議員︵電機連合

ができた︒

整備に注
見交換会を開催し︑各単組

ベルで改善していくことの

ための労

目が集ま
パナソニック労組出身︶と

る高揚感を抱いた︒

く上で視野の広がりを感じ

が今後の活動を展開してい

づけられるとともに︑各々

らは矢田議員の言葉に勇気

伺うことができた︒参加者

重要性など貴重なお話しを

実感することができた︒

がりが生まれていることを

ずつ構築され︑活動にも広

同士のネットワークも少し

組で活動していた女性役員

回目となり︑それぞれの単

女性役員意見交換会も３

ＪＲ連合は︑政策研究フォー
ラムの活動に参画している︒
月 日〜 日︑中山政治
部長は第９回海外調査団と
して連合に集う他産別の仲
間らとともに︑スペインの
首都マドリッドとイタリア
の首都ローマを訪問した︒
スペイン大手銀行グルー
プのビルバオ・ビスカヤ・
アルヘンタリア銀行︵ＢＢ
ＶＡ︶と︑イタリア国際問
題研究所およびイタリア中
央銀行の各研究員らと︑イ

東労組内への革マル派浸透

その正体〜﹂においてＪＲ

集団革マル派〜見えてきた

﹁焦点︵２５８号︶過激派

回顧と展望﹂や警察庁の

公安調査庁﹁内外情勢の

運輸省と警察庁を追及した︒

規律の乱れなどについて旧

修センター問題および職場

革マル疑惑をはじめ白河研

関係に触れ︑ＪＲ東労組の

に立ち︑ＪＲ東日本の労使

ＪＲ完全民営化関連で質疑

︵旧民主党・岐阜県︶が︑

最近の革マル派のＪＲ内

とも私は聞いております︒

部被疑者を逮捕して捜査中

る︑ＪＲに関する事件の一

資料が大量に押収されてい

を掲載するなどの動向が見

両国はともにＥＵに所属

今後もＪ Ｒ連合加盟単組の皆々

に向けて取り組んでいます︒

様からの温かいご指導を頂戴出来

ホテルグランヴィア大阪労働組

合は︑２０１４年５月に結成した︑

大阪駅へお越しの機会がござい

れば幸甚です︒

ましたら︑是非お立ち寄り下さい︒

３年目を迎えたばかりの︑まだま

会社は︑Ｊ Ｒ大阪駅直結の利便

だ未熟な労働組合です︒

性の高い都市型ホテルとして︑日々

皆様のお越しを心よりお待ちして

イタリアでも２０１１年

経済状況が改善している︒

以降に財政健全化策をはじ

白記 宏之︼

ら︑両国ともに失業率は高

を上げている︒しかしなが

り︑少なからず国民・労働

雇規制の緩和を断行してお

日本でも検討されている解

た労働市場改革では︑現在

聞くことができた︒

感は高まっているとの話も

者からの政府に対する不信

水準で︑特にスペインの若

造改革として取り組んでき

とりわけ︑両国ともに構

ている︒

年層の失業率は ％となっ

︻執行委員長

い致します︒

今後も引き続き︑よろしくお願

国内外のお客様をお迎えしていま

人︑組合員数３２

います︒

現在執行部

す︒

８人︵男性２１２人︑女性１１６

人︶皆で力を合わせ︑日々精力的

に活動に取り組んでおります︒な

んと言っても︑誕生して間もない

労働組合ですので日々︑勉強させ

先ずは︑組合員の為の労働組合

ていただく事ばかりです︒

であるという事を全組合員に理解

していただけるよう︑執行部を中

心と致しまして︑各部とのディス

カッションを定期的に開催し︑意

見交換︑情報交換の中で︑日頃皆

が抱える問題等を拾い集めて︑会
響や︑両国が取り組んだ財

での男女平等参画推進の取

うになっているのか︑その

について意見交換を行った︒ にむけて増税と財政緊縮政

政政策や労働市場改革など

策を実施し︑金融改革や労

る中にお

点についても御報告いただ

働市場改革などの構造改革

社への改善要求も含め︑問題解決

きたいと思います︒

また︑併せて両国の日本大

を行ってきた結果︑現在は

ギリスのＥＵ離脱問題の影
公然部門による違法行為も

使館を訪問し︑両国内の諸

の対立動向に絡みまして非
引き起こしております︒具

○政府参考人︵警察庁警備

情勢についての意見交換も

○政府参考人︵警察庁警備

体的には︑平成７年の 月

局長︶

Ｒ東労組への浸透が一段と

ＪＲ内の労組運動に大変

ごろに︑電話の盗聴を目的

やＪＲ連合傘下のＪＲ西労

に対して警鐘が鳴らされ︑

革マル派は︑ＪＲ労組内

ついに国会においてもＪＲ

活動を通じまして︑警察と

16

６連合中央女性集会と第３
回ＪＲ連合女性役員意見交

民主化闘争 ６

強い関心を示しておりまし

としまして鉄労友愛会議議

組役員宅に侵入した事件を

長策︑歳出見直し等の政策

よる金融緩和政策によって︑ め︑労働市場改革︑経済成

しており︑欧州中央銀行に

を実施し︑２０１５年はプ

しましては御指摘の労働組

これまでのこうした警察
から９年の５月に国労執行

への住居侵入事件を︑それ
委員長宅への住居侵入事件

合︵ＪＲ東労組︶に対して
革マル派が相当浸透してい

をそれぞれ引き起こしてい

ると見ているところでござ

１１年以降︑経済危機克服

て︑これまでも機関紙等

検挙したりいたしました一

ユーロ安による輸出の下支

ラス成長となり一定の成果

局長︶

摘発しました革マル派のア

︵革マル派機関紙等︶にお

長宅に対する電気通信事業

方︑ＪＲ総連東労組内にお

えなどから景気改善の傾向

んです︒また︑警察当局が
ジトから︑今もお話があっ

法違反事件等︑それからま

ける革マル派組織の実態に

にある︒スペインは︑２０

組織運動にどういう取

できる範囲であったら

革マル派が国労の役員宅

たわけですが︑ＪＲ関係の

た盗聴器の設置︑資料の窃

つきまして解明を進めてい

◆

昨年の１月に公安調査庁

御報告いただきたいと

警察としましては︑これ

るところでございます︒

◆
この質問を皮切りに︑国

います︒

会でもこの問題が繰り返し

行った︒

きましてＪＲ総連やＪＲ東

年８月に国労書記長宅への

られるところでございます︒ 取を目的としまして平成８

労組を支援︑擁護する記事

住居侵入事件を︑同じく

進んでいると記されている

（ＪＲ西日本連合）

ホテルグランヴィア大阪労働組合
るところでございます︒

東労組への革マル疑惑が取

ＪＲ東労組革マル疑惑を国会で追及

22

月にＪＲの西労組委員長宅

り組みをしているか︑

考人の回答﹀

が出しました﹁内外情勢の

思います︒

状況が把握できて報告

員懇談会の事務局長であっ

回顧と展望﹂において︑Ｊ

○山下議員

ＪＲ内の組合の中で︑

︿山下議員の質問と政府参

り上げられた︒
２０００年 月︑参議院
交通・情報通信委員会にお

16

21

いて︑当時ＪＲ連合国会議

10

10

10

特 集
た山下八洲夫元参議院議員

らＪＲ関連事件に関しまし
公然部門の活動家３名を逮

取り上げられることとなり︑

て︑これまで革マル派の非
捕いたしまして︑現在４名

政府や警察はその都度ＪＲ
総連・ＪＲ東労組への革マ
ル派の浸透を明確に答弁し

※借家にお住まいの方のみ

スペイン・イタリアの
財政政策・労働市場改革の
実態を学ぶ
を指名手配しているところ
でございます︒
具体的にＪＲ総連東労組

○山下議員

Ｊ Ｒ大阪駅に直結するホテルグランビア大阪
（手前）
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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

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。

48

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。

政策研究フォーラム第９回海外調査団
ている︒

火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。

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

22

女性が働く課題解決向け矢田参議院議員（前列中
央）と意見を交わした

10

11
と革マル派の関係︑どのよ

金融機関研究員との意見交換を行う中山政治部長（中央）
【スペインにて】

男女平等参画推進の取り組み等を意見交換

22

11

グループ
労組紹介

24

国会で質問する山下元議員

第 531 号（２）

ＪＲ連合
平成 28 年
（2016）11月1日

