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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！
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ＪＲ最大産別の責任と自覚を持って運動を展開します
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２０１７年はＪ Ｒ発足から 年︑Ｊ Ｒ連合結成 年を迎えることとなる︒第 回定期大会から約半年が経過
し︑松岡裕次会長にこの間の運動の振り返りと︑新たな年の決意を聞いた︒最優先課題である安全確立にむけ
た課題︑２０１７春季生活闘争に臨む意気込み︑さらには︑Ｊ Ｒ北海道における鉄道事業の見直しをはじめと
する地域公共交通の確立︑整備新幹線︑民主化闘争などの組織課題︑来るべき衆議院解散・総選挙に対して︑
ＪＲ最大の責任産別として取り組む決意を語った︒
新たな年を迎え︑Ｊ Ｒ連合が掲げるＪ Ｒ労働界の一元化︑ 万人組織達成にむけて︑大きく飛躍する１年と
なるべく︑ＪＲ連合一丸となって取り組みを展開していく︒

旧国鉄長期債務処理問題、
Ｒ連合総力で、ときには政

に取り組んできました。Ｊ

の完全民営化にむけた課題、 グループ会社の組織化など
整備新幹線やリニアの課題
などに取り組んできました。 治に働きかけながら、まさ

ポジウムで提言したさらな

る安全性向上にむけた取り

組みをもとに、「安全指

針（改訂版２０１６）」を

策定し、第 回定期大会に

お いてご確認いただきまし

た。今後、重大事故防止ハ

ンドブックについても改訂

作業を進めているところで

す。こうした機材を活用し

ながら労働組合として職場

事象をみると、確かに発生

積み上げてきたことについ

からの安全確立にむけてよ

ていきます。あ わ せ て 、 本

り一層の取り組みを強化し

今後もＪＲ最大の責任産別

象が繰り返えされていると

すが、残念ながら同様の事

にダイナミックに運動を繰

としてＪ Ｒ連合運動を展

ては自信と誇りを持ちつつ、 の都度、対策は進めていま

り広げてきました。しっか

組織課題としては、ＪＲ総
し上げたいと思います。
連への革マル派浸問題をは

中山教育・広報部長

安全シンポジウム」の充実に

りと過去を振り返り、反省

思います。労働組合として、 年 月開催予定の「第 回

すべきは反省し、この間、

安全最優先の風土づくりを

じめとするＪＲ労働界の一

開していきたいと思いま

元化にむけた民主化闘争、

す。

ＪＲ連合は１９９２年５

謹 ん で
新 春 の ご 挨 拶 を
申 し 上 げ ま す

全国交運共済生協として名称変更して︑本年４月

１日に 周年を迎えます︒Ｊ Ｒ連合をはじめとする

加盟組合の皆さまに支えられて︑今日を迎えること

ができています︒今後もＪ Ｒ職域共済として﹁助け

合い﹂﹁相互扶助﹂の精神に則り事業を行い︑職場

に働く皆さまとそのご家族の福祉向上に取り組んで

本年も共済運動の発展に向けて邁進してまいりま

まいります︒

坪井 義範

すので︑よろしくお願い申し上げます︒

交運共済理事長

総合医療共済

月の結成大会で、ＪＲ労動

地震風水害共済

本年はＪＲ発足 年とと

葛野ＪＲ連合会長が賀詞交

界は三極構造のままとなっ

期大会であらためて「ある

に改善され、他労組からの

自 賠 責 共 済

もに、ＪＲ連合を結成して

安全の確立にむけては、

歓会の挨拶の中で、「ＪＲ

るとともに、国鉄入社世代

べき労働組合像 労
･ 使関係
像」を掲げ、健全かつ建設

借家人賠償保障

取り組んでいきます。
ません。本年もエリア連合

マンエラー

労働者の現況は三極構造下

ています。職場規律の是正

が大量退職する中で、次代

的な労使関係の構築を提起

マイカ ー 共 済

推進していかなければなり
災事故も増加傾向にあるの

どれだけ取り組んでも終わ

は結果であ

にあり、ＪＲ労働者の社会

へ民主化闘争を引き継ぐた

しました。本年は、ＪＲ連

個人賠償保障

運動の新たな創造をはかり、

りはありません。引き続き

輝ける確かな明日にむかっ

における安全ディスカッショ

「すべてのＪＲ関係労働者

中山教育・広報部長

り、原因で

的地位は低くおかれている。 や差別的な取り扱いが大幅

めにも、今一度、民主化闘

合・当該単組・支援単組が

きると考えています。

はない」と

争の火を再燃させることの

一昨年の第 回安全シン

の姿勢で安

るものの、まだまだ道半ば

労組一辺倒の労政が敷かれ、 組織拡大も一定の成果はあ

東日本においては、ＪＲ東

と言わざるを得ません。

必要性を感じていました。

入 院 共 済

から 年を迎える年です。

ンの強化を図りつつ、Ｊ Ｒ

の死亡事故・重大労災ゼ

この大きな節目にＪＲ最大

が現状です。グループ会社

各社・グ ル ー プ 会 社 と と も

ロ」を目標とする安全最

安全の取り組みに終わりはない

や協力会社の社員が受傷す

に協力会社にもアプローチ

て、歴史的な第一歩を踏み

るケースが多く、ＪＲ・グ

を図りながら、職場からの

の責任産別の会長としての

ループ会社・協力会社の三

優先の取り組みを、常に、

出しました。この間、自由

位一体で安全を創り上げて

安全確立に取り組むことと

にして民主的な労働運動を

いくことが必要です。しか

します。

思いをお聞かせいただき、

し、労働災害とインシデン

その後、安全、政策、組織

死亡事故は発生していませ

トとともに、昨今発生する

ひたすら愚直に取り組むのみ

んが、大事故に繋がりかね

基調として、経済的・社会

ない事象も多く発生し、労

的地位の向上をめざし、Ｊ
ここからは安全、組織、

などの課題についてお聞き

政策などの課題ごとに会長

したいと思います。
課題の解決にむけて運動を

Ｒに関わる政策課題、組織
展開してきました。政策課

の所感と決意などについて

松岡会長
先ず、４月の熊本地震に

お聞きします。まずは安全

愚直に進めていくことに尽

おける被災組合員への救援
題としては、ＪＲ三島・貨

全性向上に

そこに働く組合員が辛酸を

ＪＲ連合の会長となって

類焼損害保障
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えました。こ の 「 民 主 化 闘

主化をしよう」と力強く訴
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中山教育・広報部長
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組織課題の取り組みについ

は、今日ま
針」や「重大
労災防止の

合は民主化当該単組と一体
となって様々な取り組みを

に進めてき

ＪＲ労働運動の社会的地位

１９９９年１月、当時の

松岡会長

ました。大

しかし、いまだＪＲ労働

会以降、幸

三位一体となった「民主化
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構築していく運動を行って

への総結集に向けた道筋を

組織拡大を図り、ＪＲ連合

に展開し、一人でも多くの

闘争」の取り組みを具体的

むけた取り組みを通じてＪ

積極的な政策課題の解決に

全力を傾注してきました。

ており、その実現にむけて

込んだ政策提言活動を行っ

のＪＲ産業を俯瞰した踏み

強く求めていきたいと考え

冷静な判断と労政の転換を

連が相応しいのか、各社の

のパートナーとしてＪＲ総

透を座視していいのか、真

ても、今後も革マル派の浸

あるＪ Ｒ連合「 万人組織」 いては、これから賃金対策

ことにより、当面の目標で

これらの課題を克服する

り組みとなっています。

ア連合への結集は重要な取

があり、その組織化やエリ

つ、具体的な要求内容につ

等の改正の動向に注視しつ

正」を柱とする労働基準法

同一賃金」「長時間労働是

して進めている「同一労働

労働者の労働条件向上、賃

くても、すべてのＪＲ関係

と、たとえ経営状況が厳し

求を掲げることは当然のこ

な成果配分を求めてベア要

社業績が黒字であれば公正

おいては、労政が固定化し

東日本、ＪＲ貨物の３社に

また、ＪＲ北海道、ＪＲ

行っていきたいと考えてい

を抱く組合員に働きかけを

せ、ＪＲ総連の運動に疑問

Ｒ総連との違いを顕在化さ

組合未結成のグループ会社

はじめとして、多くの労働

九州エリアや東海エリアを
次第です。

各級機関の奮闘を要請する

るものと確信しています。

また、ＪＲグループには、 万人連合」への道筋に繋が

達成、延いては「１０００
委員会で議論し、２月２日
大の一助となり、社会的使

金引き上げをめざし内需拡

連合が掲げる「底上げ・

することになります。
開していきます。

あげていくとともに、グルー

ループ全体で春闘をつくり

にも波及効果があるＪＲグ

り、引き続きグループ労組

の柱となるものを持たせる

業務再編などによって収入

るように、グループ会社の

労働条件の改善に繋げられ

グループ会社で働く仲間の

「格差是正」については、

ついても一緒に議論してい

また、グループ労組間の

プ労組の賃上げに対して様々

ようなこともＪＲ各社やグ

底支え」「格差是正」を図

命を果たすような運動を展

の第 回中央委員会で決定

ています。

ている状況がありますが、
ます。併せて、３社に対し

２０１７春季生活闘争に
な角度から積極的に支援体

２０１６春季生活闘争に

Ｒ関係労働者の労働条件向

勢によってＪＲをはじめと

あります。そうした社会情

中でも有識者から提起があっ

第１部（13：00～14：30）

新春セミナー

（東京大学社会科学研究所）

第２部（15：00～17：00）

賀詞交歓会

ます。圏域内および他圏域

す。第４次産業革命による

化されるとも言われていま

転の自動車が実用化・市販

合国会議員懇談会」や「

策集団」として、「ＪＲ連

を見据え、ＪＲ連合は「政

民らとともに地域公共交通
のあり方についての議論に
そこで働く労働組合も、同
じ地域の一員として、その
議論に積極的に加わってい
くことが必要不可欠である
と思います。働く者の立場
として提案できることがた
また、２０１７年３月末

くさんあるはずです。

民、利用者の皆様から信頼

て誕生したＪＲ各社は、国

をめざした国鉄改革によっ

今後も国民の皆さんの足を

がら、私たちＪＲ産業は、

とも言われます。しかしな

的に企業の栄枯盛衰は 年

ルシフトプロジェクト」に

クト」、「貨物鉄道モーダ

島・貨物経営安定化プロジェ

ロジェクトを設置し、「三

ることを目的に、３つのプ

題提起を行ってきました。

ム地域共創」を柱とする問

公共交通」形成による「チー

通の実現にむけた「チーム

み、持続可能な地域公共交

国土交通の３大臣への要請

できました。財務・総務・

る意見書採択にも取り組ん

とともに、地方議会におけ

とした署名活動に取り組む

ても全組合員と家族を対象

貨物の税制特例措置につい

に期限を迎えるＪＲ二島・

される公共交通機関として

担うという役割に何ら変わ

今のＪＲ北海道の鉄道事業

場からＪＲの抱える中長期

ＪＲ連合は、働く者の立

ず公共交通全体を視野に入

して、鉄道の将来のみなら

ロジェクト」の中間答申と

と減災・防災の課題や鉄道

道施設の被災に対する復旧

発生する自然災害による鉄

線の必要性と整備計画への

だと言えます。
いろんな場所で四国新幹
市一極集中と地方の過疎化

格上げを訴えてきています

いずれにしましても、先

間を結ぶ交通ネットワーク

自動運転技術の進歩は近未

思います。

の幹線として、大量輸送、

来の交通体系に大きな影響

共交通事業者が自治体や住

高速性、安全・安定性の鉄

インフラであると考えてい

のひとつとなる重要な社会

域活性化の強力なエンジン

が、新幹線は経済発展や地
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るようなＪＲ連合総がかり
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ざし業種ごとに賃金の到達
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は初めて、グループのみな

０１８）」を策定してきま「政策集団」として
した。
公共交通のあり方を
強力に発信

んできました。また、ＪＲ

取り組みについてお聞かせ

を受けてきました。ＪＲが

的な「格差」が広がりつつ

ください。

中山教育・広報部長

松岡会長

１９８７年「鉄道の再生」 発足して 年となり、一般

の役割を担うよう、地域密

見直しの議論は、ＪＲ北海

し た 。 まさにＪ Ｒ連合が一

ついては既に最終答申を内

丸となって取り組んだ成果

外に明らかにし、現在、

も一部では同様の問題を抱

りはなく、時代の変化に合

着型の経営を志向し、国鉄

産業へ進化を遂げる必要が

ます。昨年 月には「第

えています。毎年のように

わせながらもより魅力ある

時代と比べて大幅な運行本

あると考えています。そ の

回政策シンポジウム」を開

行動も含めて積極的に取り

数増加やサービス改善を行っ

積み重ねを通じて、鉄道の

催し、「 鉄 道 特 性 活 性 化 プ

組み、与 党 の 税 制 改 正 大 綱

てきました。また、ＪＲ貨

持つ特性をより発揮できる

道に限ったことではありま
物も物流を支える役割を担

Ｊ Ｒグループをつくってい

せん。Ｊ Ｒ四国もＪ Ｒ九州
うべく経営努力を重ね、利

「鉄道特性活性化プロジェ

用者・国民から信頼を得て

かなければなりません。

クト」に鋭意取り組んでい

きました。一方で、超少子

に反映させることが出来ま

す。

組では４単組、グループ労

住所  東京都港区海岸1－11－2

ＪＲに働くすべての労働者

ベイサイドホテルアジュール竹芝

２０１７春季生活闘争の

場

考えています。また、政府・

２． 会

組では 単組がベアを獲得

２０１7年１月６日（金）

の地位向上と待遇改善をめ

時

施設の老朽化対策の課題に

高齢化・人口減少と、大都

JR北海道の信頼を回復させ再生を図るべく毎年開催しているJR北労組「JR北海道
の再生をめざす安全集会」（11月27日）

ニア中央新幹線の建設を推

北陸・九州新幹線およびリ

と考えています。北海道・

たな技術革新においても上

と思います。このような新

を及ぼすことは間違いない

と連携を密にしながら政策

方議員団連絡会」所属議員

フォーラム」および「地

世紀の鉄道を考える議員

んでいきたいと考えていま

課題の解決にむけて取り組

す。

手く対応していく必要があ

術を活かして公共交通が発

ると思います。もちろん技

参りたいと思います。

さらには、 年先、早け

れば５年先には完全自動運

を考える議員フォーラム」

の所属議員をはじめ、連合

が推薦する候補者の全員当

選をめざして取り組んでい

めとする諸課題を解決する

ＪＲ連合の政策課題をはじ

と密接な関係にあります。

つでもあることから、政治

重要な社会インフラのひと

なりません。ＪＲ産業は、

散・総選挙に備えなければ

ちは来たるべき衆議院の解

最後になりますが、私た

世紀の鉄道

ません。「ＪＲ連合国会議員

なっていると言わざるを得

で、すべてが決まる状況と

保障制度などは、その最た

どおり、まさに税制や社会

でいられない」という言葉

は無関心でも政治に無関係

頭に立って奮闘していくこ

るとともに、また、その先

まりにも民意からほど遠く、 が一致団結し、諸課題の解

るものであるとも言えます。

とをお誓いしたいと思いま

まさに一強体制の「数の力」 決に取り組むことを要請す

しかし、今の政治状況はあ

す。ともに頑張りましょう。

◇

えています。

議論を深めていきたいと考

立していくことについても

ＪＲ連合の組織内候補を擁

きたいと思います。加えて、

うえでも政治との関わりは

懇談会」や 「

ＪＲ連合８万１０００人

必要不可欠です。「政治に

松岡会長

政治に強力に働きかける

諸課題の解決にむけて

展していくようにもなると

進する取り組みを展開して

21

２０１７春季生活闘争

          13：00〜17：00
１． 日

意気込みなどについてお聞

２０１7賀詞交歓会のご案内
も同様に、また、本州３社

新たな年の決意を語る松岡裕次会長

容

29

れた取り組みの必要性を鑑

12

３． 内

10

的政策課題を提起し解決す

10

ハバタコウミライヘ
（羽ばたこう未来へ）

４面「とり年クロスワード」解答

30

10

38

が同時進行し、地域や経済

21
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各単組とグループ労組の格
組合員・家族などで取り組んだ署名を持って税制特例措置に対する要請書を麻生財務大
臣に手渡す（11月16日） 11月末現在 署名68,407筆 意見書採択67地方議会
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２０１６年

国内・海外

次ぐ最大震度７（４月）。

得し、蓮舫氏を代表に選出。

で、過半数のポイントを獲

民進党臨時党大会
（９月）

■民進党代表に蓮舫氏

交通寸断、野菜高騰も

九州も相次ぐ台風で被害。

大ニュース

■参院選で与党大勝

国内 大 ニ ュ ー ス
■ＳＭＡＰ解散へ
（前
第 回参議院議員選挙で、 幹事長には、野田佳彦氏
半数を大きく上回る議席獲

む）、負傷者約２５００人、 自民・公明の与党が改選過
党共闘の考え方をめぐり、

総理）を指名。民進党の野

死者１３０人超（関連死含

プＳＭＡＰが独立騒動、謝
建物損壊 数万棟。被災地

国民的人気アイドルグルー
罪会見（１月）。ファンや
連合との関係に注目
陥没

■博多駅前の市道︑大規模
ＪＲ博多駅近くの中心街

得。安倍暴走政権ストップ
るも議席を減らす（７月）
で幅 ｍ、長さ ｍ、深さ

訴えた野党も全国で奮闘す

疑惑の舛添前知事辞職で
台風 号による河川氾濫

■相次ぐ台風︑各地で被害

へ全国から熱い支援続々

小池知事誕生（７月）。築

■揺れる首都・東京

界に一つだけの花」
地市場の豊洲移転延期や五

きもきの中、修復ならず解

■スキーバス転落事故

散へ。も う一度 聴 き たい「 世

10

崖下に転落（１月）。乗客

スキーツアーの貸切バスが

長野県軽井沢町の国道で

による巨額ツケ露わに

浮上。都民無視の歴代都政

輪会場見直しなどの問題次々
１週間後に復旧
人が死亡（８月）。北海道、 工事が原因。

になるなど岩手県中心に

で高齢者施設入居者が犠牲

30

として初めて被爆地・広島

オバマ大統領が米大統領
訪問（５月）。「核なき世

中国が南シナ海で人工島
建設や軍事拠点化進め、尖

界」訴える

■摩擦生む中国の海洋進出

験２回、弾道ミサイルの相

閣海域での領海進入も相次

北朝鮮、昨年だけで核実

ナス金利導入（２月）

ぐ（１月～）。他国ないが

新青森︲新函館北斗間

■英国民の意思はＥＵ離脱
貧困と差別、不満を背にし

しろの横暴に世界が警戒感

広げた米大統領選（ 月）。
民選手団の挑戦に感動も、

た醜い争いの末に暴言王ト

月）。超人たちの活躍や難
日米通算４２５７安打の

禍根残すドーピング問題

ランプ氏当選。今年１月に

■イチロー︑記録次々と
Ｐ・ローズ越え（６月）、

■品格なき米大統領選

国民投票でまさかの欧州
（６月）。残留を訴えたキャ

米大リーグ３０００本安打

連合（ＥＵ）離脱賛成多数
資料、世界で公表。各国の

メロン首相は辞任表明。１

中米パナマから流出した

大国、隣国入り乱れ内戦続

要人・著名人に税金逃れと

達成（８月）。重ねる努力

政府・反政府、テロ集団、

■内戦激化︑増える難民

（１４９㎞）が開通（３月）
。 界が眉ひそめ、制裁を強化
東京から新函館北斗まで
２分で結ぶ。北海道から九

くシリア（１月～）。増え

９９３年発足のＥＵに大き

（８２４㎞）を最速４時間
州までが新幹線でつながる

巨額私財隠匿疑惑が発覚。

第 代米大統領に

続ける難民に欧州で排除と

史上最悪の中傷合戦繰り

■２度の震度７︑熊本地震

な転換点

と記録に世界が拍手

首相辞任の国も（４月）。

■世界揺るがすパナマ文書

次ぐ発射（１月～）。孤立

■核と弾道弾もてあそぶ北

■核なき世界を

大ニュース

（

月）
。市営地下鉄の延伸

ｍにわたって市道が陥没

27

深める裸の王様の暴走に世

賃金上がらず消費は低迷。

海外

の大学生 人、乗員２人が
死亡。バス運行会社の安全
管理体制が問われる
大企業の利益と内部留保

■破綻したアベノミクス

15
11

■北海道新幹線が開業

アベノミクス破綻隠すマイ

増えるも、雇用は不安定、

22

不寛容広がる

第

回中央委員会の開催について

１ 日時 ２０１７年２月２日（木） 時から 時まで

②中央委員 名（Ｊ Ｒ北労組２、Ｊ Ｒ東海ユニオン 名、ＪＲ西労組

①ＪＲ連合役員（特別執行委員、会計監査員含む）

４ 出席範囲

④その他

③２０１７春季生活闘争方針

②当面する活動方針

３ 議題 ①経過報告

２ 場所 北九州市「ステーションホテル小倉」

17

13

熊本・大分県を中心に相

■ＩＳのテロ︑世界に拡散
全世界で相次ぐ無差別テ
ロ。バングラデシュの発展
に貢献する邦人７人も犠牲

13

名、ＪＲ四国労組３名、ＪＲ九州労組５名、貨物鉄産労１名）

11

に（７月）。恐怖と憎悪
打ち破る人々の連帯を今

36

③特別中央委員 名（ＪＲＥユニオン１名、ＪＲ東海連合３名、ＪＲ

物連合１名）

西日本連合３名、Ｊ Ｒ四国連合１名、Ｊ Ｒ九州連合１名、Ｊ Ｒ貨

10

こそ
■南米初のリオ五輪・パラ
ブラジルで南米初の五輪
とパラリンピック（８・９

45

29

14

11

10

10
24
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