ＪＲ連合結成25周年の節目

Ｊ Ｒ連合は、６日、都内で２０１７年賀詞交歓会を
渡る必要がある。連合はか

は賃金というかたちで行き

横に広がりのある賃上げに

年度税制改正大綱」を決

方税（固定資産税等）であ

り、地方の貴重な財源だが、

３６２筆分を集約するとと

弁であり、地方は自らの単

書はまさに地方自治体の代

地方議会で採択された意見

もに、地方議会における意

全組合員対象の署名活動と関係省庁への要請行動が実る
月８日、与党は「平成

今年６月の定期大会にむけて、鉄道

してきました。この課題についても

てともにつくる「地域共創」を提唱

もう一度Ｊ Ｒ労働界に民主化の風を

ところです。昨年の定期大会以降、

てきたという自責の念を感じている

に対して内向きの取り組みに終始し

年前の２０１２税制改正

強化し、昨年度よりこれを

ＪＲ連合は各単組と連携を

新車特例や石油石炭税の還付措置等）」のＪ Ｒ連合要

に共通の各種税制特例措置の適用期限延長要望（旅客

（ 二 島 特 例 ・ 承 継 特 例 ・ 買 換 特 例 ） 」 や 、 「ＪＲ各社

貨物の経営の根幹を支える極めて重要な税制特 例 措 置

代表して政府へ直接訴えて

行い、ＪＲで働く者の声を

土交通大臣への要請行動を

日には麻生財務大臣へ、

員らと密に連携し、 月

や議員フォーラムの所属議

ＪＲ連合は、議員懇談会

る。ＪＲ連合は引き続きＪ

にあり、課題は山積してい

依然として厳しい経営状況

四国・ＪＲ貨物については

の声や各地の組合員・家族

るものとなる。全国の地方

署名活動と意見書採択の取り組みと関係３大臣への

定・公表した。

特性の活性化プロジェクトの最終答

吹かそうと、Ｊ Ｒ北海道、Ｊ Ｒ東日

により継続適用されていた

きた。こうした取り組みを

Ｒの経営安定が地方路線の

見書採択 議会分を実現し、 なる財源要求ではなく、Ｊ

申を行い、内外に明らかにしつつ、

本、Ｊ Ｒ貨物の民主化当該３単組と

「二島特例」や「承継特例」 見据えた取り組みを行って

でありました。労使のたゆまぬ努力

初めて、昨年大会から死亡労災ゼロ

回目の賀詞交歓会となります。今年

Ｊ Ｒ連合の会長になって今年で４

ないというローカル線の問題が出て

線区のＪＲ単独で維持でき

で、昨年北海道のほぼ半数にのぼる

果を出してきました。そのような中

お力添えをいただきながら一定の成

ついてＪ Ｒ国会議員懇談会の議員の

が勇気をもって民主的な労働運動を

う方々がいた中で、我々の先輩たち

クトによる非民主的な労働運動を行

後様々な組合が離合集散し、一部セ

イムラグは何かというと、Ｊ Ｒ発足

えることになります。この５年のタ

ために、２０１７春季生活闘争を、

まずはＪ Ｒ連合の求心力を高める

とご協力をお願いしたいと思います。

います。本日ご参会の皆様のご支援

付けの年、まさに節目の年と思って

年は再度巻き返しを図る重要な位置

たとの報告を受けたところです。今

総がかりの春闘を
組織拡大と民主化につなげる

かしながら重大労災が発生している

きました。Ｊ Ｒ連合としても喫緊の

年前にＪＲ連合を結

連合が掲げる「底上げ・底支え」

２０１７税制改正は、５

て重要なタイミングであり、 そして 月 日には石井国

省要請・意見交換

の反映や国土交通

２０１６交通重点政策へ

望にＪＲ連合の要望事項が

おいて、民進党内の重点要

経て、民進党税制調査会に

に向けた取り組みを展開・

とともに、政策課題の解決

解ある国会議員・地方議員

組や我々の政策活動への理

Ｒ責任産別として、加盟単

果、組合員・家族

してきた。その結

動を粘り強く展開

ど、総掛かりの活

通じた働きかけな

政党や交運労協を

択」の取り組み、

会での「意見書採

名活動」や地方議

持・発展にも直結する。各

そして地域経済・社会の維

ともに歩むグループ会社、

がる。加えて、ＪＲ会社と

え、働く組合員の利益に繋

らが各社の経営の根幹を支

効果は極めて大きい。これ

今要望事項の実現の持つ

れ、 日に閣議決定された。

与党税制改正大綱に反映さ

を要請していく。

ことなく、円滑な国会審議

議員と連携し、気を緩める

ＪＲ連合は、引き続き関係

もに審議されることになる。

国会において予算編成とと

ため、本年の第１９３通常

ては法律改正を必要とする

なお、同税制実施に際し

強化していく。

等の署名７万９，

家族等による「署

盛り込まれることとなり、

一方、Ｊ Ｒ北海道・Ｊ Ｒ

月 日には高市総務大臣へ、 たと言える。
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に加え、組合員・

きた。

改正大綱への反映に結実し
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月８日自民党と公明党の
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２０１７春季生活闘争と
民主化闘争に全力で取り組む
開催し、連合・交運労協をはじめとする各産別組織、
『格差是正』の春闘を行っ

民進党、Ｊ Ｒ連合国会議員懇談会及び議員フォーラム、 ねてから『底上げ・底支え』
てきた。今、その路線は正
しかったと政府も認めざる

友誼団体など多くの来賓が出席し新たな年のスタート

周年の今年、２０

を切った。
松岡裕次会長は、Ｊ Ｒ連合結成

取り組んでいきたい。また、

会議員懇談会の榛葉賀津也

闘争をＪＲ連合総がかりで

参議院議員（ 副会 長）、 世

ＪＲ連合を代表して松岡

同一賃金については正規と

紀の鉄道を考える議員フォー

働き方改革については、長

非正規の不合理な格差につ

ラム難波奨二参議院議員が

取り組み、組織拡大と民主

続いて、多くの来賓が出

いて是正していくように取

化に繋げていきたい」と決

席する中、労働界を代表し

り組んでいく」と、目前に

裕次会長が挨拶に立ち、安

て連合の逢見直人事務局長

挨拶に立った。

これらの成果は政治へ働き

全、政策、民主化闘争、２

争の再度巻き返しを図る重
は、「金融緩和でデフレは

控えた２０１７春季生活闘

今年も諸課題が山積する

かける強力な武器となった。 維持や地域の発展につなが

種税制特例措置の多くは地

要な位置付けの年である。
脱却できないということは

争への意気込みを明らかに

要請行動が実を結び、２０１７年３月に適用期限切れ

時間労働の是正、同一労働

ＪＲ北海道、ＪＲ東日本、
明らかになった。いくら金

中、ＪＲ各単組とグループ

を迎えようとしている「Ｊ Ｒ北海道・Ｊ Ｒ四国・Ｊ Ｒ

意を語った。

ＪＲ貨物の民主化当該３単
融緩和でお金を流してもこ

労組が一丸となり、課題解

これまでの労使のたゆまぬ努力に改

政策を出すだけでなく政策を実行に

民主化支援４単組が力を合わせてい

等の重要な税制特例措置が

のも事実です。労使で気を引き締め

大きな課題として、当該単組のＪ Ｒ

展開しようと

「格差是正」を図るＪ Ｒ連合総がか

からの想いが、今回の税制

新年あけましておめでとうござい

めて敬意を表します。また、中央リ

移していくようにしっかりと取り組

くという意思統一を図ってきたとこ

てさらに安全確立に努めていただき

北労組と連携し、Ｊ Ｒ連合の方針、

成してきました。そして、Ｊ Ｒ連合

りの春闘を展開し、そして組織拡大
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〈松岡裕次会長挨拶〉

ます。この年末年始まさに安全安定

ニアの問題、整備新幹線の問題、そ

ろです。そのような中で、昨日イー

たいと思います。Ｊ Ｒ連合は、今年

Ｊ Ｒ北労組の方針をしっかりと出し

三代目の葛野会長が、１９９９年の

と民主化に繋げていきたいと考えて

さいごに、Ｊ Ｒ発足して 年、Ｊ

の 月に広島で 回目の安全シンポ

ていきます。また、昨年 月に四国

界の民主化に取り組むことを高らか

で政策シンポジウムを開催しました。 賀詞交歓会の挨拶の中で、Ｊ Ｒ労働

います。

適用期限切れを迎える極め

ジウムを開催する予定です。しっか

まさにこのローカル線の問題をとり

に宣言しました。以来、 年で一定

Ｊ Ｒ連合への温かいご支援ご指導
にＪ Ｒ九州がＪ Ｒ発足 年目にして
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ストユニオンが横浜で組織拡大を図っ

りとＪ Ｒ連合の安全に対する取り組

あげ、３年前は「チーム公共交通」

の成果は出たものの、まだまだ道半

を賜りますようお願い申し上げます。
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12

Ｒ連合結成して今年５月で 年を迎

み方針を内外に発信していきます。

を提起し、多くの交運労協の仲間に

ばであるという思いです。この２年

18
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路線

昨年を振り返ると、とりわけ 月

も参加いただきながら、昨年は地域

今年一年よろしくお願い致します。

10

でここまで来たと感じています。し

株式上場を果たしました。国鉄改革

半は残念ながらＪ Ｒ連合の組織課題

集約した署名を持って直接麻生財務副大臣に要請

25 30

がまた一歩前進したという思いです。 を交通事業者だけでなく行政を含め

30

望事項が反映された。

輸送に努めていただいた組合員に敬

んでいきたいと考えています。

て述べ、「今年は民主化闘

組と民主化支援４単組が力

した。さらに、住野敏彦交

決に取り組んでいくことを

29
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して、Ｊ Ｒ二島・貨物の経営課題に

68
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ＪＲ二島・貨物の税制特例の延長要望が反映

を合わせていくという意思

運労協議長、民進党団体交

○石油・石炭税 ⇒3年延長
特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置
の適用期限を３年延長する。

流委員会筆頭副委員長松原

○買換特例は対象車両の要件を見直し
⇒対象を電気機関車に限定して3年延長
長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等
への買換えについて、買換資産のうち鉄道事業用車両運
搬具を貨物鉄道事業用の電気機関車に限定する。

れが家計にいきわたらない

○新車特例（旅客）
⇒対象車両に係る環境要件を見直して２年延長
鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る固定資産税の
課税標準の特例措置について、対象車両に係る環境要件
を見直した上、その適用期限を２年延長する。

と個人消費は盛り上がらな

○首都直下・南海トラフ地震特例 ⇒１年延長
鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備え
た鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一
定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の
適用期限を１年延長する。

統一を図ってきた。まずは

○ＪＲ二島特例 ⇒５年延長
北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が
所有し又は借り受けている固定資産に係る固定資産税及
び都市計画税の課税標準の特例措置を適用する。

ＪＲ連合の求心力を高める

２０１７税制改正大綱の内容（抜粋）
確認し合った。

○ＪＲ二島・貨物会社の承継特例 ⇒５年延長
国鉄改革により北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客
鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が承継した本
来事業用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課
税標準の特例措置の適用期限を５年延長する。

仁衆議院議員、ＪＲ連合国

力強く決意を述べる松岡裕次会長

い。家計に行き渡るために

2017年度
税制改正

ために、２０１７春季生活

０１７春季生活闘争につい

１ ７ 春 季 生 活 闘 争 に 全 力 で 取 り 組 み 求 心 力 を 高 め 、 民 を得ない。我々がしっか り
主化闘争に繋げ巻き返しを図ることを力強く宣言した。 と春闘を闘うことで、非正
規、中小企業、未組織など

25

意を表しておきたいと思います。

民主化闘争の
巻き返しを図る重要な年
10
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２０１７年賀詞交歓会
10

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 29 年
（2017）1月15日

ＪＲ連合
（１）第 536 号（毎月1日、15日発行）

前段に新春セミナーを開催

１月６日、賀詞交歓会の

していく猶予が設けられて

使での春闘交渉を経て実施

季生活闘争を含め３度の労

行われてきた。２０１７春

一賃金」についての議論が

改善をめざす「同一労働同

の是正や非正規雇用の待遇

来月２日の第 回中央委員

し合うことが必要であり、

組が労使で課題認識を共有

生活闘争においてＪＲ各単

なる。先ずは２０１７春季

境に大きく影響することに

具現化は、私たちの労働環

「同一労働同一賃金」の

働
｢き方改革 の
｣ 同
｢一労働

昨年から政府が取り組む

１３０名が参加した。

し、ＪＲ各単組役員ら総勢

りやすくご説明いただいた。 おり、２０１９年４月施行

同 一 賃金 に
｣ ついて、東京
大学社会科学研究所の水町
総活躍プラン」が閣議決定
法の３つの法改正が行われ

トタイム労働法、労働派遣

にむけて労働契約法、パー

して盛り込んでいく。

体的な取り組みのひとつと

生活闘争方針においても具

会で決定する２０１７春季

昨年６月に政府は「 億

だき、昨年末に公表された
し、働き方改革というキー
ることとなる。

勇一郎教授から講演をいた
「同一労働同一賃金ガイド
ワードのもと長時間労働
員会は改めて有識者、関係

ライン案」についても分か

北陸新幹線敦賀以西ルート
どの意見聴取を行い、移動

自治体およびＪＲ西日本な

「小浜京都ルート」に決まる
与党の北陸新幹線敦賀・
関係自治体やＪＲ東海やＪ

阪駅を結ぶ区間について、
の結果、 日に「小浜京都

どを総合的に検討し、協議

時間や乗り換えの利便性な
大阪間整備検討委員会は、

月 日、北陸新幹線の

敦賀以西ルートが「小浜京

ルート」、
福井

流 す る 「米原

道新幹線と合

米原駅で東海

に、滋賀県の

い、昨年４月

意見聴取を行

Ｒ西日本などの関係者から

を出すことも会合で示され

り、今 年 ３ 月 末 ま で に 結 論

の２つの案が検討されてお

接続が期待される「南周り」

関西文化学術研究都市への

が期待される「北周り」と

でのルートについて速達性

なお、京都から新大阪駅ま

与党として取りまとめた。

ルート」と決定し、 日に

の会）は「整備新幹線に関

民進党（当時民主党と維新

かけてきた。昨年３月には

設推進されている北海道・北

Ｊ Ｒ 北 労 組 自 動 車 支 部 は 、 の世話役活動で信頼関係を

「ジェイ・アール北海道バス」 つくり、Ｊ Ｒ連合やＪ Ｒ北

に勤務する組合員で構成される 労組運動に理解を求めなが

支部です。市街地を走る路線バ ら、組織拡大に繋げていま

ス、札幌を起点とした道東・道 す。昨年は 人の仲間が増

南地方の都市間高速バス、チャー え、新年早々にも組織拡大

ターやツアーなどで全道を駆け がありました。「安全安定

巡る貸切バスなどを運行する乗 運行」への取り組みや、日々

ＪＲ
務員やガイド、一般職、運行管 の世話役活動を通じて、

理者などで組合員構成がなされ 北労組運動が浸透している

時には前も見えない猛吹雪の日」 みが功を奏し、世間がどの労働

アを「晴れの日も、雨の日も、 た、Ｊ Ｒ連合の政策的な取り組
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