日本鉄道労働組合連合会

２０１７春季生活闘争方針︵案︶を策定
日︑第３回幹事会を開催して方針案と総決起集会の開催について協議した︒

Ｊ Ｒ連合グループ労組連絡会は︑２０１７春季生活闘争方針案の策定にあたって︑
１月
日の第８回執行委員会に答申を行った︒

また︑同日︑Ｊ Ｒ連合は第４回賃金対策委員会を開催してＪ Ｒ連合の諮問に対する
委員会としての答申案を議論し︑

じめとする諸労働条件につ

り賃金項目全般の引き上げ

て︑ベースアップにこだわ

者の諸労働条件向上に向け

含むすべてのＪＲ関係労働

非正規労働者の待遇改善を

は︑ＪＲグループ全体にお

なサービスの提供のために

全 ・ 安 定輸送の確立と良質

Ｒグループの将来に亘る安

また︑同委員会では︑Ｊ

約における契約単価の見直

の取引において︑受委託契

要であり︑ＪＲグループ内

運営による収益の確保が必

安全の確立と安定した事業

欠である︒まさに︑﹁人へ

し・向上等をはじめ︑付加

の投資﹂を重視し︑その効

価値の適正な分配に資する
重要な課題であることも共

ける雇用の安定や賃金をは

福利厚生といった全ての労

有してきた︒そのためには

を図るとともに︑労働時間

働条件の改善を図る総合生

果が広く波及・浸透する取

公正取引の実現が必要不可

活改善の取り組みを徹底し

り組みを行っていく︒

や人材確保・育成が極めて

したがって︑連合が示す基

グループ会社における技術

や休暇・休日などの諸制度︑ じめとする労働条件の向上

本構想や方針の内容を踏ま

レベルの確保・向上による

などの紹介を受けた︒同

減少が国・県の平均を上

は ％強と高齢化・人口

約３万４千人︑高齢化率

も開業している︒人口は

︵人吉鉄道ミュージアム︶﹂

Ａステーション８６８

な町である︒一昨年﹁ＭＯＺＯＣ

公共交通マスタープランとして

定作業が進められている︒また︑

活性化協議会﹂が立ち上がり︑策

向けて﹁人吉・球磨地域公共交通

通再編実施計画﹂策定に

し︑現在は﹁地域公共交

交通網形成計画﹂を策定

で﹁人吉・球磨地域公共

公共交通﹂形成を具現化するべく︑

ＪＲ連合は︑引き続き﹁チーム

の調整を進めていることも伺えた︒

究し︑試行錯誤しながら計画策定

少ない中で他自治体の事例等も研

議された２０１７春季生活

ていくことを確認し合って

し︑人吉藩の城下町として栄え︑

市は︑公共交通を街づく

回っている︒人吉市の交

﹁人吉市地域公共交通網形成計画﹂

日本の交通行政の実情を把握し︑

闘争方針案を１月 日のＪ

きた︒

中心部は旧城下町の町並みが残る

りの中心的な位置付けと

通概況としては︑九州自

の策定も進められている︒それぞ

必要な方策の検討とリアルな提言

実現を目指すことを決定し

えつつ︑﹁賃金は最大の労

ＪＲグループ全体での﹁底上げ・底支え﹂
﹁格差是正﹂に向けて︑

﹁小京都﹂と呼ばれている︒国指

した計画策定を進めてい

動車道が縦貫し︑ＪＲ九

れのエリア・自治体と住民の間で

を行っていくための活動の一環と

た︒なお︑ＪＲグループ労

働条件﹂との認識に立ち︑

この答申の内容で２０１７春季生活闘争方針案を策定し︑２月２日北九州市内で
第 回中央委員会を開催する︒

昨年夏から４回に亘って
いての各単組間の情報共有

﹁人への投資﹂を重視し︑
波及・浸透する取り組み
開催してきた賃金対策委員
などに努めてきた︒
現在︑政府はさらなるデ

会では︑今春闘においても
フレ脱却のため金融政策を

﹁中期労働政策ビジョン
︵２０１４〜２０１８︶﹂
実施しているものの︑社会

総掛かりで要求実現を目指す

に掲げた賃金をはじめとす

プ会社で働く労働者の諸労

として協力会社などを含む

ＪＲグループ労組連絡会

ＪＲグループ全体での﹁底

保険料負担の増加等に起因

組を対象にした賃金実態調

上げ・底支え﹂﹁格差是正﹂

る労 働 条 件の目 指 すべき 水

査と労働条件調査を実施す

働条件がＪＲ各単組と比べ

費の停滞からは脱却に至っ

るなど情報を共有し合い︑

低位となっている︒幹事会

﹁総合生活改善﹂の取り組
ていない︒こうした状況を

も昨年から３回に亘って幹

みを全面に押し出した︑総
勘案すると︑月例賃金の向

事会を開催し︑グループ労

掛かりの取り組みを行うよ

に向けて︑ＪＲグループ労

継続する状況もあり個人消

う各単組から集まった委員

上を念頭に置いた要求の組

組連絡会が総掛かりで要求

準︑
到達目標を念頭におき︑ する可処分所得の目減りが

で議論を重ねてきた︒とり

み立てが必要不可欠である︒ 針案を協議してきた︒グルー

２０１７春季生活闘争の方

わけ︑ＪＲ各社で賃金をは

がある︒
人吉市との意見交換で
は︑松岡市長より同市を

定史跡の人吉城跡のほか︑市内中

る︒２０１６年３月︑同

取り巻く情勢や交通政策

心部には熊本県唯一の国宝である

市が中心となり 市町村

地域公共交通の課題と展望
■ 熊本県人吉市
１月 日︑ＪＲ連合は九州労組
とともにＪＲ連合地方議員団連絡
会の宮崎保・人吉市議会議員の仲
介で人吉市を訪問し︑意見交換を

青井阿蘇神社がある観光資源豊か

州﹁肥薩線﹂︑﹁くま川

は利害関係や様々な主張が存在す

して︑フィールドワークを積極的

組連絡会主催の春闘総決起

確認し︑２月２日北九州市

Ｒ連合第８回執行委員会で

員会で提起する︒

内で開催する第 回中央委

集会を２月 日に大阪で開
催することも決定した︒
ＪＲ連合は︑両会合で協

ＪＲ北労組 新年交礼会

結論ありきではなく
地域に真剣に向き合う姿勢を

ＪＲ北労組は︑１月 日︑ を担いつつ責任ある役割を

﹁Ｊ Ｒ連合２０１７春季生活闘争方針案﹂は機関紙

第５３７号︵ 月 日付︶を参照

に政策提言をまとめ︑今後

における議論・検討をもと

る︒﹁鉄道特性活性化ＰＴ﹂

行われるべきであると考え

治体との協議が真に誠実に

どに働きかけを行っていく︒

して北海道や国土交通省な

フォーラム所属議員と連携

連合国会議員懇談会や議員

の動向を見極めながらＪＲ

の一極集中とマイカーの増

加速する人口減少と札幌へ

ＪＲ北海道には︑今後も

化を受け止めながらもそれ

北海道において︑時代の変

生活に欠かせない︒広大な

して︑地域の暮らしを支え

︽田原委員長挨拶要旨︾

ＪＲ連合は︑ＪＲ北海道

加とともに進んだ高速道路

果たしていくと力強く語っ

の問題に対して︑路線廃止

新年交礼会を開催した︒田

ありきや単なる経営安定基

は主催者代表として挨拶に
立ち︑昨年ＪＲ北海道が公

今後︑ＪＲ北海道と自治

表した﹁持続可能な交通体

体などとの具体的な協議が

ぞれの特性を活かして役割

進むこととなる︒一企業の

や期待に応えていく努力を

営を困難にする課題が山積

責任で現状の鉄路を維持す

網などの環境変化︑内部的

している︒ＪＲ北海道はこ

ることの難しさを認識しつ

金の積み増しの議論ではな

うした想定された環境変化

つ︑北海道における公共交

系のあり方﹂と﹁単独で維

や課題などに適切に対応し

通のあり方と鉄道ネットワー

怠ってはならない︒

きれずに今日のような状態

クのあるべき姿について︑

には老朽化した構造物の維

を招いた経営の責任は大き

利用者や地域の声を大切に

持更新︑減少する経営安定

い︒ＪＲ北労組は︑今年度

しながら︑様々な分野と有

く︑持続可能な地域公共交

末で適用期限を迎える税制

機的に結びついた議論を求

通のあり方について北海道

特例措置について要請行動

めていく︒結論ありきでは

持できない路線﹂について

などを積み上げ延長を実現

なく地域に真剣に向き合う

の考えを述べるとともに︑

した︒しかし︑金利動向に

基金の運用益の課題など経

経営が左右される仕組みの

訴えていく︒

寧な協議を積み重ねるよう

姿勢を閉ざすことなく︑丁

交通は︑重要な社会資本と

鉄道をはじめとする公共

きなかった︒

見直しを図ることまではで

やＪＲ北海道による関係自

た︒

グループ労組全体で底上げしていくために春闘方針に則っとり取
り組むことを訴える火野宮代表幹事

労働組合として社会的使命

原委員長︵ＪＲ連合副会長︶
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地方議員団と考える﹁チーム公共交通﹂

すべてのJR関係労働者のため真摯に協議

実施した︒

鉄道﹂︑産交バス︑各市

ることから苦労が多いようだ︒ま
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JR北海道の問題について所感をのべるとともに、働く者として
も将来の公共交通のあり方について提起していきたいと挨拶す
る田原委員長

第４回賃金対策委員会・ＪＲグループ労組連絡会第３回幹事会
人吉市は熊本県の最南端に位置

町村のコミュニティバス

人吉市の松岡市長や担当者らとの意見交換会で冒頭宮
崎市議にも挨拶をいただいた

に実施していくこととする︒

10
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た︑交通政策に精通した担当者が
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1部20円（但し組合費に含む）
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︵通称﹁豆バス﹂︶など

人吉の玄関口として城下町の雰囲気のあるJ R人吉
駅前広場
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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 29 年
（2017）2月1日

ＪＲ連合
（１）第 538 号（毎月1日、15日発行）

﹁安全については︑昨

意を述べた︒

各単組で未来に向けた新春事始め
ＪＲ西労組 安全を誓い前進を期する集い

将来にむけたＪＲ西労組運動

年度となる︒なぜルールを守
会には﹃ 次 代への運 動 方 針 ﹄ 活闘争について︑我々の事

強 化 として︑７月の定 期 大

を活用しながらグループ一体
先 人 た ちの 尽 力 と 社 会 の

雇 用 関 係や 社 会 的 地 位 は

した
﹃ ＪＲ西労組安全提言﹄ を 示 していき たい︒現 在の

ベアの継続実施を求めグルー

環境が必要不可欠である︒

と︑労働意欲をもって働く

れており︑安全最優先のも

業は永続的な運営が求めら

最後に︑２０１７春季生

ることが出来ないのか︑策定

らの安全確立に取り組んでい 理解があってのもの︒結成

となって議論を深め︑
職場か
周年を機に︑若手とベテ

とが出来ていないことが明

を知っていながらも守るこ
取り 組んでいく ︒次に︑組 織

働是正など働き方についても
ていく運動を展開していく︒ 強く挨拶した︒

後の将 来 をしっかり と考 え

働 力 不 足の問 題︑長 時 間 労 ランが 歴 史 を 振 り 返 り ︑今

に取り組んでいく︒﹂と力

プ全体の底上げる図る春闘

く ︒また︑安 全につながる労

を開催した︒荻山市朗中央
らかとなっている︒今年は

今 発 生する事象からルール

執行委員長︵ＪＲ連合副会
労使でつくりあげた﹃安全

﹁次代への運動方針﹂

迎えたＪＲ西労組は︑１月
長︶は安全︑組織強化︑春

昨年 月に結成 周年を
６日︑大阪市内にて﹁安全
考動計画２０１７﹄の最終

熊本地震被害からの復旧と
株式上場とも労使の努力があってこそ

働いて良かったと思えるよ
う︑春闘をグループの仲間
と共に取り組んでいきたい﹂
と抱負を述べた︒

撃﹂と主張し︑

事 件の詳 細 を 分かりやすくマンガで紹 介

当社は︑静岡県のエリアを中 出業務︑広告発送業務

心に︑Ｊ Ｒ東海の駅︑業務施設︑ など多岐に亘る業務を

点検整備業務︑月極駐車場管理 働組合結成

業務︑駅ポスター・車内広告掲 更なる組合員の組織拡大を目指

行い︑ＪＲ東海連合︑ＪＲ

東海ユニオンが真に共存共

栄の精神を高めあいＪＲ東

オンは︑京都市内にて新春

１月９日︑ＪＲ東海ユニ

求︑働きがい・生きがいの

全の追求︑力強い組織の追

︵ＪＲ連合副会長︶は︑安

て取り組むことを確認し合っ

活改善をめざし全力をあげ

の発展と組合員の雇用と生

海及び関連グループ各会社

賀詞交歓会を開催し︑榛葉

鉄道を運営する新たな体制へ

在来線︑新幹線︑リニアの三世代の

ＪＲ東海ユニオン 新春賀詞交歓会

東海整備株式会社で

新幹線・在来線車両の清掃業務︑ 行っています︒

市内のビルや駅前広場の清掃業

務︑在来線車両の検修業務等を は ︑ ﹁ わ た し た ち は
“安全 を全てに優先
行っている会社です︒
”
具体的な業務としては︑静岡︑ します﹂﹁わたしたち
浜松︑豊橋駅などの清掃︑車両 は “きれい ”を創りま
清掃︑車両保守・修繕業務︑レー す﹂を行動指針とし︑

ル分岐器等の清掃業務などがあ お客様からの信頼を得

し︑若い組合員を中心に組織強

ります︒また︑Ｊ Ｒ関係の現業 られる質の高い業務を

す︒組合員の労働条件改善と待

化を図る取り組みを進めていま

遇改善に向けて組合員一丸となっ

事業所や支社などの業務施設の 行うことで︑これからも社会に

東海整備労働組合は︑桶澤鉃

て取り組んでまいりますので︑

清掃・整備業務も請け負ってい 貢献していきます︒

舎の総合管理・その他ビルメン 也執行委員長を中心に静岡地区

ます︒また︑一般ビルや官公庁

テナンス業務も行っています︒ ３８８人の組合員で構成し︑日々
株式上場を果たし︑不動産

﹁弾圧﹂の狙

下﹁ＪＲ東労組﹂という︒︶

組の組合員らによる組合脱

刊行済み︶また︑Ｊ Ｒ東労

圧﹂に屈しない強固な組織

﹁えん罪事件﹂であり︑﹁弾

において︑改めて同事件が

に対してＪ Ｒ総連・Ｊ Ｒ東

判決が確定している︒これ

７名全員を有罪とする司法

て︑刑事事件として加害者

車区事件を巡る裁判におい

来賓が出席した︒

議員フォーラム︶ら多くの

元久衆議院議員︵愛知２区・

橋において︑約１２０人の

はホテルサンルート瀬戸大

１月９日︑ＪＲ四国労組

した︒

及び﹁新春交歓会﹂を開催

参加のもと﹁新春セミナー﹂

更なる前進を誓い合う

新年の決意を新たに

ＪＲ四国労組 ﹁新春セミナー﹂﹁新春交歓会﹂

た︒
議員懇談会副会長︶︑伴野

追求の３点について挨拶を
記述の中の組合脱退及び

豊衆議院議員︵愛知８区・

賀津也参議院議員︵静岡県・
退職強要事件とは﹁浦和電

議員懇談会副会長︶︑古川

Ｊ Ｒ総連及びＪ Ｒ東労組に
は︑革マル派創設時の副議

を作り上げることを呼び掛

日︑都内で開催した集会

ついて記述されるなど︑警

退及び退職強要事件につい

い致します︒

Ｊ Ｒ連合・Ｊ Ｒ東海連合に集う

害に見舞われたものの︑組

事業やグループ会社の経営

働運動に残した功績は大変

ＪＲ九州は︑昨年 月に

福岡市内にて︑新春旗開き

合員・家族の懸命な努力と

が順調に進む一方︑沿線人

利用者と一緒になって考え︑ ばならない︒

単組の皆様からの︑ますますの

協力によって︑早期に復旧

口の減少が著しい地方線区
歩む一年にしていかなけれ

その他︑駅前広場等の清掃︑環 組合員とその家族の幸せの実現

を開催し︑２５０人の来賓・

することができた︒また︑

の活性化が大きな課題と

ご指導とご鞭撻をよろしくお願

株式上場は労使の努力によっ

なっている︒今年も地域や

境衛生業務︑消火器類の販売・ に向けて取り組んでいます︒労

役職員が出席して新年の門

て果たすことができた︒今

年の節目を迎え︑

冒頭︑挨拶に立った許斐

後も誠実な労使関係を継続

大きなものであり︑その業

いと目的﹂を

﹁組織破壊攻

罪事件﹂︑

事件を﹁えん

終結後も︑同

組は︑裁判の

出を慶び合った︒
元文中央執行委員長︵ＪＲ

東海整備労働組合（JR東海連合）

連合副会長︶は﹁１月の大

ＪＲ九州労組は１月 日︑ 雪や４月の熊本地震など災

させ︑ＪＲ九州グループで

闘の３点について年頭の決

警察庁﹁治安の回顧と展望
︵平成 年版︶﹂抜粋

ＪＲ九州労組 新春旗開き

を誓い前進を期する集い﹂

民主化闘争

昨年 月 日に警察庁が
公表した﹁治安の回顧と展
︵２０１６年 月 日付︶

の方針を掲げている︒こう

車区事件﹂を指す︒浦和電

年版︶﹂におい
革マル派が相当浸透してい

明著作集﹂︵全８巻︶の刊

した中︑Ｊ Ｒ東労組は 月

望︵平成
て︑極左暴力集団である革
るとみられる全日本鉄道労

行を開始しており︑ 年中

組織内外に明らかにすると

マル派が労働運動や大衆運
働組合総連合会︵以下﹁Ｊ

年２月から﹁松崎

動を通じて組織の維持・拡

は︑第５巻から第７巻まで

察当局も引き続きその動向

長である松嵜明元Ｊ Ｒ東労

貫して﹁不当弾圧﹂﹁えん

鎌田茂中央執行委員長

に注視していることが明ら

けた︒

労組は︑事件発生以降︑一
て︑Ｊ Ｒ総連及びＪ Ｒ東労

され︑安全最優先の取り組

教訓〜﹂と題した講演がな

福知山線列車事故の反省と

﹁安全確立に向けて〜ＪＲ

織・政策局長を招聘し︑

にＪＲ連合上村良成総合組

﹁セミナー﹂では︑講師

岡裕次ＪＲ連合会長をはじ

区・議員フォーラム︶︑松

雄一郎衆議院議員︵香川２

会議員懇事務局長︶︑玉木

員︵香川１区・ＪＲ連合国

国社長︑小川淳也衆議院議

交運労協議長︑半井ＪＲ四

また︑﹁交歓会﹂では︑

め合い︑交流を深め合った︒

新年のさらなる前進を確か

各支部・分会代表者が集い︑

進藤連合香川会長︑井上四国

合った︒

め多くの来賓の参加のもと︑

※借家にお住まいの方のみ

10

刊行した︒︵現在８巻まで

10

借家人賠償保障
＋修理費用

みの決意をあらためて固め

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。

10

日本旅客鉄道労働組合︵以

して︑

績を後世に伝えるため﹂と

革マル派が相当浸透している
ＪＲ総連・ＪＲ東労組について言及

警察庁﹁治安の回顧と展望︵平成 年版︶﹂
28

大を図ったとの指摘のほか︑ Ｒ総連﹂という︒︶及び東

31

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。
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若い組合員の勉強会を開催し、組織強化
を図っている東海整備労働組合
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22

悲願であった株式上場を果たせたのは労使
の努力の結果であると語った許斐委員長

28

個人賠償保障

類焼損害保障

27
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10

25

組会長︵故人︶が﹁日本労

かになった︒

罪﹂であると主張している︒
しかし︑裁判所も認定した
ように︑事実関係は明らか
であり︑決して﹁えん罪﹂
などではない︒今回公表さ
れた内容で︑警察庁もこの
ようなＪ Ｒ総連・Ｊ Ｒ東労
組の異常な実態を注視して

火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。

オプション保障

火災共済

定期大会に「次代への運動方針」を提起す
ると語る荻山委員長

28

22

交運共済 ニュース

家族の幸せを災害から守る

25
いることが明らかとなった︒

四国新幹線についても触れながら新年の決意を
述べる中濱委員長
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グループ
労組紹介

三世代の鉄道を運営する新たな体制づくりにつ
いて語った鎌田委員長
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