に掲げ第 回定期大会を開

鉄道軌道整備法の適用条件緩和と公的補助の拡充を
とも言えるクルーズトレイ

わって︑ＪＲ九州の代名詞

博多駅と九州地方随一の温
ン﹁ななつ星 九州﹂の運

Ｒ九州﹁久大本線﹂及び

襲った集中豪雨により︑Ｊ

１６年４月に発生した﹁平

区間であるとともに︑２０

いんの森﹂が運行している

ぶＤ＆Ｓ列車・特急﹁ゆふ

夜明間を結ぶ地方交通線で

﹁日田彦山線﹂は︑城野〜

要な路線である︒また︑

行ルートにもなっている重

広範囲に河川の氾濫や山林

れるなど︑７月 日現在で

︵久大本線のみ︶が実施さ

な被害であることが確認さ

[詳細２面]

め︑困難を極める︒

ながら進めることになるた

これらの復旧作業と連携し

行ってきた︒今回の被災路

り組みを継続的・積極的に

を政治・行政等に求める取

組や各加盟単組はもとより︑

来を見据えて︑ＪＲ九州労

こうした状況を踏まえ︑将

ことではない︒ＪＲ連合は︑

流入し︑これらの沿線では

﹁ゆふいんの森﹂は通常ルー

となっている︒また︑特急

も通常運行ができない状況

人・費用を多大に費やすこ

の全面復旧のためには時間・

上部なども含めた当該地域

ものと考えられるが︑山林

よる復旧作業が進められる

弱な企業を主たる対象とし

が赤字である経営基盤の脆

鉄道事業における営業収支

旧に対する補助について︑

に基づく鉄道施設の災害復

る自然災害によって︑毎年

果たしたとはいえ︑度重な

に株式上場・完全民営化を

存の枠組みにとらわれず政

のあるべき姿について︑既

に向けた公的支援スキーム

連合や交運労協とも連携を

線に鑑みても︑この取り組

ＪＲ連合はＪＲ責任産別

久大本線﹁光岡駅〜日田駅

トではなく︑小倉・大分経

として︑﹁鉄道軌道整備法﹂ みを続けていくことの必要

間﹂の花月川橋りょうの流

由で運行している︒
道床流出・軌道変状など︑

﹁宝珠山駅〜大鶴駅間﹂の

中央本部とともに現地視察

ＪＲ連合は︑ＪＲ九州労組

こうした中︑７月 日︑

鉄道の早期復旧については︑ 補助の拡充等︑支援の強化

るものではない︒ましてや︑ から︑適用条件緩和と公的

とになり︑早急に進められ

た支援スキームであること

命を全うすることは容易な

中では︑その果たすべき使

のように路線を寸断される

活動を継続的に行っていく︒

治・行政や世の中へ訴える

の在り方やその維持・発展

多くの被害を受けた︒これ

第１回安全対策委員会

を行った︒現地では行方不
明者の捜索が続けられてい
る一方︑土砂を除去するな

がいたるところに刻まれて

新たに安全対策委員長と

安全シンポジウム開催を確認
ＪＲ連合は︑７月 日︑

なった中原博徳副会長
︵Ｊ Ｒ

の挨拶で始

九州労組中央執行委員長︶

まり︑
経過報

告・各議題

して︑ 回目となる安全シ

その後︑メインの議題と

催に向け準備を進めること

開催︶で詳細を決定し︑開

について議

経過報告

論し合った︒

「パネルディスカッション」

により︑両路線とも運転見

ＪＲ九州会社は昨年 月

さらに深め︑地域公共交通

失をはじめ︑日田彦山線

性を改めて痛感した︒

﹁大行司駅﹂駅舎倒壊︑

今後︑国・地方自治体に

れた︒

連合キャラクター「ユニオニオン」

﹁ヒューマンエラー﹂を題材に
どの復旧作業も行われてい

た︒また︑道々に災害対応
のための自衛隊車などが連
なり︑非常に混雑している
上に︑一部の道路は通行止

久大本線の最も大きな被
害となった花月川橋りょう
については︑河川に４本あ
る橋脚がすべて倒されてお

おり︑数年がかりの復旧工

ホテルグランヴィア広島
（広島市）

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

を結ぶ地方交通線であり︑

岡県朝倉市・大分県日田市
泉観光地である由布院を結

﹁日田彦山線﹂は極めて甚

定﹂の運動は
風通しの良い
明るい職場づくりを阻害す

壊するなど︑濁流とともに

伊藤 洋 再

昆 弘美 新

土砂・流木に襲われた爪痕

中央執行副委員長

中央執行委員長

場所

●発行者／松岡裕次 ●編集者／中村鉄平

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階

２０１７年７月５日︑福
をはじめとする九州北部を

大な被害を受けた︒

からの大量の土砂・流木が

今回の集中豪雨によって︑ 合 わ せ と な り ︑ バ ス 代 行

に欠かせない路線である︒

絡する路線としても︑地域

といった各沿線都市間を連

てだけでなく︑筑豊・日田

あり︑通勤・通学の足とし

組織拡大につ

第１回安全対策委員会を開

り︑無残にも補強された土

めとなっており︑詳細に現

能な公共交通のあり方を議

﹁平和共存否

なお︑役員改選を行い︑

台だけが残されていた︒

大を図り︑民主化闘争完遂

した︒

大会質疑では︑代議員か

に向けて取り組むことをは

10

2017年10月23日（月）
13：00〜17：00

被害を受けた豊肥本線に代

り︑分会役員
の日頃の世話
役活動の成果
として函館地

ＪＲ北労組は︑７月 日︑ ことは非常に厳しい︒利用

いての報告も

論していく必要がある︒Ｊ

るものであり︑会社の将来

長年ＪＲ北労組運動を牽引

日田彦山線については︑

催した︒

あげ︑政策・組織課題を解

Ｒ北労組はＪ Ｒ連合が提
起す る”チ ー ム 公 共 交 通“
”チーム地域共創 の実現
“
に向け︑政治・行政に働き

や社員のことを真剣に考え

してきた田原氏が退任し︑

広い範囲で︑道床や踏切設

ら安全課題︑組織拡大と民

日田彦山線・大行司駅舎は山からの土砂により倒壊した

地を視察するには困難な状

決し︑まともな労働者の総

かけ︑積極的に取り組んで

行動している労働組合はＪ

新たに昆弘美氏が中央執行

備が流出したり︑駅舎が倒
ワークの維持について触れ︑

主化闘争︑政策課題︑労働

況であった︒

結集で民主化闘争の完遂を

いく﹂﹁民主化に向けてＪ

Ｒ北労組である︒良識ある

委員長に︑書記長には園木

北鉄労の

催し︑代議員︑傍聴者︑来

Ｒ北労組自らがやるしかな

北鉄労組合員に︑ＪＲ労働

めざそう！﹂をスローガン

賓など総勢１００人が参加

い︑今こそアクションを起

一致で確認した︒

冒頭︑執行部を代表して

こすべき﹂と力強く訴えた︒ 運動の民主化の意義を訴え︑ 寛嗣氏が就任した︒
﹁鉄路を残したい思いは道

事が予想されるほどの甚大

「取り組み報告」
加盟単組

部を横断し久留米〜大分間

ＪＲ北労組第 回定期大会

自信と確信を持って
組織拡大を図る
者や地域の声を大事にしな

あった︒

区での新たな
札幌市内において︑﹁ＪＲ

がら北海道における持続可

14
書 記 長 園木寛嗣 新

自信と確信を持って組織拡 ︿新三役﹀
民の皆さんと同じだが︑一

じめとした運動方針を満場

「基調講演」
JR西日本安全研究所所長

内容

年︑安全の確立に全力を

21

﹁久大本線﹂は︑九州北
成 年熊本地震﹂で甚大な

in

挨拶した田原中央執行委員

久大本線・花月川橋りょうは、橋脚が倒され線路が寸断された

長は︑北海道の鉄道ネット

JR北労組第15回定期大会

28

条件など積極的な発言があ

けた取り組

全確立に向

各単組の安

実施状況や

ション﹂の

全ディスカッ

では︑﹁安

出し合った︒次回︑第２回

ついて︑各委員から意見を

から︑テーマとその狙いに

材として検討していること

﹁ヒューマンエラー﹂を題

容について話し合った︒

催されることから︑その内

ンポジウムが今年 月に開

した︒

全を築いていくことを確認

け︑働く者の全員参加で安

プ労組も含め配布を呼びか

クの活用について︑グルー

針︵改訂版︶﹂ハンドブッ

た﹁重大労災防止の行動指

また︑７月上旬に配布し

とした︒

みなどが報

安全対策委員会︵９月 日

告された︒

10

15

企業で路線を維持していく

第10回
安全シンポジウム

10

30

ゆるキャラグランプリに挑戦

新メンバーでスタートした第1回安全対策委員会

九州北部豪雨による被災状況を確認

15

25

ＪＲ九州「久大本線・日田彦山線」の被災現場を視察
30

JR連合
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FAX（NTT）03-3270-4429 （JR）057-7849

h t t p : / / w w w. j r - r e n g o . j p

日時

21

日本鉄道労働組合連合会
ＪＲ連合結成25年 政策課題
と組織課題のさらなる前進
を図り、これからも安全で
信頼されるＪＲを築こう！

平成 29 年
（2017）8月1日

ＪＲ連合
（１）第 551 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争

の集団的戦闘が集結した日
ずか０・６％の面積に在日

戦没者追悼

この沖縄で何が起こったの

と挨拶した︒

による浸透が指摘されるＪ

後要因として︑革マル派

海道の不祥事・事故の背

災事故などの一連のＪＲ北

の放置と不祥事頻発のＪＲ

７カ所にも及ぶレール異常

列車火災に脱線事故︑２６

組織全体として安全管理へ

﹁悪質性を非常に感じる︒

合問題が安全運行を支える

Ｒ北海道だけでしょ﹂と組

う組合を持っているのはＪ

んな事故が起きた︒ああい

に問題があるのではないか﹂ 記事﹁北海道では過去に色

の姿勢や職務規律のあり方

経営に影響を及ぼしている

月 日の読売新聞︵北海道

このことが２０１７年２

ていな

務化し

て﹁義

によっ

日新聞

には朝

年 月

０１１

後︑２

その

学などで平和学習を行い

の人が自決し︑また︑人間
が人間でなくなるという惨
状があったことを知った︒
今回の平和行動に参加し
て︑あらためて沖縄におけ
る戦争の惨劇と平和の尊さ
を感じる機会となった︒

です﹂そして北鉄労は﹁組

から徹底的に糾弾されたの

件を改善するため︑２００６年

り︑賃金をはじめとする労働条

労働組合は︑組合員の雇用を守

ジェイアール四国ホテル開発

松﹂の 運 営 会 社 で

テルクレメント高

４ 月には﹁Ｊ Ｒホ

また︑２０１５年

として︑高松・徳

開発﹂を存続会社

アール四国ホテル

９月５日に結成しました︒現在︑ あった﹁㈱ジェイ

で力を合わせ︑日々精力的に取

執行部 人︑組合員数１２５人
り組んでいます︒

と高松市内が一望できる四国最

に位置しており︑瀬戸内海の島々

は︑高松駅から徒歩１分の場所

﹁㈱ＪＲ四国ホテ

１６年７月には

し︑その後︑２０

ル３社を吸収合併

﹁Ｊ Ｒホテルクレメント高松﹂ 島・宇和島のホテ

大規模のシティホテルとして多

れました︒

くのお客様をお迎えしています︒ ルズ﹂へと改称さ

開業当初は︑Ｉ Ｈ Ｇ Ａ Ｎ Ａ

ルで﹁全日空ホテルクレメント

開発労働組合と徳島ターミナル

組合︵ジェイアール四国ホテル

四国ホテルズ﹂には２つの労働

向け取り組んでいきますので︑

雇用を第一義に諸課題の解決に

織統一も視野に入れ︑組合員の

る課題を共有しつつ︑今後は組

現在︑﹁㈱ＪＲ

高松﹂という名称でしたが︑２

ビル労働組合︶が存在していま

ホテルズのフランチャイズホテ

０１２年３月 日にフランチャ

イズ契約を解除し︑同年４月１

す︒それぞれの労働組合が抱え

よろしくお願いします︒

とは︑日本の全国各地およ

﹁彼ら︵北鉄労︶は組合

高め︑低迷する組織率をあ

今後︑労働組合の認知を

にエントリーする︒

ン﹂は︑﹁企業その他部門﹂

が選出する︒﹁ユニオニオ

門および総合でグランプリ

があり︑獲得票により両部

門﹂と﹁企業その他部門﹂

日に現在の名称となりました︒

連合公式キャラクター﹁ユニオニオン﹂

び企業・組織の﹁ゆるキャ

投票を呼びかけていく︒

るなどして︑加盟組合員に

を掲載したチラシを配布す

地方連合を通じ︑投票方法

﹁ゆるキャラグランプリ﹂ げるためにも加盟構成組織︑

︵１面ポスター紹介︶

立候補することを決定した︒

ゆるキャラグランプリ
２０１７に参戦
連合は︑公式キャラクター
﹁ユニオニオン﹂の知名度
をＰＲするため︑８月１日

ラ﹂の人気投票を行う年に

をあげ︑連合及び労働組合
導︒勤務明けに一緒に飲

からインターネット投票が

﹁新聞・テレビが報じない

員に︑我々他労組の人間と

織防衛﹂のためなら組合員

た︒

いのはＪＲ各社の中でも北

始まる﹁ゆるキャラグラン

一度の祭典で︑﹁ご当地部

たものと思われる︒

みに行くことも︑休みに遊

プリ２０１７﹂に︑初めて

長官の発言はＪＲ北海道の

労の若い組合員がウチの組

た︑国会質疑でも指摘され︑ ぶことも禁じました︒北鉄

海道だけ﹂と報じられ︑ま

合員と飲みに行ったことが

会質疑やマスコミ報道な

２０１２年にようやく北鉄

安全に関わることでも︑

労が合意してアルコール検

労組の合意なしに義務化で
きなかったアルコール検査

知が義務化された︒

異常な労使関係を念頭に置
特別保安監査︵立ち入り検

問題があります︒︵中略︶

いたもの︒ＪＲ北海道への
査︶の監査員を９人から倍

どでも多く取り上げられ
２０１３年 月には﹁週

以上の 人に増強したのも︑ ２００８年︑会社はアルコー

事故頻発の深層﹃ＪＲ北海

の結婚式まで妨害するとい

道社員の８割以上が革マル

は﹃職場で会っても挨拶す

う︒

菅長官の指示︒この際︑組 ル検知器を導入し︑全乗務
織 の ”膿 “を 徹 底 的 に 出 そ 員に乗務前に各自で検査す
うということなのでしょう﹂ るよう呼びかけた︒ところ

系労組所属﹄﹂と題する記

︵政府関係者︶︒

るな︑談笑するな﹄と指

発覚しようものなら︑組合

刊文春︵ 月 日号︶﹂で

版︶
の菅官房長官インタビュー

（ＪＲ四国連合）

ジェイアール四国ホテル開発労働組合

６月 日︑沖縄県浦添市
平和祈念資

式での黙祷︑

在し︑航空機などの墜落の

として沖縄県が﹁慰霊の日﹂ アメリカ軍基地の ％が存

として定め︑毎年県主催の

にて開催された平和行動
沖縄﹁平和オキナワ集会﹂
料館︑ひめ
資料館︑旧

ゆりの塔・

事件を抱えている︒連合は
海軍司令部

危険性や騒音問題をはじめ

集会の第一部では︑伊江
この間アメリカ軍基地縮小
壕見学︑ア

基地があるがゆえの事故や

出席し︑ＪＲ連合からはＪ
島観光バス代表の山城克己
や日米地位協定の抜本的見
メリカ軍嘉

全戦没者追悼式が平和祈念

Ｒ四国労組本部青年女性会
氏から︑沖縄が抱える米軍
直しを訴えてきた︒ 年前

公園で開催されている︒

議の笹岡慎平議長と同労組
基地問題をはじめとする課

には全国から地方連合会と

高知支部青年女性会議の石
題を伊江島の歴史と現状か
か一人ひとりが五感を研ぎ

に１人が犠牲となった︒地

した︒６月 日は１９４５
拶に立った神津里季生連合

Ｒ総連・北鉄労の安全問題
北海道︒その企業体質を厳
ことを示唆する内容に繋がっ

手納基地見

田直也事務長︑中山耕介組
ら紹介していただいた︒ま
澄まして感じてもらいたい﹂ 年前の沖縄で起こった惨劇

上戦ではガマとよばれる壕

年４月に始まったアメリカ

ではな
い ﹄と
して組
織的に
検査を

に 対 す る 姿 勢 に つ い て︑
しく批判したのが︑菅義偉

26

が戦死し︑沖縄県民の４人

織・政治部長の３人が参加
た︑第二部の平和式典で挨
と現在の状況を学んだ︒沖

の中で一般人をはじめ多く

ＪＲ四国労組の仲間と連合平和オキナワ
集会に参加

縄での地上戦では 数万人

72

集会に参加したほか︑全

会長は﹁沖縄は︑日本のわ

北鉄労の﹁アルコール検知器検査拒否﹂・
﹁平和共存否定﹂問題

﹁アルコール検知器検査
官房長官だった﹂﹁あの菅

拒否︒

存否定﹂問題があり︑国

拒否﹂問題および﹁平和共

２０１１年の石勝線火

70

構成組織の約１１００人が

in

軍と日本軍との沖縄地上戦

23

が組合は﹃アル検は強制

事が掲載された︒

これらはまさに北鉄労の
﹁平和共存否定﹂運動であ
る︒ＪＲ北海道における会
社と現場のコミュニケーショ
ンが取れていないことや技
術継承ができていない背景
としてこの﹁平和共存否定﹂

※借家にお住まいの方のみ

20

15

23

20

ジェイアール四国ホテル開発労働組合定期大会
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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

全戦没者追悼式にも参列

10 10

31

連合平和行動in沖縄「平和オキナワ集会」

特 集

72
週刊文春2013年10月10日号

運動による社内風土の問題

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。

20

が数多く指摘された︒

組合役員の皆さんの
火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。 ご協力をお願いします

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

10

グループ
労組紹介

人間が人間でなくなる惨劇
10
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