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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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ＪＲの代表産別としての総力を結集し、諸課題解決にむけた着実な歩みを
安全確立・民主化闘争・組織拡大・政策課題・２０１８春季生活闘争

２０１８
新 春
インタビュー

昨年︑Ｊ Ｒ発足 年︑Ｊ Ｒ連合結成 年を迎えるとともに︑第 回定期大会で松岡裕次会長新体制を確立し︑
新たな一歩を踏み出した︒２０１８年はこれまでの歩みと成果を糧にＪ Ｒ連合運動を一層展開していかなけれ
ばならない︒この度︑松岡会長にこの間の運動の振り返りと︑新年の決意を聞いた︒まず︑第 回 衆議院総選
挙の結果を踏まえた政治との関わりについて確認するとともに︑最優先課題である安全確立にむけた取り組み︑
Ｊ Ｒグループの積年の課題である民主化闘争︑Ｊ Ｒ最大産別をさらに確固たるものとするためにも重要となる
組織拡大・強化︑さらには︑政策課題として︑税制改正︑自然災害対策︑Ｊ Ｒ北海道に象徴される︑地域公共
交通体系のあり方に関する議論︑モーダルシフト促進︑整備新幹線などの解決にむけた諸活動︑そして︑２０

物の税制特例措置をはじめ

は、ＪＲ三島会社・ＪＲ貨

きました。政策課題として

労災ゼロ」にむけた取り組

係労働者の死亡事故・重大

置づけ、「すべてのＪＲ関

安全確立を最優先課題と位

山線列車事故の発生後は、

万人組織達成︑その先にあるＪＲ労働界の一元化への一石を投じるべく︑

１８春季生活闘争に臨む意気込みが語られた︒
新たな年は︑Ｊ Ｒ連合の掲げる
ＪＲ連合一丸となって取り組みを展開していく︒

とする完全民営化にむけた

員とともに、課題解決にむ

同し協力していただける議

昨年は突然の衆議院解散

けた取り組みを進め、選挙

中村広報部長
回衆議院総選

挙という大きな出来事もあ

においては、総力を結集し

に よ り、第

謹んで新春のご挨拶を
申し上げます

益々の組織拡大を基に︑
Ｊ Ｒ労働界の責任産別の

い︑二〇一七年四月に三十周年を迎えることができ

支援してきました。今回の

員懇の髙木義明会長が勇退

ました︒
この間︑
Ｊ Ｒ連合をはじめとする加盟組合の

りました。Ｊ Ｒ 連 合 の 選 挙

され、伴野豊副会長が非常

総選挙においては、国会議

えた「ＪＲ連合国会議員懇

に僅差ながら惜敗しました

への取り組みと結果を踏ま
談会」︵議員懇︶
、
「 世紀

が、事務局長の小川淳也衆

また、本年もエリア連合

会になるように検討を重ね

ができるような有意義な機

よろしくお願い申し上げます︒

理事長

坪井 義範

けて邁進して参りますので︑ご愛顧を賜りますよう

本年も組合員の皆さまと共に共済運動の発展に向

のご家族の福祉向上に取り組んで参ります︒

合い﹂
の精神に基づき︑今後も職場に働く皆さまとそ

交運共済は︑
Ｊ Ｒ職域生協として﹁相互扶助﹂
﹁助け

礼を申し上げます︒

皆さまのご協力・ご尽力を賜りましたことに厚く御

交運共済は︑
﹁全国交運共済生協﹂と名称変更を行

の鉄道を考える議員フォー

発展を祈るものです︒

ラム」︵議員フォーラム︶

議 院 議 員︵ 香 川 １ 区 ︶、幹 事

３区︶
、
岸本周平衆議院議員

の泉健太衆議院議員︵京都

の体制についてのお考えを
お聞かせください。
松岡会長

今後は、分裂した野党の

たしました。

ＪＲ連合としては、これ ︵ 和 歌 山 １ 区 ︶が 当 選 を 果
まで私たちの政策活動に賛

政党再編といった話題もあ

るものの、ＪＲ連合として

はこれまでと同様に、政党

にとらわれず、議員個人と

における安全ディスカッショ

ていきます。

あけまして
おめでとうございます

自賠責共済

課題、旧国鉄長期債務処理

制が変わっても着実に継承

の関係を重視し、
議員懇・議

ンの強化を図りつつ、ＪＲ

全の追求には終わりがあり

交通災害共済

取り組みを着実に
継承するとともに、
ＪＲ連合運動を展開する

して、
今後も引き続きＪＲ最

各社・グループ会社ととも

ません。引き続き安全最優

マイカー共済

これらの取り組みは、体

織課題としては、ＪＲ総連

大の組織数を誇る責任産別

員フォーラムの体制強化に繋げ

ていきたいと考えています。

ラーであることを再認識す

に協力会社にもアプローチ

先の取り組みを、常に、愚

性向上を中心に、グ

ども同様に見受けられます。 グループ全体の安全

地震風水害共済

みを進めてきました。

への革マル派浸透問題、浦

としてＪＲ連合運動を展開し

るとともに、ＪＲ連合の基

じめ、グループ会社や協力

を図りながら、職場からの

直に、着実に、進めていく

ループ会社・協力会

子供生命共済

問題、整備新幹線やリニア

和電車区事件などＪＲ労働

ていかなくてはなりません。

対処していかなければなら

本理念である「ヒューマン

会社の社員が受傷するケー

安全確立に取り組むことと

ことに尽きると考えていま

やはり、基本作業・マ ニ ュ

社を強く意識した内

総合医療共済

類焼損害保障
個人賠償保障
借家人賠償保障

中央新幹線の課題など、組

界 の 一 元 化 にむけた民主化

ない問題であり、各単組に

エラーは結果であり、原因

スが多く、グループ会社・

します。台風で延期となっ

を改訂し、取り組みを強化

アルをしっかりと見直し、

容にしたいと思って

３保障制度

ください。
ＪＲ連合は１９９２年５

闘争や、グループ 労 組 の 組

おいては、現実にまっすぐ

ここからは安全、組織、

協力会社を巻き込んだ運動

た第 回安全シンポジウム

してきたところです。しか

地道にやっていくしかあり

います。あらためて、

入 院 共 済

中村広報部長

月に結成し、自由にして民

織化などに取り組んできま

松岡会長

の年を迎え、新たなスター

きました。とりわけ、ＪＲ

岡会長は就任５年目となり、 主的な労働運動を展開して

トを切りました。また、松

に関わる政策課題、組織課

ＪＲ連合は、昨年、節目

執行部も新体制を確立しま

向き合い、課題解決にむけ

ではない」への理解を深め、

政策などの課題ごとに会長

の展開が必要です。また、

は５月に開催することとし、 す。

しながら、残念ですが大会

ません。「安全に近道はな

事故や労災の原因の

火 災 共 済

26

したが、決意を新たにする

「安全の追求」には終わりはなく

た提言をしていくことを要

の所感と決意などをあわせ

過去に同種の事故が発生し

「ヒューマンエラー」

以降２件の労災死亡事故が

い」ということを再認識さ

生 命 共 済

25

した。また、とりわけ福知

愚直に進めていく
地に足のついた取り組みを

てお聞きします。まずは安

ているものが多いという印

についてお聞かせください。 事故の中身を見てみると、

全確立にむけての取り組み

象を強く感じます。最近立

にスポットを当てま

問題提起とともに課題共有

ＪＲ連合は、安全確立を

て続けに発生した大都市圏

請します。

最優先課題として取り組ん

における大規模輸送障害や

発生しており、「すべてのＪ

せられます。労使で徹底的

いずれにしましても、安

できました。一昨年には

Ｒ関係労働者の死亡事故・重

松岡会長

「安全指針」を、昨年は

大労災ゼロ」という目標の

大半がヒューマンエ

総 合 共 済

21

す。とりわけ、ＪＲ

ん。前述の２件の事故をは

48

に議論を重ね、しっかりと

交運共済 ニュース

10

題の解決にむけて活動して

議員懇談会・
議員フォーラムの
さらなる体制強化へ

「重大労災防止の行動指針」 各地で頻発する待避不良な

中村広報部長

聞き手：中村鉄平広報部長

48

達成にはまだ至っていませ

安全への取り組みを促すＪ Ｒ連合作成の
ツール

10

30

ところがあれば、お聞かせ

ＪＲ最大産別をさらに確固たるものとするためにも、「安全確立」「民主化闘争」「組織拡大」「政策
課題」「２０１８春季生活闘争」に臨む決意を語る
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は、ＪＲ東労組一辺倒の労
像」を見つめ直し、ＪＲ連

べき労働組合像、労使関係

が、再度しっか り と 「 あ る

む 決 意 を 述 べたところです

化闘争に総がかりで取り組

大会において、改めて民主

ます。一昨年の第 回定期

界は三極構造のままであり

総連からの脱退、ＪＲ連合

オン・貨物鉄産労でもＪＲ

げてきました。ＪＲＥユニ

いても着実な増加を積み上

を果たし、自動車支部にお

合車両所において組織拡大

館地区本部の函館新幹線総

初めて新幹線職場である函

しました。ＪＲ北労組では

からすれば、スト権という

旨や現下のＪＲ産業の現状

ないものの、国 鉄 改 革 の 趣

権自体を否定するものでは

ト権確立については、スト

東労組の昨春闘におけるス

いきます。とりわけ、ＪＲ

応しいのかどうかを訴えて

アール東海総合ビルメンテ

いては、昨年９月にジェイ

一方、ＪＲグループにお

います。

く求めていきたいと考えて

静な判断と労政の転換を強

もに、引き続き、各社の冷

とからも注視していくとと

に押し出した運動は、社会
ループが

単組の加盟と

に、多くの労働組合未結成

エリア・九州エリアを中心

なり、ＪＲ連合は１００単

論して解決すべきものをな

組を組織することとなりま

いがしろにしているとしか

の理解を得られないと考え

策への取り組みをはじめ、

の現況は三極構造下にあり、 単組、支援単組とともに三
連合の運動に賛同する他労
労働運動を続けていき、革

感じません。このように、

ことは重要であり、組織拡

す。それらを組織化する

のグループ会社がありま

であるＪＲ連合「 万人組

つながります。当面の目標

力が強化されていくことに

大によって組織の力、原動

請する次第です。

けて、各級機関の奮闘を要

００万人連合」の達成にむ

織」達成、ひいては「１０

組みについても引き続き展

幹線の建設を推進する取り

であるという認識のもと、

「賃金は最大の労働条件」

開していきたいと思います。 数値化された目標を掲げる

階級闘争への回帰といった

た経営の根幹を揺るがしか

油引取税の免税措置といっ

ある中、昨年においては軽

例をはじめ、重要な税制が

については、二島・承継特

ます。とりわけ、税制改正

取り組みが重要と考えてい

ＪＲ二島会社・ＪＲ貨物の

過し、残された課題として

な運用がなされる改正内容

り組んできました。そして、 者の足かせとならないよう

ねない大きな税制改正に取

となることが重要ではない

中長期的な視点に立ち事業

当該制度の改正議論では、

た。今後行われるであろう

ると継続的に訴えてきまし

て対策を強化する必要があ

といった公共事業とあわせ

さ上げに加え、治山・治水

助対象の拡充、補助率のか

いて、適用要件の緩和、補

で、災害復旧補助制度につ

組んだ３つのプロジェクト

中長期的政策課題に取り

ます。

当てていただきたいと思い

いうことにも、改めて光を

が必要不可欠ではないかと

ラ維持のためにも公的支援

が増す一方であり、インフ

設備に対する修繕の必要性

道会社全体としても老朽化

白です。ＪＲに限らず、鉄

迫っているということは明

が必要となる時期はすでに

が大半であり、大規模修繕

方が、全国的な課題として

共交通ネットワークのあり

するなど、地域における公

に関する懇談会Ⅱ」が発足

鉄道ネットワークのあり方

においては「四国における

です。さらには、ＪＲ四国

秋に明らかにされたところ

進んでいない現状が、昨年

経過してもなお遅々として

され、地域での協議は１年

ことが困難な線区」が公表

北海道の「単独で維持する

た。そのような最中、ＪＲ

答申が昨年策定に至りまし

て公共交通の存在意義を地

いるからこその鉄道、そし

一定理解しつつ、利用者が

は利用者減少を踏まえると

えます。ＪＲ北海道の提案

きかが最も重要な課題と言

どのように構築していくべ

人流・物流ネットワークを

らに磨きをかける一方で、

備し、都市圏の交通網はさ

道を日本の国土軸として整

存です。とりわけ、高速鉄

取り組みを展開していく所

政策の基軸として活用し、

するプロジェクトの答申を

ム地域共創」の形 成 を 柱 と

「チーム公共交通」「チー

１８春季生活闘争に取り組

「格差是正」にむけた２０

げる「底上げ」「底支え」

構成組織として、連合の掲

連合としては、連合加盟の

なければなりません。ＪＲ

まざまな課題に立ち向かわ

経済の好循環にむけて、さ

日本経済はデフレ脱却、

松岡会長

さい。

組みについてお聞かせくだ

働政策ビジョン策定の取り

の決意とともに、新中期労

２０１８春季生活闘争へ

全国における人流・物流ネッ

を注視していくとともに、

ないでしょうか。この問題

進めていくしかないのでは

おいても、中期労働政策ビ

ています。２０１８春闘に

差による格差が鮮明に表れ

まだまだ多く、経営体力の

年獲得できていない単組も

ながら、一方ではベアを長

たと考えています。しかし

一定の実績・前進が果たせ

ても諸労働条件の改善をし

得し、その他の単組におい

おいても３年連続ベアを獲

４年連続、ＪＲ九州労組に

労組、ＪＲＥユニオンでは

ベア獲得の波を
グループ労組まで
広げられるような春闘に

トワークの課題に取り組ん

ジョンに基づいた方針を柱

てきた四国新幹線の必要性

計画に格上げすべきと訴え

が進められています。整備

幹線とリニア新幹線の整備

速鉄道については、整備新

また、先に述べました高

わけ民主化闘争ではないか

やはり、組織課題、とり

松岡会長

ありますか。

とつ挙げるとすれば、何か

組むべき課題について、ひ

最後に、今年の最も取り

ろです。グループ労組のベ

らないと決心しているとこ

成し遂げていかなければな

格差是正を着実に、堅実に

には、改めて光を当てて、

ない事実であるということ

金格差があることは紛れも

グループ労組において、賃

ます。北海道・北陸・九州

インフラであると考えてい

にとって必要不可欠な社会

への効果からも、四国地域

らす経済発展や地域活性化

については、新幹線のもた

えています。Ｊ Ｒ連合とし

べく、一石を投じたいと考

さ・変革の必要性を喚起す

ためて問題の大きさ・根深

面への発信を強化し、あら

て、産別として、関係各方

い中、本年を勝負の年とし

り組みを進めてきました。

降、「あるべき姿」への取

政策ビジョンを策定して以

００９年に初めて中期労働

ジョンについてですが、２

また、新中期労働政策ビ

んでいきたいと思います。

実績を増やしていくかに挑

組んでいきます。とりわけ、 ア獲得の波を広げ、いかに

新幹線およびリニア中央新

ての組織の原動力を強化す

ながら、これらの政策課題

会所属議員と連携を密にし

ラムおよび地方議員団連絡

して、議員懇談会や議員フォー

ＪＲ連合は「政策集団」と

す。ともに頑張りましょ

とをお誓いしたいと思いま

頭に立って奮闘していくこ

るとともに、また、その先

決に取り組むことを要請す

が一致団結し、諸課題の解

ＪＲ連合８万１０００人

ともに検討していきます。

容とすることを、各単組と

会的要請の変化を捉えた内

たさまざまな労働環境・社

命」「働き方改革」といっ

定に加え、「第４次産業革

振り返りによる目標の再設

おいては、この間の検証・

んでいきたいと考えています。 ような中で、新たに策定す

の解決にむけて着実に取り組

う。

じているところです。その

みを強化していく必要を感

単組も多く、さらに取り組

の目標にまだまだ及ばない

います。しかしながら、そ

成果として表れていると思

いずれにせよ、先を見据え、 ことによる効果はこの間の

本年は、法人事業税の資本

かと申しておきたいと思い

は「三島・貨物経営安定化

ＪＲ連合としては、人口

顕在化してきています。

るためには、組織拡大なく

でいきます。

割に係る特例措置、旅客新

ます。一方で、被災した鉄

プロジェクト」「貨物鉄道

と考えています。ＪＲ連合

には、関 係 者 間 で の 分 担 や

車特例について、重点課題

道施設を見ると、老朽化し

モーダルシフトプロジェク

として、しっかりと結果に

結成 年を経て、いまだ３

政策課題へ取り組む

組みを進めていきます。ま

かけを通じた解決への取り
た、昨年も多くの自然災害

中村広報部長
政策課題の解決にむけた

被害を受けました。これま

が寸断されるような甚大な

により全国各地の鉄道路線

取り組みについてお聞かせ

ください。
まず、ＪＲ発足 年が経

松岡会長

中村広報部長

国からの支援も求めながら、

として、しっかりと取り組

ているものが被害を助長し

域でしっかりと協議し、あ

結びつけられるように取り

最終答申を基軸に

んでいかなければなりませ

ているようにも見受けられ

減少社会が進む中、持続可

んでまいります。これまで

ループ労組にも波及させ、

中村広報部長

一石を投じる

極構造から抜け出せていな

ます。

◇

主化闘争に力を注いでいき

と考えますので、改めて民

一番大事なことではないか

してはなり得ないですし、

る中期労働政策ビジョンに

ん。毎年のように、重大な

ト」に続き、「鉄道特性活

ＪＲ東海ユニオン、ＪＲ西

変革の必要性を喚起すべく

課題に取り組むことになり

ます。橋りょう・トンネル

るべき姿を見据え、その先

てきました。その流れをグ

ますが、政策課題の大きな

能な交通体系の実現にむけ

10

性化プロジェクト」の最終

「鉄道特性活性化プロジェクト」

動きが活発になっているこ

03-3433-7211

マル派が浸透するＪ Ｒ総連

話

が真のパートナーとして相

電

組組合員も少しずつ現れて

東京都港区芝公園2-5-20

きています。第 回大会以

所

位一体の取り組みを進めて

住

きました。

15:30～17:30

社会的地位は低くおかれて

２０１8賀詞交歓会
ご案内

いる。ＪＲ東日本において

組織拡大を報じる各単組のニュース（速報）

降、 名の組織拡大を実現

政が敷かれ、そこに働く組
合総結集への道筋を付けて

しかし、いまだＪＲ労働

合員が辛酸を舐めている。

ＪＲ連合総結集にむけて、
改めて三位一体の
取り組みを
続いて、民主化闘争と組
東日本エリアにおける社会
に加入する者が増えつつあ

Ｊ Ｒ貨物の３社において
組合員とともに歩んでいく

中村広報部長
織課題への取り組みについ
いきたいと考えています。

ナンス労組が加わり、グ

てお聞かせください。
正義の確立とＪＲ労働運動

労働者の権利ばかりを前面

松岡会長
の社会的地位確立のために、
は、労政が固定化してい

した。しかしながら、東海

東日本の民主化をしよう」
る状況がありますが、ＪＲ

ます。この件についても、

「民主化闘争宣言」をＪ
といった言葉であり、この

本来、労使協議で真摯に議

Ｒ連合第３代会長の葛野会
間、ＪＲ連合は民主化当該

産業の発展を支えていく政

長が発して以降、 年が経

Ｊ Ｒ北海道、Ｊ Ｒ東日本、 ります。ＪＲ連合は、ＪＲ

10

は国鉄から引き継いだもの

重大な課題解決に向けた取り組みを積極果敢に進
めるとする松岡裕次会長

過しました。「ＪＲ労働者

ホテルメルパルク東京

場

会

２

2018年1月9日（火）

時

日

１

93

25

26

柱として、政府等への働き

25

Ａア・Ｂル・Ｃケ・Ｄバ・Ｅア・Ｆタ・Ｇル「イヌ（犬）とボウ
（棒）
」

４面「いぬ年連想クロスワード」解答

19

30
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２０１７年

国内・海外

国内
■プレミアムフライデーで
消費拡大
毎月最終金曜日に早帰り

大ニュース

期待も高まる︵６月︶。

「わが子もいつか」と親の

棋ブームにわかに到来。
間が残る。

を受けた。現在も未復旧区

は、日豊本線が甚大な被害

タゴタに乗じ第 回衆院選

主党などに分裂。野党のゴ

民進党が希望の党と立憲民

１ 日時 ２０１８年２月５日︵月︶ 時から 時まで

ダのメスの赤ちゃん「シャ

生まれたジャイアントパン

上野動物園で６月 日に

経済効果に期待

本線・日田彦山線が被災。

に見舞われ︵７月︶、久大

九州北部が記録的な豪雨

■九州自然災害で甚大被害

対の声高まる︵７月︶。

なく過労死促進の内容に反

ゼロ制度。労働時間の上限

模索する中、野党第１党の

の衆院解散。与野党逆転を

臨時国会冒頭で党利党略

選挙で与党３分の２

■突然解散で民進分裂︑総

への期待高める︵８月︶。

東京五輪・パラリンピック

議決定︵ 月︶された。

が即位、改元することが閣

譲位、５月１日皇太子さま

を経て、平成 年４月 日

位の日程を決める皇室会議

年 月４日。天皇陛下の譲

した︵９月︶。結婚式は来

離界がついに 秒の壁破り、 眞子さまの婚約内定を発表

中学生棋士・藤井聡太四

■藤井四段が驚異の 連勝

海外
■新大統領と米の不幸

回中央委員会の開催について

２ 場所 和歌山市「ホテルグランヴィア和歌山」

ンシャン」。上野動物園で
また、台風 号︵９月︶で

す「プレミアムフライデー」 スト浅田真央さん︵４月︶、 のご意向」で親友経営の加
段が破竹の 連勝。公式戦

第

は自民圧勝の結果となった。

誕生したジャイアントパン

計学園による獣医学部新設
連勝記録を 年ぶり更新の

相次いで引退表明

女子ゴルフ・元世界ランキ
な説明」なしのモリカケ疑

ング１位宮里藍さん︵５月︶ が問題化︵５月︶。「丁寧

②当面する活動方針

③２０１８春季生活闘争方針

④その他

４ 出席範囲

名︵Ｊ Ｒ北労組２名、Ｊ Ｒ Ｅユニオン１名、Ｊ Ｒ東海

①ＪＲ連合役員︵特別執行委員、会計監査員含む︶

ユニオン 名、Ｊ Ｒ西労組 名、ＪＲ四国労組３名、ＪＲ九州労組

②中央委員

５名、貨物鉄産労１名︶

を乱射︵ 月︶し、 人が

し２期目スタート︵ 月︶。

「社会主義強国」実現めざ

弾圧は過ちへの道と知るべ

る人事。個人独裁と民主化

ミャンマーでイスラム系

作戦

サート会場に向けて男が銃

ラスベガスで、野外コン

■米国史上最悪の銃乱射

し。

で 人が死亡した。

務の男による銃乱射
︵ 月︶

ス州の教会では、元空軍勤

四国連合１名、ＪＲ九州連合１名、ＪＲ貨物連合１名︶

③特別中央委員９名︵Ｊ Ｒ東海連合３名、Ｊ Ｒ西日本連合３名、Ｊ Ｒ

点襲撃を受け、政府は治安

イラク・クルド地域やス

■独立へ住民投票続く

クとシリアの拠点都市、相

党規約に自らの名冠した思
早くと願う。

住民ロヒンギャの過激派と

件となった。また、テキサ

部隊による掃討作戦を開始。 死亡、米史上最悪の乱射事

隣国に逃れたロヒンギャ難

犯行に北朝鮮工作員の影も。 民は 万人超にのぼった。

大 ニュース
国境に「壁」、７カ国から

３ 議題 ①経過報告

■秋篠宮眞子さま婚約内定︑
天皇譲位が閣議決定

男子陸上１００メートル
で桐生祥秀選手︵東洋大︶

宮内庁は、秋篠宮の長女・

■日本選手がついに９秒台

続発するなか、「働き方改
が９秒 を記録。日本短距

電通新入社員らの過労死

■過労死招く残業代ゼロ

革」に盛り込まれた残業代

■疑惑深まるモリカケ問題
ダの赤ちゃんが一般公開さ

■赤ちゃんパンダ誕生で

安倍首相夫人懇意の森友

大 ニュース
学園に国有地の格安払い下
れるのは 年ぶり。

■女子スポーツ名選手が
フィギアスケート女子・
げが発覚︵２月︶、「総理

が始まった︵２月︶。しか
が現役引退を表明。多くの

﹁カズオ・イシグロ﹂

■ノーベル文学賞に

ペイン・カタルーニャ自治

脱など米国第一主義次々と

トランプ米大統領就任し、 の入国禁止、温暖化協定離

州で独立めぐる住民投票

がために鐘は鳴る。

次ぎ解放︵７、 月︶。米

中国の習近平指導部、

■中国・習氏に権力集中
進める先進国での貧困生活

ロ・近隣国の思惑を危ぐし

ＩＳが暴虐尽くしたイラ

■ＩＳ拠点が次々陥落

や疎外感が、過激派武装組

想を書き込み、側近重用す
■ロヒンギャ過激派に掃討
験など北朝鮮の無謀な挑発

みられる武装集団の警察拠

11

バングーバー五輪銀メダリ

し、産業界からは、月末の
快挙。子どもたちの間に将

︵１月～︶。差別と排外主

２０１７年ノーベル文学

︵９、 月︶。アイデンティ

ティーをかけた戦いは尊く

賞を、英作家カズオ・イシ

も、混 乱 と 対 立 の 果 て に 誰

グロ氏が受賞した。イシグ

混乱も続く。

ロ氏は長崎で生まれ、５歳

義に厳しい批判。政権内の
■世界各地でテロ続発

た︵ 月︶。

で英イングランドに移住し

銃と爆弾、自動車など使っ
たテロが世界で相次ぐ。移
民出身の若者の心に広がる

織イスラム国︵ＩＳ︶信奉

つつ、中東に笑顔訪れる日
月～︶。

に国際社会が制裁強化︵２

弾道ミサイル発射・核実

17

58

を呼びかけ、消費拡大を促

金曜日に早めの退社は難し
惑に国民納得せず。

11 37

10

ファンから惜しまれる。

30

■核とミサイルの脅し

10

26

48

月～︶。米本土やグアム射
程、太平洋での水爆実験示
唆に高まる米朝戦争の危険。
日本政府は危機あおる。
■金正男氏︑マレーシアの
空港で殺害
北朝鮮の金正恩朝鮮労働
党委員長の異母兄、金正男
氏がマレーシア・クアラル
ンプール国際空港で、神経
剤ＶＸで殺害された
︵２月︶
。

14

30

13

10

12
とテロに走らせるのか︵１

深い闇。難民・移民の排除

10

10

いとの声も。
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