日本鉄道労働組合連合会

たい︒とりわけ︑昨年末は

てご指導ご協力をお願いし

続きさまざまな課題につい

なった︒皆さまには︑引き

に衆議院が解散︑総選挙と

開催を計画していたところ

て松岡裕次会長は﹁昨年︑

冒頭︑ＪＲ連合を代表し

は昨年﹃チーム公共交通﹄

組む必要がある︒ＪＲ連合

鉄道のあり方と捉えて取り

海道の問題は地域における

ばならない︒ま た ︑ Ｊ Ｒ 北

た取り組みを強化しなけれ

も踏まえ︑安 全 確 立 に む け

ンシデントが発生したこと

末に新幹線における重大イ

いかなければならず︑昨年

フォーラムの取り組み︑
九州北部豪雨の視察など︑
鉄道の災害復旧・安全・防
災対策の強化に対する取り
組み︑２０１８年度予算・
税制改正要望にむけた取り
組みなどの経過を報告した︒
また︑当面する政策課題と
して︑﹁チーム公共交通﹂
及び﹁チーム地域共創﹂の
形成に向けた取り組み︑交
通重点政策２０１８ ２０
１９策定にむけた取り組み︑
２０１９年度予算・税制改
正要望にむけた取り組み︑
整備新幹線に係る各種課題
また︑参加議員からは︑

への取り組みなどを報告した︒
今国会で審議されると想定

述べられた︒その後︑衆議

合わせ取り組む﹂と所信が

あり︑復旧支援の重要性と

整備法改正を中心に発言が

度の根拠法である鉄道軌道

とを検討し︑４月中旬には

連絡会﹂総会を開催するこ

ラム﹂総会と﹁地方議員団

世紀の鉄道を考える議員フォー

ＪＲ連合は︑４月に﹁

展開していく︒﹂と挨拶を述

ともに︑地域公共交通のあ

されている災害復旧補助制

べた︒

院総選挙の取り組み︑ＪＲ

議事では︑ＪＲ連合国会

２０１９﹂の策定・冊子の

ライン案﹂︑待遇格差問題

ついて意見交換を行った︒

このような動きを先取った

今後も︑﹁国会議員懇談

配布行動などに取り組む︒

会﹂﹁ 世紀の鉄道を考え

議員団連絡会﹂との連携を

る議員フォーラム﹂﹁地方

令下の考え方や年休の時季

働時間管理における指揮命

それぞれ質問が出され︑労

その後︑ＰＴメンバーから

委員会を母体として活動し

ス部会は男女平等参画推進

ワーク・ライフ・バラン

た考え方が示されることに

上の注意点を交えて回答を

法律上の解釈とともに運用

ることによる身体への影響

いて︑﹁ 泊 ま り 勤 務 を 続 け

いく︒

なるため︑注視しておく必

からの発言をきっかけに実

を懸念する﹂といった委員

受けた︒

策ビジョン策定ＰＴワーク・

たいこと﹂について︑ご講

康で働くために知っておき

員を招き︑私たちが﹁健

究所の松田文子特別研究

のように衰えていくか︑あ

など︑それぞれの感覚がど

特徴について︑視覚や聴覚

齢とともに変化する身体の

松田特別研究員から︑年

現した︒

ライフ・バランス部会にお

安心感が広がった︒

ないという回答を受けて︑

﹁看護師﹂を例に全く問題

出産への影響﹂については︑

務を続けることによる妊娠・

問が出された︒﹁泊まり勤

その後︑部会委員から質

なども踏まえて説明された︒

関係について︑諸外国の例

まり勤務と身体のリズムの

に︑睡眠や眠気に加え︑泊

詳細な解説をされた︒さら

るいは衰えにくいかなど︑

いて︑大原記念労働科学研

１月 日︑新中期労働政

﹁健康に働くために
知っておきたいこと﹂について

要があるとのことだった︒

変更権の運用などについて︑ ており︑前回の委員会にお

図り︑政策実現を果たして

演いただいた︒

※借家にお住まいの方のみ

回ＪＲ連合国会議員懇談会

２０１８税制改正について
﹃チーム地域共創﹄の実現

﹁交通重点政策２０１８
世紀の鉄道を考える議員

議員懇談会の新体制を確認︑ 連合国会議員懇談会及び
榛葉新会長から﹁皆で力を

より知見を得ることにも積

諸労使協議を展開してきた︒ 識者を招いた学習会などに

また︑労働契約法・パート

についての法改正の動きや

借家人賠償保障
＋修理費用

第

新体制を確立し政策・組織課題解決にむけて推進

要請行動を行うなど︑要望
にむけた政策提言をまとめ

り方︑持続可能な将来像に

榛葉会長をはじめとする８人体制に

内容の実現にご尽力いただ
た︒これを柱に政策活動を

現ビジョンは次年度までの

タイム労働法の改正によっ

裁判例などについて講義い

には至っておらず結論が出

働き方改革関連法案の動向︑ 題に関しては︑最高裁判決

みんなで暮らしをガード
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Ｊ Ｒ連合は︑１月 日︑第 回ＪＲ連合国会議員懇談
会を開催した︒Ｊ Ｒ連合国会議員懇談会は第 回衆議院
総選挙の結果と髙木義明会長の衆議院議員からの引退を
受け︑体制の再構築を図った︒今回︑会長に榛葉賀津也
参議院議員︑副会長に泉健太衆議院議員︑事務局長に小

いた︒今年も山積する課題

策定に取り組んでいるとこ
ろである︒昨今の﹁働き方

て︑﹁あるべき姿﹂や５年
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衆・佐賀2区

川淳也衆議院議員として︑
新たなスタートを切った︒

に対して取り組みを進めて

新中期労働政策ビジョン策定ＰＴ

改革﹂の動きをはじめ︑労
働環境・社会情勢の変化も

間の中期目標を定め︑その

ＪＲ産業の将来を見据えた
﹁働き方﹂について学ぶ
ＪＲ連合は中期労働政策

極的に取り組むこととする︒

視野に入れた活動とし︑有
ビジョンを掲げ︑ＪＲで働

内容としていることから︑

策ビジョン策定ＰＴにおい

労働条件・環境を求めてい

とっても重要な法案である︒

﹁働き方改革﹂にまつわる
法改正等の動向・考え方について
１月 日︑新中期労働政
て︑東京大学社会科学研究

かなければならない︒

﹁働き方改革実行計画﹂︑

ていないものの︑定年再雇

止が規定されたことを受け

﹁労働時間の適正な把握の

用者に対する賃金格差につ

労働法制に関するセミナー

決が出されていることも︑

ために使用者が講ずべき措

ただいた︒特に待遇格差問
注目を集めている︒このよ

置に関するガイドライン﹂︑ いて争われている裁判では︑

今回︑水町教授からは︑
今国会において審議され

においても︑これらの法改

などを含む労基法改正など︑ うな中︑私たちの働く環境

る︑時間外労働の上限規制

正に伴う適切な整備がなさ

て︑各地で裁判が行われ判

働き方改革関連法案につい

を開催した︒

ては︑社会からの関心を集

公的制度との整合性を含め

れる必要があり︑さらには︑ ﹁同一労働同一賃金ガイド
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（2018年１月25日現在）
【JR連合国会議員懇談会 役員体制
（新体制）
】

所の水町勇一郎教授を招き︑ て︑不合理な労働条件の禁

11

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。

フィールドワークを主とした研究に基づく働く者の視
点にたった内容に関心を集めた

実現にむけて春闘や労働協

ＪＲ連合８万２千人の仲間が歓迎

−
2018春季生活闘争のテーマとしても活用すべく参加者
は真剣に聞き入った

48

くすべての労働者の賃金や

信を持って推し進めていこう。

現在ＰＴとして新ビジョン
しと捉え、加入の勢いを止めることなく自

約改訂交渉をはじめとする
ＪＲ北労組運動が理解されてきている証

−

65

く加入で、今年度８人目の新加入となる

諸労働条件︑働き方につい
ＪＲ北労組自動車支部では、１月１日付

18

榛葉新会長からＪＲ30年、ＪＲ連合25年の節目を迎え、
諸課題解決にむけた力強い決意が述べられた

21

25

で女性組合員が加入した。昨年１２月に続
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ＪＲ北労組自動車支部で
女性が加入
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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 30 年
（2018）2月1日

ＪＲ連合
（１）第 563 号（毎月1日、15日発行）

効果などとともに︑四国の

ＪＲ各単組で２０１８年の活動スタート
ＪＲ四国労組﹁２０１８新春セミナー﹂﹁２０１８新年交歓会﹂

経済界や各県などと取り組
む四国地域への新幹線誘致
の状況︑単線新幹線整備の
可能性などについて説明を

ミナー及び新年交歓会を開
また︑新春交歓会では︑

四国新幹線の実現にむけ
地域に愛される存在に
１月７日︑ＪＲ四国労組
催した︒ＪＲ連合からは︑
森信夫連合香川会長︑井上

受けた︒

はホテルアネシス瀬戸大橋
松岡裕次会長︑中村鉄平交

いては︑﹁営業主体として任

マであった四国新幹線につ
となった台風 号による護

要﹂とし︑
会社発足以来最大

される存在となることが重
トに触れ安 全 確 立への取 り

に︑新幹線の重大インシデン

復旧補助への取り組みととも

文取締役会長

ＪＲ四国泉雅

では︑講師に

新春セミナー

一郎衆議院議員︑武内則男

連合国会議員懇︶︑玉木雄

小川淳也衆議院議員︵ＪＲ

井真司ＪＲ四国代表取締役

浩司四国交運労協議長︑半

Ｒ西労組組

は来賓やＪ

し︑集会に

い﹂を開催

ル四国バス代表取締役社長︑ を期する集

社長︑吉良次雄ジェイアー

合員ら約３

を誓い前進

１８年安全

大阪市内において︑﹁２０

岸損傷の被害に対する災害

員が一致団結し︑労使一緒

プの皆さんを含めた全組合

の反省と教訓を胸に︑グルー

知山線列車事故以降︑事故

︵Ｊ Ｒ連合副会長︶は︑﹁福

組みについて︑
決意を示した︒

せてもらえるように信頼さ
れること︑そして地域に愛

ＪＲ西労組２０１８年安全を誓い前進を期する集い

労使協力して安全確立に取り組み

を招聘し︑
衆議院議員をはじめ︑多く
００人 が 出

荻山市朗中央執行委員長

︵宮城県分会執行委員長兼任︶

ＪＲＥユニオン

ローガンは︑﹁民主的労働運動を次

の思いは今も変わっていません︒現

状︑真面目に働く者が正当に報われ

る会社になりつつあると感じていま

すが︑それは私たちの長き訴えと行

動の成果だと思っています︒今後と

も将来に繋ぐＪＲ東日本を築くべく︑

大泉浩康です︒職場は東北本線と仙

全力で組織拡大に邁進しよう！﹂
です︒

組織拡大です︒民主化闘争勝利も労

私たちの全ての問題解決のカギは

代に引き継ぐため組合員一丸となり︑ 運動に寄与して参りたいと思います︒

あるべき労使関係を構築するための

台空港アクセス線との分岐駅の名取

今から 年ほど前︑周りを座視す

大泉浩康

管理部会部会長

ＪＲＥユニオン管理部会部会長の

駅で助役を担当しています︒名取駅

んでいます︒

で︑後輩指導も含め日夜の業務に励

うこともあって︑大変な業務量の中

接し︑三セクとも関わる要所駅とい

は︑仙台市近郊のベッドタウンと隣

相応しい労働運動は︑民主的な労働

つであったとの認識と︑民間企業に

観者﹂が国鉄を衰退させる原因の一

な言動が増えていました︒私は︑﹁傍

ると国鉄時代を彷彿させるかのよう

言葉は１人が 人に声を掛けようで

重ねていこうと頑張っています︒合

して︑出来ることを一つひとつ積み

いることを全組合員が認識を一つに

働条件の向上も︑組織拡大に掛かって

していく︒さらには︑一人

展開していこう﹂と挨拶を

強く︑元気を出して運動を

く︒ＪＲ西労組らしく︑力

員で︑安全の確立を含めＪ

言葉をいただき︑出席者全

くの来賓から激励と連帯の

す︒全国の仲間の皆さんとともに頑

ひとりの生産性を高めてい

張って参ります︒

なるよう職場の安全確立に

くために公正な分配が必要

運動であるはずだとの思いからＪＲ

全力で取り組む︒また︑労

連合系の組合に参加しました︒当時

ればならないが︑個人の責

働力不足への対応︑ワーク・

Ｒ西日本の責任ある組合と

昨年︑宮城県分会執行委員長に選

任に起因するものではなく

行った︒

任されました︒定期大会で掲げたス

組織や仕組みの問題として

不可欠でもある︒労使協力

の指摘を重く受け止めなけ

ただきたい︒厳しい世の中

最優先の意識を信頼してい

極みである︒組合員の安全

重大インシデントは痛恨の

月に発生した新幹線台車の

組みを進めてきた︒昨年

冒頭︑主催者を代表して︑ になって安全最優先の取り

求めるべきものは求めていく

﹁四国に新幹
の来賓とともに︑各支部・

日︑ＪＲ西労組は

線を﹂と題し
分会代表者が出席した︒

１月

た講演が行わ

通政策部長が出席した︒

れた︒全国に

して安全確立に取り組み︑

した︒安全の取り組みにつ

れる会社﹂にすることを誓

のない安心して働き続けら

保については︑﹁雇用不安

ら︑２０１８年の課題や今

年のあいさつを交わしなが

その後︑参加者同士が新

﹁単独で維持することが困

可能な交通体系のあり方﹂︑

ある中︑一昨年には﹁持続

て以降︑会社存亡の危機に

して社会的な使命を果たす

ライフ・バランスや働き方

いては︑引き続き﹁ＪＲ関

い︑組合員・家族の幸せの

難な線区﹂を公表し︑地域

その後︑連合大阪︑近畿

捉え︑現場の意見を踏まえ

席 し︑
一層の

て労使協議に反映していく︒ の課題への対応については

安 全の確立

ことを確認し合った︒

冒頭︑中濱斉執行委員長

交運労協をはじめとする多
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を誓った︒
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院議員︵Ｊ Ｒ連合国会議員

ら選出されている衆議院議
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参加者に対して︑発足以来
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取り組み︑不払い残業撲滅
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