日本鉄道労働組合連合会

んだ成果である。

Ｊ Ｒ連合各地方協議会では︑２月８日の東海地協を皮切りに︑春季生活闘争討論

集会・総決起集会を開催し︑意思統一を図った︒
﹁底上げ・底支え﹂﹁格差是正﹂の実現

にむけた総合生活改善闘争の取り組みも︑ヤマ場を迎えている︒２０１８春季生活

闘争においては︑昨年を上回る成果︑さらには協力会社等を含むすべてのＪ Ｒ関係

労働者の労働条件改善にむけた取り組みをより一層展開しなければならない︒

ていこう﹂と呼びかけた︒

執行委員長︶が挨拶に立ち︑

Ｒ東海ユニオン新幹線地本
成果を勝ち取り︑グループ

■関東地協
ＪＲ連合関東地方協議会

決意を述べ︑職場から組織

︵関東地協︶は︑２月 日︑ 労組へ波及させていく強い
東京都内で﹁２０１８春季

かして組織拡大に取り組も

はじめ︑組合員 人が参加

集するＪＲ東海ユニオンを

点からも重要な闘いとなる︒ し︑加盟全単組が一丸となっ

後︑集会アピールが採択さ

力強い決意表明が行われた

春季生活闘争勝利にむけた

加盟各単組の代表者から︑

ことを訴えた︒

力強く統一闘争を展開する

生活闘争勝利！総決起集会﹂ 一丸となり︑総力を挙げて

う﹂と奮起を促し︑﹁２０

集会には︑関東地協に結

集会宣言を採択後︑昆議長
１８春闘は民主化闘争の観

を開催した︒

の力強い団結がんばろう三

より︑決意の一端が示され︑ べたうえで︑﹁この機を活

ＪＲ連合北海道地方協議
唱で会が締めくくられた︒

■北海道地協

会は︑３月３日︑札幌市内

冒頭︑杉本修哉議長︵Ｊ

て闘う決意を固め合った︒

は︑２月

日︑
岡山市内で

荻山市朗議長︵ＪＲ連合

近畿地協加盟各単組から総

副会長・ＪＲ西労組中央執

統一闘争を展開していかな

ＪＲグループ全体で生み出

﹁２０１８春季生活闘争学

した付加価値の適正配分を

とする安心社会﹂の実現に

正﹂とともに﹁働くことを軸

﹁底上げ・底支え﹂
﹁格差是

として︑すべての働く者の

を図った︒

習会﹂を開催し︑意 思 統 一

加盟各単組の代表者によ

松原伸芳議長︵ＪＲ西労

勢４５０人が参加した︒
る春季生活闘争勝利にむけ

組広島地本執行委員長︶は

ければならない︒そして︑
冒頭︑北陸地協を代表し

行委員長︶は﹁ＪＲ各単組

れた︒

連携を密にして組織拡大を

盛岡市内で﹁２０１８春闘

ＪＲ連合東北地方協議会
︵東北地協︶は︑３月３日︑ 意識した取り組みを展開し

■東北地協

において﹁３・３全道総決

起集会﹂を開催し︑２０１

８春季生活闘争勝利への意
冒頭︑昆弘美議長︵ＪＲ

て︑本田雅明議長︵ＪＲ西

の成果をグループ全体の相

ＪＲ連合北陸地方協議会

より強く意識し︑グループ

■北陸地協

労組の労働条件の改善にこ

と力強く決意を示した︒

学習会﹂を開催した︒学習

た 決 意 表 明が行われた後︑

団結がんばろうで閉会し

会には︑東北地協に結集す

集会アピールが採択され︑
最大の労働条件﹂との認識

た︒

連合副会長・ＪＲ北労組中

が挨拶に立ち︑﹁﹁賃金は

金沢市内で﹁２０１８春季

のもと︑地方の組合員の声

央執行委員長︶は２０１８

26

︵北陸地協︶は︑２月 日︑ 労組金沢地本執行委員長︶

産労役員が出席し︑民主化

生活闘争勝利総決起集会﹂

を中央へ送り届け︑賃金引

るＪＲＥユニオン︑貨物鉄

べ︑Ｊ Ｒ連合方針に則った

を開催した︒集会には︑北

き上げをはじめとする総合

の在京組合員ら 人が参加
した︒
中央闘争委員会を代表し︑
神津里季生中央闘争委員長
︵連合会長︶は﹁昨年は中
小が大手を︑非正規が正規
を上回る成果を勝ち取った︒
さらに深掘りしていく﹂と

いこう﹂と力強く呼びかけ︑ ての労働者の立場に立った

役である日本社会を作って

﹁働き方改革﹂の実現にむ

むけ︑２０１８春季生活闘

強調するとともに︑﹁春季

【東海地協】春季生活闘争討論集会

加盟各単組から 人が決

は︑２月８日︑名 古 屋 市 内

ＪＲ連合東海地方協議会

た︒

結がんばろうで締めくくっ

採択した後︑尾内議長の団

意を示し︑集会アピールを

本連合︑ＪＲ西労組の代表

Ｒ東海ユニオン︑ＪＲ西日

続いて︑貨物鉄産労︑Ｊ

と力強く語った︒

していかなければならない﹂

生活改善闘争に全力を傾注

現を誓い合った︒集会アピー

づいた各単組の申し入れと

を行い︑ＪＲ連合方針に基

Ｒ連合から取り組みの説明

その後︑学習会では︑Ｊ

■近畿地協

ルを採択後︑荻山議長の団

ＪＲ連合四国地方協議会

■四国地協

なり︑総力をあげて力強く

は︑﹁職場から組織一丸と

示し︑参加者からは︑ＪＲ

闘争として取り組む方針を

などを掲げ︑総合生活改善

上げ︑時短︑制度政策要求

活闘争総決起集会を開催し︑

大阪市内で２０１８春季生

■九州地協

閉会した︒

の力強い団結がんばろうで

ＪＲ四国労組執行委員長︶

濱斉議長
︵ＪＲ連合副会長・

ＪＲ連合中国地方協議会

協に結集するＪＲ九州労組

集会﹂を開催した︒九州地

８春季生活闘争勝利総決起

ＪＲ連合近畿地方協議会

は︑２月 日︑香川県宇多

他労組の動向やＪＲ四国グ
集会では︑連合およびＪ

発言があった︒最後に︑中

きがいある職場づくり等の

ループにおける諸課題︑働

日︑福岡市内で﹁２０１

︵九州地協︶は︑２月

をはじめとする組合員 人

て︑奮闘を促した︒

ともに︑今後の交渉にむけ

津町で２０１８春闘討論集

Ｒ連合の方針を基本に︑定

ＪＲ連合九州地方協議会
期昇給の確保と賃金の引き

■中国地協

会を開催した︒

尾内裕昭議長︵ＪＲ東海

ユニオン中央執行副委員長︶ ︵近畿地協︶は︑３月８日︑ 結がんばろうで閉会した︒

が決意表明を行い︑要求実

で２０１８春季生活闘争討
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論集会を開催した︒

■東海地協

﹁月例賃金の引き上げにこ

陸地協に結集する組合員総

生活改善闘争に組織の総力

引き続き、民主化闘争と組織強化・拡大の取り

だわり︑ワーク・ライフ・

闘争完遂・２０１８春闘勝利

勢１２０人が参加し︑全単

を挙げて臨む﹂と訴えた︒

策・制度要求実現３・５中
央集会を開催し︑ＪＲ連合

組みを推進していく。

れまで以上に注力していく﹂ 乗効果につなげていく﹂と

﹁中期労働政策ビジョン﹂に
冒頭︑添田寿男議長︵Ｊ

にむけた意思統一を行った︒

組・全組合員が総団結し運動

相原康伸中央闘争事務局長

労組組合員等にも理解されてきたことの証左。

最後に本田議長の力強い

基づくＪＲ関係労働者の労働

を展開することを確認した︒

︵連合事務局長︶のがんば

自動車連絡会の取り組みの正当性が、良識ある他

バランス実現にむけた総合

化を図る決意について語った︒ ＲＥユニオン仙台地本執行

条件改善にむけた取り組み強
委員長︶が挨拶に立ち︑Ｊ

た連合フォーラム議員が紹

ろう三唱で締めくくった︒

る。これは、
Ｊ Ｒ北労組運動およびＪ Ｒ連合・同

述べ︑加盟各単組の一層の

その後︑貨物鉄産労︑Ｊ

Ｒ東労組の動向について述

介され︑その後︑５つの部

らず、昨年のＪＲ連合大会以降11人が加入してい

奮起を要請した︒

Ｒ北労組及び同自動車支部

生活闘争はすべての働く者

門別共闘連絡会議の代表者

参加した約１２００人の仲

最後に集会アピールが提

けた決意表明も行われた︒
とを確認し合った︒

間らと団結して取り組むこ

ＪＲ連合は︑連合の一員

闘いの聖地「後楽園ホール」で全力闘争を意思統一

起され︑満場一致で採択し︑ 争に全力を傾注していく︒

さらに︑重点政策やすべ

のためのものである︒本集

女性組合員も続々

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）
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会の熱気を世の中に力強く

春季生活闘争への所信を述

思統一を図った︒

30

が決意表明した︒

連合２０１８春季生活闘争政策・制度要求実現３・５中央集会

大も職場における日頃からの世話役活動に取り組

【近畿地協】春季生活闘争総決起集会

アピールを採択した︒

けた決意表明を行い︑集会

者が春季生活闘争勝利にむ

また︑加盟各単組の代表

した︒

よう﹂と参加者に奮起を促

あるＪＲグループを創造し

果を勝ち取り︑働きがいの

﹃格差是正﹄に結びつく成

ち ︑﹁﹃ 底 上 げ ・ 底 支 え ﹄

執行委員長︶が挨拶に立

副会長・ＪＲ九州労組中央

中原博徳議長︵ＪＲ連合

合った︒

丸となって闘う決意を固め

が参加し︑加盟４単組が一

60

働く者こそが
主役である日本社会へ
24日付で女性２人、相次いで加入した。今回の拡

22

打ち出し︑働く者こそが主

ＪＲ北労組の加入拡大の勢いは止まることを知

３月５日︑都内にて︑連
合は２０１８春季生活闘争政
ＪＲ北労組自動車支部において、ジェイ・アー

30

続いて︑本集会に参加し

【四国地協】春闘討論集会

25

【九州地協】春季生活闘争勝利総決起集会

２０１８春季生活闘争の
ヤマ場にむけて意思統一
ル北海道バスで働く仲間が２月23日付で１人、同

●発行者／松岡裕次 ●編集者／中村鉄平

h t t p : / / w w w. j r - r e n g o . j p
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ＪＲ連合各地協において春闘総決起集会
ＪＲ北労組で3ヶ月連続加入

JR連合

JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERATION

TEL（NTT）03-3270-4590 （JR）057-7848
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

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）3月15日

ＪＲ連合
（１）第 566 号（毎月1日、15日発行）

組合員脱退の勢いはまだ止
がとった方針を批判し臨時

横浜地本は︑それぞれ本部

東北３地本と大宮地本︑

り切るのではなく︑組合員

に立ち︑嘘やごまかしで乗

苦しんでいる組合員の立場

﹁いまこそ私たちは職場で
認した︒

の３点を要求することを確

②﹃労使共同宣言﹄の再締

央方針を明確にすること︑

①事態の収束を図る為の中

会社に対す

とともに︑

東労組本部

様の申立を行うなど︑ＪＲ

本も茨城県労働委員会へ同

③臨時大会を開催すること︑ 救済申立を行った︒水戸地

結に向けて努力すること︑

る徹底的な

本会社による不当労働行為

働委員会に対してＪＲ東日

地本は︑同９日︑東京都労

一方︑東京地本と八王子

及ぶ脱退者と︑ＪＲ東労組

ＪＲ連合は︑２万人にも

定される︒

画策した蠢きがあるとも想

織維持のための潜り込みを

の中には︑将来にわたる組

る︒しかし︑各組織の動き

に脱退の動きが出てきてい

本︑長野地本などでも徐々

また︑新潟地本︑高崎地

２月から続くＪＲ東労組

本部の失策を認めようとし

に恐怖する﹁反本部派﹂︑

社の徹底姿勢や組織の瓦解

大量組織脱退に加えて︑会

足並みが揃わぬ地方本部を

制の下で︑信頼と信用の回

かったことから︑新たな体

めの認識の一致を見出せな

ながらそれを打開させるた

てきました︒しかし︑残念

統一もままならないようだ︒ でいる組合員の現実を訴え

統率できず︑組織的な意思

復を図るために臨時大会の

続の危機と︑現在も苦しん

﹁中央本部に対して組織存

けでなく横浜地本としての

会を開催し︑﹁中央本部だ

は︑同７日︑春闘総決起集

示した︒さらに︑横浜地本

催を求めます﹂との見解を

本部へ臨時大会の早急な開

のために︑大宮地本は中央

することはできない﹂﹁そ

組がＪＲ東労組として存在

く︑交通ネット ワ ー ク

周辺の土地区画整理事業が７割

さらに新駅設置については︑

絡会との連携を深めていくとと

今後もＪ Ｒ連合地方議員団連

いる革マル派活動家らを除
く良識ある組合員をいち早
く救済するよう組織拡大と
民主化闘争の運動を展開し

ＪＲ四国労組

愛媛支部執行委員長

決には︑どうしても政治の力が必要

となります︒愛媛支部は︑ＪＲ四国

労組議員団会議の井上洋一団長︵砥

部町議会議員︶の出身支部でもある

ことから︑地域の課題や問題点を解

月から愛媛支部執行委員長を務めて

記長︑分会長を経て︑２００９年９

の松下です︒私は松山運転所分会書

ＪＲ四国労組愛媛支部執行委員長

の歴史を伝え︑この間労使共同宣言

を経験したからこそ伝えられる組織

少ない国鉄世代の一員として︑当時

変心強く感じています︒私自身︑残り

では将来を見据えた発言もあり︑大

り若返っています︒各大会や委員会

が進み︑ＪＲ世代の組合員が多くな

報を共有し︑行動できる体制の構築

これからも︑分会︑支部︑本部と情

向かうように努力をしていきます︒

見を聞き︑話し合い︑そして解決に

のどんな小さな言葉も取り上げ︑意

私たちは︑労働組合として組合員

人三脚で取り組んでいきます︒

よる自治体への要望を井上団長と二

さん

います︒愛媛支部では︑組合員が抱

のもと歩んできた労働運動の継承に

松下正弘

えている諸課題や問題点などを皆で

決するため︑意見書採択行動などに

話し合い議論し︑解決に向けて日々

際女性デー全国統一行動

１８春季生活闘争３・８国

３月８日︑都内で﹁２０

演を行い︑ＩＬＯが今年６

ラスメント〜﹂と題した講

男女平等課題 〜暴力とハ

理事が﹁国際社会における

いくとともに︑男女平等参

取り組みを議論・実践して

画推進委員会等で具体的な

ＪＲ連合は︑男女平等参

を
Solidarity Forever
合唱して閉会した︒

総会で︑各国の法整備を進

たうえで︑﹁６月のＩＬＯ

されていない現状を指摘し

防止するための法律が整備

合会長は︑ハラスメントを
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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

２月

の公共交通と取り巻く環境等を

コミュニティバス﹁ま

互に質疑をし︑意見を交わし

続いて訪れた西鉄・

順調に増えていることからも︑

の政策立案と各方面への提言活

その後︑郷野晶子ＩＬＯ

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。
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動に活かしていく︒

合った︒

ティバスの拠点の一つ

通結節点としての機能など含め︑

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

交運共済 ニュース

家族の幸せを災害から守る

火災共済
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Ｊ Ｒ連合「民主化闘争情報」
の見出し
（上）

となっており︑パーク

各単組の女性役員参加者

特 集

ほろば号﹂のルートも近

大宰府市の交通政策担当者と意見交換
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