人の代議員から

る運動方針の要点を述べつ

パニーの実現を３本柱とす

改善を図るハートフルカン

岐にわたる積極的な発言が

諸課題︑政治活動など︑多

条件・環境や制度に関わる

安全課題︑組織課題︑労働

長の総括答弁を受け︑全議

中間答弁︑尾形泰二郎書記

あり︑各担当執行委員から

る中︑結成 周年記念レセ

くの来賓・組合員が参加す

定期大会終了後には︑多

●発行者／松岡裕次 ●編集者／中村鉄平

JR連合

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階
1部20円（但し組合費に含む）

米子市議会議員選挙

らに強化していく︒今回の

議員団連絡会との連携をさ

いて︑Ｊ Ｒ連合地方議員団

た米子市議会議員選挙にお

市議の協力

換会は中田

合の意見交

した鳥取県米子市とＪ Ｒ連

組みをはじめ︑Ｊ Ｒ連合が

での交通政策に関する取り

中田市議は︑米子市議会

上での政策

を把握した

態・問題点

の抱える実

は︑各地域

⇒

高年齢者の労働条件改善や

織拡大にむけた取り組み︑

された議案すべてを満場一

選や大会宣言も含め︑提案

弁を行い︑会計監査員の改

辻村和裕書記長が集約答

にも注力していく︒

定されている統一地方選挙

結果で弾みをつけ︑来年予

ＪＲ連合地方議員団連絡会

中田利幸代表幹事当選

連絡会で代表幹事を務める

によって実

とりわけ︑３月 日に開催

中田利幸米子市議が５期目

現したもの

日︑投開票を迎え

の当選を果たした︒Ｊ Ｒ西

６月

労組米子地本をはじめ︑Ｊ

である︒

掲げる﹁チーム地域共創﹂

提言を行う

ＪＲ連合

Ｒ連合の総力を挙げて取り

の形成にむけ︑Ｊ Ｒ連合・

組んだ結果が実を結んだ︒

Ｊ Ｒ西労組との強い連携の

①安全の確立︑②新人事賃

業務・雇用環境の見直し︑

致で採択した︒

もと取り組みを進めてきた︒ べく︑地方

金制度交渉︑③交通政策課

小集団活動︑会社組織・指

案は満場一致で可決された︒ プションを開催した︒

題︑④統一地方選挙の各取

揮命令系統のあり方︑青函

最後に︑大杉委員長の団

り組みについて︑所信を述

結ガンバロー三唱で︑今後

べ︑課題提起を行った︒

共用走行・北海道輸送をは

貨物鉄産労は︑７月６日︑ 大 杉 正 美 中 央 執 行 委 員 長

安全確立・組織拡大・
新人事賃金制度交渉へ総力を結集

貨物鉄産労第 回定期全国大会

つ︑将来にわたる﹁会社の

行われ︑

報告︑運動方針案の提起が

その後︑執行部から経過

松岡会長が祝辞を述べた︒

政所大祐企画部長が参加し︑

次会長・河村滋喜事務局長・

Ｊ Ｒ連合からは︑松岡裕

い決意が語られた︒

せ﹂を実現していくとの強

発展と組合員・家族の幸

ＪＲ連合総がかりの運動を牽引する
ＪＲ各単組で定期大会開催
Ｊ Ｒ連合は６月 日〜 日︑第 回定期大会を開催し︑﹁安全最優先の取り組みの
深度化︑政策課題の解決・前進を図るべく そして民主化闘争の完遂・Ｊ Ｒ労働界の
一元化にむけて︑Ｊ Ｒ連合総がかりの運動を強く広く展開しよう﹂をスローガンに掲
げ︑向こう１年間の運動方針を決定した︒
今後︑加盟各単組において定期大会を開催し︑Ｊ Ｒ連合総がかりの運動を牽引する
原動力を強固なものとしていく︒すべてのＪ Ｒ連合運動を組織の強化・拡大に帰結さ

傷事件など︑顕在化してい

用を守りつつ労働条件等の

せるべく︑加盟各単組とともに展開していかなければならない︒なお︑Ｊ Ｒ四国労組
第 回定期大会は大雨の影響により︑延期となった︒
ＪＲ東海ユニオン第 回定期大会

新たな中期目標

なかったリスクについて課

２０２７﹄をスタート

Ｊ Ｒ東海ユニオンは︑７

﹃ＵＮＩＯＮ ＦＵＴＵＲＥ

月５日︑愛知県豊橋市内に
年８月に会社と締結した新

題提起を行った︒また︑昨

回定期大会を開
労使共同宣言﹁将来につな
年の新たな中期目

ぐ共同宣言﹂を礎として︑
向こう

ＪＲ連合からは︑河村滋

多くの支援者と当選を果たし喜ぶ中田代表幹事

＊ＪＲ東海ユニオン・ＪＲ西労組・ＪＲ四国労組・ＪＲ九州労組は、春季生活闘争時に同時要求同時妥結。
貨物鉄産労は同時要求別妥結。ＪＲ北労組・ＪＲＥユニオンは、別要求別妥結。

おいて︑結成 周年の節目
となる第
催し︑２０１８年度運動方
執行部を代表して挨拶に

針を満場一致で決定した︒

︵ＪＲ連合副会長︶は︑２

の運動のさらなる前進に向

愛知県尾張一宮市内におい

じめとする政策課題︑女性

標﹁ＵＮＩＯＮ ＦＵＴＵＲ

の職場環境整備やＩＴフレ

立った鎌田茂中央執行委員

喜事務局長と政所大祐企画

て︑第 回定期全国大会を

部長が出席し︑激励と連帯
開催し︑２０１８年度の運

年連続の鉄道ロジスティク

２０２７﹂に基づ

ス部門の黒字や︑ 年ぶり

き︑①鉄道・医療をはじめ

⇒

6/18

Ｅ

年4.5ヶ月以上

長︵Ｊ Ｒ連合副会長︶は︑

2/13

本大会まで取り組んできた

7/7支払

貨物鉄産労

けて決意を固め合った︒

1.6ヶ月

3/16

ンズ等の業務課題など︑多

6/27

3.0ヶ月

岐に亘る発意があった︒

7/6支払

2/13

議事では︑５人の代議員

1.65ヶ月
+0.08ヵ月

ＪＲ九州労組

JR東海ユニオン第27回定期大会【7月5日】

の挨拶を行った︒

6/30支払

1.94ヶ月

のベア獲得︑東海地区本部

2.52ヶ月

3/23

における組織拡大の実現︑

3/17

2.3ヶ月

動方針を満場一致で決定し

6/29支払

2/13

た︒

2.52ヶ月
+50,000円

ＪＲ四国労組

全確立︑②組合員全員参画

1.89ヶ月

3/14

中期目標﹁ユニオントライ﹂ Ｊ Ｒ東海グループ全体の安

3/23

年5.7ヶ月

の総仕上げの１年間を振り

7/7支払

7/6支払

2/9

Ｊ Ｒ７単組の夏季手当に

3/15

5.44ヶ月 6/30支払
（年間） （夏季分）

ＪＲ西労組

ＪＲ東労組の組織瓦解など︑ が質疑に立ち討議が行われ︑

3/15

冒頭︑執行部を代表して

3.1ヶ月

による組織の活性化︑③雇

2/7

12

返り︑新幹線車内の刃物殺

ＪＲ東海ユニオン

3.05ヶ月

6/12

ついては︑Ｊ Ｒ東海ユニオ

3/16

3.2ヶ月

不安全事象・事故の撲滅に

6/29支払

5/14

向けた取り組み︑新人事賃

3.05ヶ月

ＪＲＥユニオン

ＪＲ貨物の経営動向や貨物

2.91ヶ月

6/22

ン︑Ｊ Ｒ西労組︑Ｊ Ｒ四国

6/9

2.4ヶ月

労組︑Ｊ Ｒ九州労組が２０

１８春季生活闘争において

妥結し︑引き続き︑Ｊ Ｒ北

労組︑Ｊ Ｒ Ｅユニオン︑貨

物鉄産労が要求をもとに︑

交渉を行ってきた︒組合員

の負託に応えるべく︑この

間︑会社の持続的な発展の

ため︑安全最優先に業務に

邁進し︑現 場 第 一 線 か ら 支

えてきたことを訴えるなど︑

鋭意交渉を展開してきた︒

結果︑昨年を上回る回答

など成果を引き出し︑Ｊ Ｒ

７単組すべてで︑夏季手当

6/28支払

6/30支払

2.91ヶ月

6/27支払

2.02ヶ月

5/21

5.66ヶ月 6/29支払
（年間） （夏季分）

29

6/21

7/4支払

7/4支払

ＪＲ北労組

2.02ヶ月

妥結内容

妥結日

11

27

24

について妥結した︒

ＪＲ７単組の２０１８年「夏季手当」要求及び妥結状況表

25

貨物鉄産労は19年ぶりベアに続き
昨年を上回る回答引き出す

34

ＪＲ労働界における地殻変動が起こるなか、ＪＲ連
合は第27回定期大会で、すべての運動を組織強化・拡
大に帰結していく決意を固めた。
そのような決意のもと、ＪＲＥユニオン、貨物鉄産
労の地道な世話役活動と真に民主的な運動が今回の成
果につながった。
今こそ、ＪＲ連合への総結集を果たすときである。
ＪＲ連合・民主化当該単組・支援単組の三位一体となっ
た取り組みを一層展開し、民主化闘争の完遂、ＪＲ労
働界の一元化にむけて、運動を加速していく。

妥結日

要求内容

妥結内容

要求日

鉄産労を取り巻く諸情勢に

ＪＲ７単組すべてで夏季手当妥結

25

ＪＲＥユニオン仙台地本
貨物鉄産労東海地区本部
で新規加入

19

触れつつ︑重要課題として︑ 金制度にまつわる課題︑組

貨物鉄産労第34回定期全国大会【7月6日】

27

23

27

10

34

37

ＪＲ連合に新たな仲間が続々と

JR連合
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２０１７年

２０１８年

単組名

日本鉄道労働組合連合会
ＪＲ連合
総がかりの運動を
強く広く
展開しよう！

平成 30 年
（2018）7月15日

ＪＲ連合
（１）第 575 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争
と呼ばれ
派シンパ

維持できなくなると推測さ
さらに︑新聞各紙でも大
が約８０

る革マル

きく取り上げられてきたＪ
０人いる︒

れる︒

Ｒ東日本管内における不審
事象については︑６月 日 ﹃ＪＲ労働

２０１７年６月 日に結成し︑

ビルメンテナンス労働組合は︑

私たちジェイアール東海総合

空間を提供でき

に安全で快適な

お客様や従業員

合員の平均年齢は 歳で︑組合

行部で運営を行っています︒組

組合員数は２５４人︑８人の執

がら明るく楽し

意工夫を重ねな

るよう︑日々創

潰れる︒そうなる前に組合

障が出れば︑国のメンツが

運行が止まり大会運営に支

ストを強く恐れる︒Ｊ Ｒ の

げ︑﹁官邸は五輪開催中の

面会していたことを取り上

社長︵当時︶が政府首脳と

︵以下︑﹁会社﹂︶の冨田

月下旬に官邸でＪＲ東日本

載した︒記事によると︑２

ル﹄排斥﹂と題した記事を掲

官邸︑五輪控え﹃Ｊ Ｒ革マ

Ｊ Ｒ東︑運行妨害は報復か

号︶が︑﹁労組締め付ける

強い後ろ盾があったことが

に対峙した背景には政府の

ない強い姿勢でＪＲ東労組

ている︒会社がこれまでに

を行っていたことが判明し

はマスコミ関係者にも説明

５０人の国会議員︑さらに

および与野党問わず︑約１

省をはじめとする関係省庁

参・配布し︑国交省・厚労

見解について﹂の文書を持

イキ権行使等にかかる会社

組の動きについて﹁ストラ

契機に︑会社は︑ＪＲ東労

スト検討﹂と報じたことを

新聞朝刊に﹁ＪＲ東労組︑

え︑連合や交運労協の加盟

く現行の専従役員体制に加

でいることになる︒おそら

万１千人台にまで落ち込ん

ＪＲ東労組の組合員数は１

の情報もあり︑そうすると

者が３万５千人を超えたと

６月時点で︑すでに脱退

した﹂ともされている︒

気に組合の弱体化に乗り出

を追い風として利用し︑一

社側は︑官邸の強い危機感

年手を切りたがっていた会

が浸透するＪＲ東労組と長

に︑同記事では﹁革マル派

通告したことが物語るよう

﹁労使共同宣言﹂の失効を

グローブ﹄のメンバーが約

員で組織する指導部﹃マン

一方︑﹁革マル派の組合

も注視しているとした︒

行していると疑う﹂と警察

報復を目的に革マル派が実

合の弱体化を図る会社への

る︒同記事では﹁警察は組

に 対策を講じようとしてい

などして多発する運行妨害

内に防犯カメラを設置する

は職場や車両の運転室や車

のような状況のなか︑会社

ことが明らかにされた︒こ

以降５３０件発生している

会﹂で鉄道妨害事象が２月

に 開催された﹁定時株主総

しており︑約 ９ ０ ０ 人 も が

ル派勢力がいることを公表

全国で５千５００人の革マ

状について﹂においては

た﹁極左暴力集団等の現

今年１月に警察庁が発行し

ている︒

掲載され

の指摘も

察関係者

という警

ている﹂

で動かし

組合を裏

織を築き︑

という組

研究会﹄

れ変わったのだろうか︒と

ＪＲ東労組は果たして生ま

部の役員らのみを排除した

の動きを首謀したとして一

スト行使にまつわる一連

し︑残存勢力による運動が

ある多くの組合員らが脱退

しておかなければならない︒

きＪＲ東労組の動向を注視

も十分にあり得る︒引き続

化の進む限界集落となって

の除去︑休耕地などの除草︑ 社会的な役割に鑑みた重要

水路にたまった枯葉や土砂

分の２を占めており︑若い力の

組合員一同頑張

た会社を目指し

組合は結成し

っています︒

て間もないので

駐車場管理業務︑マンション管

設備管理業務︑清掃管理業務︑

ホテルアソシア高山リゾートの

ことなど多岐にわたります︒早

組合活動を会社内に浸透させる

を引き出せる制度の構築︑労働

ように﹁やる気﹂﹁やりがい﹂

上をはじめ︑退職者を減らせる

ン︑静岡駅パルシェやアスティ︑ 体系や休日などの労働条件の向

活動を行っていきます︒

応えられる労働組合を目指して

作りを進めて︑組合員の負託に

期に課題を解決していける組織

べき課題は賃金

理業務︑受付管理業務を担当し

よろしくお願いいたします︒

今後も御指導を賜りますよう

ています︒施設をご利用される

豊橋駅カルミア︑浜松駅メイワ

鉄道館︑小牧研究施設をはじめ︑ すが︑取り組む

ワー︑セントラル病院︑リニア・

セントラルタワーズ︑ゲートタ

会社の事業内容は︑名古屋駅

あふれる労働組合です︒

く活き活きとし

を骨抜きにする必要がある

組織の先鋭化を進める恐れ

いる︒そのような中︑各地

ＪＲ九州労組から芦原秀己

ら北村公次労働政策部長︑

結集するなか︑ＪＲ連合か

千２００人を超える仲間が

開催した︒全国各地から１

縄﹁平和オキナワ集会﹂を

実態に警鐘を鳴らした︒ま

の歴史や考えが薄れている

し︑時代とともに基地問題

いるアンケート結果を紹介

て﹁分からない﹂と答えて

半数以上が基地問題につい

受けた︒屋良氏は︑若者の

を政府に求めていく考えを

として︑徹底的な安全管理

を報告するとともに︑﹁米

めてきたこの間の取り組み

日米地位協定の見直しを求

に立ち︑米軍基地の縮小や

の実現に向けて今後も粘り

たほか︑﹁世界の恒久平和

く︑日本全体の課題である﹂ 広島へのピースリレーを行っ
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