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﹁組織人員の拡大と活性化﹂︑ 全て電子媒体・専用アプリを

去４年間の活動総括を行い︑ 会資料閲覧や発言申請等を
に出席した︒

会︑鉄道部会総会の３会議
政策に影響を及ぼす﹂運動

バルならびに地域レベルの

全体会議では︑﹁グロー

といった討議がされた︒

いかにして対応していくか

シェアリングエコノミーに

そして巨大な多国籍企業や

術革新や自動化︑民営化︑

運労協を代表し︑私鉄総連

について︑全体会議では交

なお︑加盟費値上げ問題

ついて提起し承認された︒

細やかな対応の必要性等に

要性︑各国レベルでのきめ

案﹂への積極的関与の重

の視点に立った﹁政策立

大きな課題となった︒その

認される形となり︑今後の

０・０５ポンド引上げが承

次年度︵２０１９年︶から

言を行ったが︑論議の結果︑

の値上げに反対する旨の発

で︑４大会連続した加盟費

していることに触れたうえ

労協の住野敏彦議長が第四

働運動の維持・発 展 に 尽 力

的窮状にも拘わらず国際労

長が︑日本加盟組織は財政

行われた︒

正の採択︑永年功労表彰が

急動議含む︶および規約改

５年間の戦略的方向性︑優

論を通じ
会長︑鎌 田 茂 副 会 長 ︵ Ｊ Ｒ

は︑代議員として松岡裕次

０人が参加︒ＪＲ連合から

会長︵パディ・クラムリン

長︑書記長︑執行委員なら

今大会では︑会長︑副会

は世界大会や部会総会の開

びに運営委員等が選出され︑ 別より選出があった︒今後

他部会役員にも日本の各産

長が選出されたほか︑その

２０１８年度全国労働組合生産性中央討論集会

生活闘争として手法が焦点

来を見据えた２０１９春季

た相原康伸事務局長は﹁将

集会の最後を締めくくっ

労働力人口の減少が進んで

化社会の進展とあわせて︑

た︒その上で︑超少子高齢

ないことが肝要であるとし

においても対岸の火事とし

行ったことを紹介し︑日本

基調講演として︑日本私

と述べた︒

中央委員会を経て︑２０１

向上の必要とその正しい分

清家篤理事長から﹁生産性

配﹂と題して︑現下の社会

情勢や労働環境において︑

付加価値生産性を高める取

らにはそのための労働組合

り組みや枠組みづくり︑さ

冒頭︑挨拶に立った野中

の役割について︑講義を受

取り組んでいく︒

集会の内容を参考にしつつ︑

策活動の展開にむけて︑本

季生活闘争をはじめ労働政

ＪＲ連合は︑２０１９春

を発揮した︒

業の責任産別として存在感

針などに触れつつ︑ＪＲ産

見据えた取り組み状況・方

期労働政策ビジョン策定を

ループ全てに参画し︑新中

した︒ＪＲ連合からは３グ

の現状と課題について討議

グループに分かれ︑各産業

その後︑分散会として３

けた︒

使館でブレグジット︵ＥＵ

孝泰議長︵電機連合中央執

らの出席者とともに︑生産

行委員長︶は︑イギリス大

展開すべく討議した︒

する︒

９春季生活闘争方針を決定

構想をもとに︑関係諸会議︑ 立学校振興・共済事業団の

ＪＲ連合は︑連合の基本

と力強く述べた︒

か︑理念が焦点かを見極め

（2019〜2023）骨子提起」

いる中︑生産性向上が労使

「中期労働政策ビジョン

ながら議論を進めなければ

「パネルディスカッション」

ならない︒そのうえで︑連

「取り組み報告」

に求められていることから︑

「特別講演」

あらためて生産性運動の原

容

合・構成組織・地方連合会

内

が重層的な闘争に発展させ

京都府民総合交流プラザ

点を確認する集会としたい

所

ていかなければならない﹂

13：00〜17：30

離脱︶に関する意見交換を

生産性運動の基盤再構築と
社会的拡がりを
日︑ＪＲ連合は

（京都テルサ）（京都市）

場

シンガポールで﹁第 回ＩＴＦ世界大会﹂開催

ＩＴＦ︵国際運輸労連︶

﹁交通運輸労働者の力の構築﹂に則り
向こう５年間の方針を採択
は 月 〜 日︑シンガポー
議長等の選出が初めて代議

次産業革命による正・負の

他︑ 件の動議︵８件の緊

﹁革新的な運動︵キャンペー

影響を明らかにし︑働く者

戦略の方
東海ユニオン中央執行委員

催サイクルが５年間に１回

交運労協・住野議長を選出

ＩＴＦ・副会長︵アジア太平洋代表︶に

の田野辺耕一中央執行委員

ン︶の構築﹂︑﹁グローバ
協議が行われ︑主として技

員による真剣投票で行われ︑ 先活動プログラムについて

約１４０か国︑６００組

の方向性を示すべく︑交運

ル・サンテックコンベンショ

参加国がせめぎ合うなど︑

合から２千数百人が出席し︑

各産別部会では︑向こう

ンセンターにおいて︑﹁ 交
ル及び地域レベルの政策に

して︑全

初めて尽くしの大会となった︒

体会議お
日本からは交運労協事務局・

てた今後５年間の戦略に関

用いて行い︑また鉄道部会

通運輸労働者の力の構築﹂
を大会ビジョンとする第
影響を及ぼす﹂に焦点を当

20

回世界大会を開催した︒過

よび産別
産別の各組織より約１３

向性を確

の頻度となることが確認さ

部会の議

認︑採択

＝オーストラリア︶および

れた︒

書記長︵スティーブ・コッ

大会期間中にアジア４国

長︶︑政所大祐企画部長︑

トン＝英国︶を再選︑副会

によるイベントの１つとし

羽野敦之ＪＲ西労組企画部

今世界

長︑大谷清ＪＲ四国労組書

長︵アジア太平洋代表兼執

した︒
大会は︑

行委員・運営委員︶には交

子舞パフォーマンス等が披

記長︑木村智隆ＪＲ九州労

ト﹂が開催され︑日本の参

組中央執行副委員長の６人

露される中︑世界各国との

初の東南

加組合が他国からの参加者

アジア開

て︑シンガポール日本人会

動として

すことの重要性を訴える発

催であり︑ と︑傍聴者４人の計 人が︑ 運労協の住野議長︑執行委

の
﹁Ａｃｔ

言もあった︒

懇親を深めた︒

を追求していくことを強調

ｉ ｏｎ ！

同する声が多数あった一方

をもてなした︒和太鼓や獅

全体会議︑路面運輸部会総

した︒さらに︑﹁すべての

で︑従来の賃上げ目標を示

会館にて﹁ジャパン・ナイ

初めて大

労働者の立場にたった働き

月

2018年12月12日
（水）

に応じて公正に分配されるものとする。

性向上にむけた取り組みを

生産性向上の諸成果は、経営者、労

14

今こそブレイクスルー
すべての労働者の
処遇改善と働き方の見直し

時

日

働者および消費者に、国民経済の実情

﹁２０１８年度全国労働組
合生産性中央討論集会﹂に
参画し︑政所大祐企画部長︑

のとする。

適正な取

１９春季生活闘争にむけた

各産別と

闘争のもう一つの柱であり︑ いて触れ︑

方﹂の見直しは今春季生活

ともに取

中山耕介組織・政治部長︑
中村鉄平交通政策部長が出

（3）成果の公正分配

格差是正の取り組みを進めるべく

中央討論集会を都内で開催

﹁働き方改革関連法成立で

り組みを

が協力してこれを研究し、協議するも

り扱いを

した︒ＪＲ連合からは︑北

今後制度が改正されていく

展開して

集会を主催する﹁全国労

席した︒

の協力と協議︑③成果の公

な措置を講ずるものとする。

﹁賃金水準﹂を追求していく

村公次労働政策部長︑中村

が︑法律を上回る労働条件

雇用法制委員会︑男女平等
続いて︑基調講演として︑ 推進委員会の各委員長から

働組合生産性会議﹂は︑①
全体討論では︑各参加者

正配分を内容とする﹁生産

失業を防止するよう官民協力して適切

協定の

員・運営委員には森田副議

各単組から参加した代議員・傍聴者とともに国
際交流を図る

立って能う限り配置転換その他により、

訴える運

鉄平交通政策部長が参加し

を実現することにこそ︑労

いくことを要請した︒

報告を受け︑基本構想が提

から意見が出された︒とり

性運動に関する三原則﹂を

雇用の維持・拡大︑②労使

わけ︑要求の具体的な考え

剰人員に対しては、国民経済的観点に

連合は︑ 月１日︑２０

冒頭︑挨拶に立った神津

働組合の存在意義がある﹂

︵公財︶連合総合生活開発

起された︒
について講義を受けた後︑

方として﹁賃金水準﹂が示

を増大するものであるが、過渡的な過

﹂につ

里季生会長は︑この間︑春

と奮闘を促した︒最後に︑

た︒

季生活闘争で大きな成果を

研究所の藤本一郎所長から

基本構想策定にむけた委員

﹁２０１９年度経済の展望﹂

会討議について︑労働条件

掲げ︑生産性運動を展開し

生産性の向上は、究極において雇用

10

上げてきた一方で︑﹁労働
組合のないところや︑企業
規模︑雇用形態︑男女間な
どの格差是正の観点ではま
だまだ課題があるというの
が現実の姿﹂とし︑これま

ている︒集会では各産別か

生産性向上のための具体的な方法に

11

第13回
政策シンポジウム
の開催について

ついては、各企業の実情に即し、労使

44

でのような賃金の﹁上げ幅﹂

神津会長から2019春季生活闘争にむけた決意が示
された

されたことについては︑賛

生産性運動三原則

31

36

36

委員会︑中小労働委員会︑

（2）労使の協力と協議

10

連合２０１９春季生活闘争中央討論集会

28

（1）雇用の維持・拡大

10

国際会議ならではの雰囲気のなか会議の開会を待つ

11
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44
のみならず︑﹁賃金水準﹂

連合・神津里季生会長

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）11月15日

ＪＲ連合
（１）第 582 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争
八王子・水戸地本との対立
が生じ︑定期大会の役員改
選で執行部から３地本の出
身者は排除され︑組合員の
約半数を占めるにもかかわ

出したと報じた︒この間︑

月 日付情報紙で︑水戸

ＪＲ東労組中央本部は︑

きる問題ではありません﹄

き起こした事態は︑⁝看過で

と判断し︑﹃水戸地本が引

という事態を招きかねない

方実施と議事録確認の解約

に対して︑中央本部は︑
指令

取材に応じたようだ︒これ

承諾なしに単独で新聞社の
たと考えられる︒

回の水戸地本の動きに繋がっ

本部と３地本の軋轢が︑今

関会議の決定事項を守らず︑ れなかった︒こうした中央

ＪＲ東労組中央本部と
水戸地本の対立が鮮明化

地本間で提案を受

らず１人の専従指定も行わ

支社
として︑指令 号を発した

地本に対し︑指令 号を発

Ｒ東労組の組織・財政方針
推測される︒仮に統制処分

がなされる可能性があると

したように︑東 北 の 地 で 組

さらには︑前号でも紹介

月８日付の情報紙で﹁Ｊ

い 事は組織運営上重大な問

確認事項が履行されていな

そうした中︑中央本部は︑

けた﹁常磐線特急列車車掌
ようだ︒

することが想定され︑水戸

組の高崎地本に対して︑何

動きを見せているＪＲ東労

﹁ＪＲひがし労﹂と同様の

などの決定がなされた場合︑ 織拡大を図ろうと画策する

回臨時大会を開催すること

地本を含む３地本約６２０

らかの組織決定があるのか

取り組み状況や課題などが

協代表者からはそれぞれの

活動の活性化にも繋げるべ

ともに︑今後の産別・単組

つなげるべく︑ＪＲ連合の

有し︑今後の取り組みへと

宮崎県交運労協

議長

前原 弘志

さん

充実しており︑休日はドライブを兼

ねて妻と県内の温泉を回るのが楽し

みです︒今では︑あまり温泉好きで

はなかった妻も︑私以上の温泉好き

になりました︒子供たちも手が離

れ︑妻念願の子犬を２月から飼う事

宮崎県交運労協議長の前原です︒

りますが新議長が選出されるまで気

任の運びとなり︑一抹の寂しさはあ

ぶ事も楽しみです︒おかげさまで︑

います︒自宅に帰ってから子犬と遊

プードルのミックスで﹁もも﹂と言

︵ＪＲ九州労組鹿児島地方本部︶

宮崎県交運労協は︑九州各県とも連

を抜かず残された任期を努めたいと

妻との会話も弾むようになりました︒

になりました︒ポメアリアンとトイ

携を図り︑情報交換を行いながら︑

思います︒

私も今年４月で 歳になり︑駅業

問題の共有や諸課題解決に向けた取

での間︑非専従という事もあり︑加

今年 月で５年を迎えます︒これま

私は２０１３年に議長に就任し︑

採用の若い世代への労働運動の継承

すが︑今後︑私達国鉄世代から平成

地方本部執行副委員長の任にありま

連合宮崎県協議長︑単組では鹿児島

酎︑宮崎牛︑地鶏の炭火焼︑チキン

その際は︑ぜひ温泉とおいしい焼

ち寄り下さい︒

機会がありましたら南国宮崎にお立

した日々を送っています︒皆さまも

務︑組合活動︑プライベートと充実

現在︑宮崎県交運労協議長︑ＪＲ

盟産別の仲間の皆さんに公私ともに

を円滑に進めるため︑微力ではあり

南蛮など宮崎の食文化を楽しんでい

り組みを行なっています︒

支えて頂きながら運動を展開し︑焼

また︑私は無類の温泉好きで︑宮

ますが頑張って行きたいと思います︒

も知れない︒

０人が大きな動きを見せる

酎﹁霧島﹂を酌み交わしながら熱い

可能性がある︒

策部長から﹁交通重点政策

ＪＲ連合は︑引き続き連
合や交運労協に集う他産別

相互に行っていく︒

退職者連絡会第 回全国会長会議 交•運共済推進会議

ただきたいと思います︒

親睦を図ってきました︒しかし︑今

めぐり︑何らかの組織決定

上述の水戸地本の動きを

を明らかにした︒

東京・八王子地本も猛反発

を再確立するための重要な

地本と合同で︑ 月 日︑

題﹂と水戸地本を厳しく糾弾

議事録確認の解約につい
緊急集会を開催するなど︑
策動だと主張する不当労働

一方︑水戸地本は︑東京

号を発出し︑﹁機関会議の

乗務体制の見直し﹂及び﹁平
成 年７月３日に交換した
て﹂に関して︑水戸地本は
いっこうに強硬な姿勢を崩
行為救済申立の取り下げを

大会﹂と︑ 月 日に第

本部からの指導に従わず︑
そうとせず︑マスコミ対応
めぐって︑中央本部と東京・

した︒

団体交渉で対立を続けてい
は中央本部が行うという機

局長を招き︑航空産業にお

の仲間との連携を図りつつ︑

２０１８︱２０１９﹂につ

崎県は各市町村に公共の温泉施設が

各地協によって 大 き く違い

活動を展開し︑各方面との

概要・現況とＪＲ連合の政

年 月開催予定の定期総会で議長退

力が必要であるとして︑来

に対して﹁百の議論より一

とから取り組むことを要請

つの行動﹂と語り︑講演を

年予定されている統一地方

う信念を教示いただいた︒

ける取り組みとともに﹁安

選挙や参議院議員選挙にむ

今回は︑航空連合と組織強

があり︑今後の取り組みに

し︑仲間の輪を拡大できる

ＪＲ連合は︑次代を担う

化・拡大について課題を共

ついて意見を交換し合った︒ 全は絶対に譲れない﹂とい

ように︑グループ労組への

青年女性世代が組織課題や

積極的な交流や情報交換を

けた青年・女性組合員への

政策課題を理解していくと

締めくくった︒

アプローチの必要性を訴え

学習会にあわせて︑各地

積極的な関わりを求めた︒

策活動について講義を設け

続いて︑中村鉄平交通政

た︒

この間︑会社による脱退

た︒このままでは施策の一

第２回青年・女性委員会幹事・地協代表者学習会

政策課題への取り組みを
青年・女性委員会活動につなげる
人が参加した︒

いて﹁第２回ＪＲ連合青年・

学習会では︑地協活動の

女性委員会幹事・地協代表

おいて第 回全国会

統一地方選挙・参議院選挙にむけて
取り組みを確認

長会議・交運共済推

取り組みを紹介し︑情報・

の巻﹂を紹介し︑組合活動

進会議を開催し︑全

く︑引き続き交流を通じた

のイロハを伝える工夫など

報告され︑グループ労組と

自然災害については︑改正

を説明した︒また︑ＪＲグ

国各地から総勢 人

員フォーラム﹂︑
﹁ＪＲ連合

いて説明を受けた︒とりわ

された鉄道軌道整備法をさ

航空連合とは交運労協の

ループ労組連絡会の活動に

が参集した︒

地方議員団連絡会﹂を軸に

た︒地協活動については︑
﹁各地方におけ

らに拡充するなど早期復旧

一員としてのみならず︑さ

ついては︑分科会プロジェ

り組む﹂と決意を示した︒

必勝にむけて取り組むこと

者学習会﹂を開催し︑各地

る 労 働・交 通 政

支援を手厚くし︑防災・減
合第 期第１回組織委員会

まざまな活動において連携

クトや安全ディスカッショ

議事では︑今後の取り組

課題を共有し連携を強化
月６日︑都内で航空連

女性委員会組織

た上で︑青年・

地協の役割とし

といったことが

望事項を解説し︑取り組み

９年度税制改正における要

ないとした︒また︑２０１

化・拡大の取り組みについ

ネリストとして内藤晃事務

て︑グループ労組活動﹁虎

の組織拡大の取り組みとし

日︑滋賀県大津市に

絡会は︑ 月 〜

ＪＲ連合退職者連

策発信﹂
﹁単組

災対策の強化や人流・物流

してきた︒最近では︑今年

みについて︑各エリアで組

て﹂講演を行った︒

講演では︑グループ労組

の枠組みを超え

の代替輸送の課題を解決す

が開催され︑ＪＲ連合から

５月に開催したＪＲ連合第

退職者連合から人見

実現の取り組み︑﹁組織の

意見を交換し合った︒

た連帯強化﹂
﹁民

北村公次労働政策部長が招

ンといった業種別の取り組

強化・拡大﹂の取り組み︑

航空連合と産別を超えて交流

主化闘争完遂﹂

べく取り組まなければなら

かれ︑﹁ＪＲ連合の組織強

回安全シンポジウムにパ

一夫会長が出席し︑
ＪＲ連合

を推進するためには政治の

次代を担う青女役員としてJ R連合の産別
活動への理解を深める

としてできるこ

義・役割を見つめ直し

らためて労働組合の意

会が変化する中で︑あ

いて解説し︑経済・社

像・労使関係像﹂につ

る﹁あるべき労働組合

力強い連帯の挨拶を行った︒ でも勝利しなければならな

それぞれ退職者連絡会への

行委員長ら４人が参加し︑

西労組から荻山市朗中央執

人︑開催エリアであるＪＲ

坪井義範理事長をはじめ３

喜事務局長︑交運共済から

焉をはかるためにも是が非

参議院選挙は安倍政権の終

り組み等︑日本退職者連合

﹁政治の流れを変える﹂取

合国会議員懇談会﹂および

員選挙について︑﹁Ｊ Ｒ連

の統一地方選挙︑参議院議

入に取り組む︒また︑来年

し︑﹁来年の統一地方選挙︑ 続契約︑任意共済の満額加

としての目標と現状を提起

﹁ 世紀の鉄道を考える議

み︑あわせて交運共済の継

者全員加入にむけた取り組

織拡大目標を設定し︑退職

催予定としている︒

職者連絡会が担当として開

交流が図られた︒

連絡会と和やかな意見交換・

し︑時の過ぎるのを忘れ各

日月大造滋賀県知事も参加

を全体で確認した︒

来賓として︑日本

ながら︑取り組んでい

い︒連合︑退職者連合一体
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次回は︑ＪＲ四国労組退

会議後の懇親会には︑三

かなければならないと

となってこれらの選挙に取
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類焼損害保障
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長は︑﹁政策・制度要求﹂

火災共済
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ＪＲ連合青年・女性委員

東京地本・八王子地本・水戸地本
約6,200人

した︒そして︑参加者

J R連合のこれまでの取り組みを経験な
ども踏まえながら語る北村部長

10
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会は︑ 月 日︑都内にお

その他の地本
約6,300人

教育に取り組んでいく︒
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ＪＲ東労組全体
約12,500人

から松岡裕次会長︑河 村 滋

※借家にお住まいの方のみ

10月上旬 ＪＲ東労組組織人員 約12,500人

の 交 流 状 況 や関係性など︑

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
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後に︑Ｊ Ｒ 連 合 の 掲 げ

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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新倉実議長が講師を務めた︒ け︑今年相次いだ大規模な

火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。
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家族の幸せを災害から守る
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