月

日︑２０１９年度税制改正要望に加えて︑自然災害による

２０１９年度税制改正についても要望
Ｊ Ｒ連合は︑
鉄道被災からの復旧・復興︑防災・減災への支援等︑喫緊の課題解決にむけて︑
大塚高司国土交通副大臣への要請行動を実施した︒
当日は︑Ｊ Ｒ連合執行部及びＪ Ｒ各単組代表者とともに︑Ｊ Ｒ連合国会議員懇
談会の榛葉賀津也会長︑泉健太副会長︑小川淳也事務局長︑長浜博行幹事︑
大串博
志幹事の５議員が参加した︒西日本豪雨をはじめとする自然災害によって鉄道被
災が続発したことについて︑従来からの政策要望に加え顕在化した新たな課題へ
の取り組みとともに︑税制特例措置をはじめとする各種支援が不可欠であること
を力強く訴えた︒

今年度適
用期限を
迎 え る
﹁ＪＲ北
海道・Ｊ
Ｒ四国に
対する事
業税課税
標準の特
例措置﹂
をはじめ
会社経営
の根幹を

シフトも含めて注力してい

くことが述べられた︒さら

に今年適用期限を迎える税

制特例措置については︑省

としても重要であるという

認識のもと︑税制改正要望

実現に取り組んでいる旨が

述べられた︒

今国会においては災害復

旧支援への補正予算が成立

し︑国土強靱化についての

議論がなされていることか

らも︑ＪＲ連合国会議員懇

談会との連携をさらに深め︑

各方面に対するさらなる取

客鉄道車両に対する固定資

述べ︑﹁環境にやさしい旅

想定した取り組みを進める

自然災害が頻発することを

ただく発言があり︑大規模

望をはじめ政策課題の実現

災害への対応や税制改正要

る中で︑ＪＲ連合は︑自然

度税制改正も最終局面とな

らない︒また︑２０１９年

支える税

の必要性を訴えた︒

人旅行者を含め︑計画運休

産税の特例措置﹂など︑税

これに対して大塚副大臣

べきと訴えていただいた︒

て︑人 流 に お け る バ ス 代 行

冒頭︑榛葉会長から︑相

や自然災害発生時の情報提

制特例措置の継続適用等を

にむけ︑全力で取り組みを

り組みを展開しなければな

旧に際して︑国土交通省が

供等のあり方などにおい

要望した︒

進めていく︒

制支援の

中心となり道路管理者や河

て︑新たに顕在化した課題

からは︑自然災害からの復

必要性を

けたことについて︑９月に
川管理者らとの一体的な取

があるとし︑課題解決にむ

旧等に対する支援について

輸送や鉄道貨物のトラック・

実施した現地視察で目の当
り組みを実現し︑復旧時期

さらに︑各単組代表者か

船舶による代替輸送︑外国

たりにした被災状況を説明
を前倒すことができたこと

らそれぞれ発言し︑出席し

続いて︑ＪＲ連合の松岡

し︑早期復旧にむけてＪＲ

強く求めた︒また︑ＪＲ二

に対して感謝の意を伝えた︒ けて国土交通省の支援等を

裕次会長からは︑今回の復

関係労働者が一丸となって
併せて︑早期復旧支援や防

の考えが示され︑モーダル

次いだ自然災害によってＪ

取り組んだとして︑あらた

た各議員からも援護してい

Ｒ各路線が甚大な被害を受

めて公共交通の重要性とそ

島会社の現状に触れつつ︑

︿新規加入議員﹀

災減災対策の強化に加え

鉄道を考える議員フォーラ

組織瓦解とＪＲ東日本会社

れを支えるための支援体制

議院議員︵高知２区︶︑同

内の労政の現状などについ

害によるＪＲ各社の被災状

はじめとする大規模自然災

挨拶に立ち︑西日本豪雨を

冒頭︑榛葉賀津也会長が

いて説明し共有を図った︒

当面の政策課題の詳細につ

進めなければならないと決

題解決にむけた取り組みを

がＪＲ連合とともに政策課

員懇談会・議員フォーラム

を紹介し︑ＪＲ連合国会議

への要請行動を行ったこと

で︑総会当日に国土交通省

要であると述べた︒その上

道整備法改正法案成立や西

報告事項として︑鉄道軌

いくと決意を示した︒

選にむけて全力を尽くして

き︑参 議 院 選 挙 で の 全 員 当

属議員の必勝に取り組み︑
各

まずは地方議員団連絡会所

ムと連携を強化し要求実現

いて提起し︑議員フォーラ

議員選挙への対応などにつ

題への取り組み︑第 回統

Ｒ連合の政策課題︑組織課

ＹＥＡＲ﹂であることから︑ 度の活動方針︑当面するＪ

一地方選挙︑第 回参議院

にむけて取り組むことを確
認し合った︒

な体制となった﹁ 世紀の

日︑

議員団連絡会

は︑ 月

都内にて第 回

総会を開催した︒

ＪＲ各単組の地

方議員団で構成

する同連絡会は︑

現在 人体制と

回定期大会後に開催した

議事では︑ＪＲ東労組の

日本豪雨災害による鉄道被

○ＪＲ東海ユニオン推薦

未加入である状況は極めて

世紀の鉄道を考える議員フォーラム第 回総会

ム﹂の所属議員らとの連携

災箇所への現地視察︑自然

賀１区︶︑同・大 串 博 志 衆

・原口一博衆議院議員︵佐
憂慮すべき状況﹂として︑

議院議員︵佐賀２区︶を確

て報告した︒とりわけ︑第

災害による鉄道被災からの

本村賢太郎﹇無所属の会﹈
復旧等にむけた政策要望︑

を強化し︑ＪＲの責任産別
民主化闘争完遂にむけて

としての政策課題や組織課
﹁あるべき労働組合像・労

日︑都内にて︑第 回総会

況に触れつつ︑ＪＲ関係労

意を述べた︒そして︑来年

なっている︒総

行部︑ＪＲ連合政治対策委

表者ら８人と︑ＪＲ連合執

会役員と各議員団会議の代

とった際には地方選挙から

れているが︑過去に政権を

年は統一地方選挙が予定さ

における公共交通の実態把

の勢いによるものであった︒ 絡会と連携を強化し︑地域

見交換した︒

について報告いただき︑意

政策活動につなげていく︒

ＪＲ連合は地方議員団連

員でもある各単組の委員長

握に一層努め︑実効性ある

冒頭︑中田利幸代表幹事

︵米子市 議 会 議 員 ︶ は ﹁ 来

た︒

地方から変えていく決意で

た︑各出席者より近況など

援・協力をお願いした︒ま

活動についてあらためて支

針を示し︑地方議員団訪問

項として︑今年度の活動方

た器材も紹介した︒協議事

る取り組みにむけて作成し

ことを強調しつつ︑さらな

闘争の新たな局面を迎えた

集会﹂については︑民主化

合・労使関係を築く総決起

発展にむけ民主的な労働組

27

臨んでいく﹂と力強く語っ

14

らが出席した︒

会には︑同連絡

10

政策実現にむけた協力体制を構築

認した︒

﹁民主化闘争決起集会﹂︑

ＪＲ労働界の現状と民主化

︵衆 神
/奈川 区︶
○ＪＲ西労組推薦
総決起集会などについて説

斉木武志 ﹇国民民主党﹈

使関係像﹂を掲げて︑内外

題の解決にむけて取り組ん
へ訴えていきたいと述べ

でいく︒
防災・減災対策等にしっか

を開催した︒衆参 人の国

働者の復旧対

予定されている統一地方選

新たに２人が加入し
総勢 人体制に強化

ＪＲ連合は︑さらに強力

出について確認し合うとと

明した︒議案として︑今年

月に開催した﹁ＪＲ産業の
た ︒さ ら に ︑来 年 は ﹁ 選 挙

会議員をはじめ︑秘書︑地

応等への尽力

会長・泉健太衆議院議員

議院議員︵和歌山１区︶︑

ＪＲ連合地方

︵衆 福
/井２区︶
りと対処していくことが肝

方議員︑ＪＲ連合執行部︑

に対して労を

挙︑参議院議員選挙におい

今総会において︑新たに

して松岡裕次会長が挨拶し︑ 参議院 人の 人の体制と

同・長浜博行参議院議員

伯備線の被災に触れ鉄道による人流・物流
ネットワークの重要性にも言及

﹁ 世紀の鉄道を考える

復旧に際して、さらなる国・地方自治体との連携・恊働とと
もに地域における総合的対応の必要性について訴えた

もに︑ＪＲ連合の取り組む

単組役員ら総勢約１００人

ねぎらった︒

ては︑推薦候補者全員当選

議員フォーラム﹂は 月

が出席し︑今年度の活動方

そして︑昨今

を果たしていかなければな

︵京都３区︶︑事務局長・

なった︒また︑役員体制と

29

24

地方において支援体制を築

針︑新規加入議員︑役 員 選

頻発する自然

２人の議員フォーラムへの

加入を承認し︑衆議院 人︑ 小川淳也衆議院議員︵香川

しては︑会長・榛葉賀津也

続いて︑ＪＲ連合を代表

らないと力強く語った︒

﹁日本最大の鉄道会社であ

１区︶︑幹 事 ・ 岸 本 修 平 衆
甚大化︑多頻

るＪＲ東日本において３万

11

19

21

実効性ある政策活動にむけ
連携強化

29

災害は気候変

選挙での必勝をＪ Ｒ連合の政策課題解決につ
なげていく決意を示す

25
度化していく

動で今後一層

60
のではないか

41

︵千葉県︶︑同 ・ 広 田 一 衆

ＪＲ連合地方議員団連絡会第24回総会

国会議員懇談会とともに
大塚副大臣に要請書を提出
11

43 14

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

29

参議院議員︵静岡県︶︑副

60

53

14

自然災害による鉄道被災における
喫緊の課題解決にむけて
21
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と懸念を示し︑ 人を優に超える社員が組合

19

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）12月15日

ＪＲ連合
（１）第 584 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争

新たな社友会のネットワーク組織
﹁社創会﹂
の動き
に蔓延しているとみられて

﹁労働組合不要論﹂が社内

されてきた状況に伴って︑

加盟単組

ＪＲ連合

日本内の

ＪＲ東

であるＪ

いる︒
ここにきて支社全体で組

となった︒新潟支社および

が結成されたことが明らか

において︑各事務所単位に

ＪＲ東日本新潟支社管内

て︑レクリエーション︑勉

福と会社の発展を目的とし

組織として︑﹁新潟社創会﹂ ています︒社員︑家族に幸

ある﹁社友会﹂をまとめる

強会等を通じ社員相互間の

を創ることを目指し活動し

人ひとりが主役となり会社

﹃新潟社創会﹄は︑社員一

社管内でも同様に﹁３６の

な広がりを見せた︒新潟支

員会︵社友会︶﹂が全社的

業所単位に組織された﹁社

４月末に近づくにつれ︑事

協定の期限切れとなる今年

話を実施して︑会社に改善・

要望を集約し︑会社との対

ために︑職場ごとに社員の

な組織がその目的を果たす

いないことから︑このよう

組合としての権利を有して

捉えられる︒しかし︑労働

迎えた︒大量脱退以降に加

な仲間を

にも新た

を果たし︑

組織拡大

り８人の

今年に入

ＲＥユニオンの方針に賛同

であるというＪＲ連合・Ｊ

ＲＥユニ

同支社内の主たる現業機関
繋がり︑ま た 支 社 幹 部 と 社
会﹂という名称で結成され
提案することができるのだ

入した仲間たちは︑異口同

したからこそ︑勇気ある決

織する﹁新潟社創会﹂が結

の﹁コミュニケーションボー
員間の双方向コミュニケー
た︒﹁社友会﹂への加入者
ろうか︒多くの会社施策が

音に民主的な労働組合・労

いては︑

奈良県議会議員

田 尻

匠

強と活動を続けています︒また︑関

全力で活動を組合員の皆様と一緒に

に初当選以来︑現在５期でございま

私は１９９１年に奈良県議会議員

選挙で奈良県議会議員選挙
︵奈良市・

今般︑２０１９年４月の統一地方

の発展の為に活動を続けています︒

京オリンピックなど幅広い関西一円

守るその先頭で頑張り続ける決意で

災害対策・組合員の皆様をしっかり

交通基本条例 を
｣ 制定した奈良県と
して︑これからも公共交通の安全性・

むものではない︒だからこ

必ずしもすべてが順調に進

るためには︑自由で民主的

おり︑社業の発展に貢献す

使関係の必要性を口にして

係像﹂を掲げながら︑組織

るべき労働組合像・労使関

ＪＲ連合は引き続き﹁あ

断に至ったわけである︒

を展開していく︒

力を拡大すべく民主化闘争

Ｒ北海道・ＪＲ貨物にも勢

ＪＲ東日本はもとより︑Ｊ

月 日〜 日とし︑連合と

２先行組合回答ゾーンを３

を労働組合が率先して牽引

い働き方の実現を図る運動

手当︑年末手当などが決定

た上で︑政策協定の協議を

党︑連合の三者で確認し合っ

を︑立憲民主党︑国民民主

を前提に進めることの２点

意を述べた︒

かなければならない﹂と決

をなんとしても実現してい

政治︑長期政権からの転換

追求﹂にこだわるとした︒

定しつつも︑﹁賃金水準の

度﹂の賃上げ要求水準を設

ブ維持相当分︶含め４％程

満場一致で確認された︒

﹁時給１０５０円﹂とし︑

正規労働者については︑

﹁総額１万５００円﹂︑非

を機関会議で決定し︑ＪＲ

９春季生活闘争の取り組み

連合方針に基づき︑２０１

０１９春季生活闘争の基本

回中央委員会を開催し︑２

構築し︑﹃働きの価値に見

にむけた考え方を今一度再

い﹂と述べ︑﹁﹃賃上げ﹄

ても壁は乗り越えていけな

までとおなじことをしてい

であること︑

が極めて重要

合会との連携

しては地方連

者の擁立に関

して︑①候補

た重要事項と

に﹁２％程度を基準とし︑

基本方針は︑昨年と同様

の指標﹂を示した上で︑

横断的水準を確保するため

中小組合についても﹁社会

いて︑第１先行組合回答ゾー

闘連絡会議第１回会合にお

また︑同日開催された共

開していく︒

組に波及していけるよう展

７単組の成果をグループ労

につなげていき
たいと挨拶した︒
航空連合沖縄
の平澤健一事務
してきた︒今回は︑同じ交

働く仲間として

交通運輸産業で

局長から︑同じ
通運輸産業である航空産業

回業種間安全検討会を開

何卒︑仲間の皆様の力強い御支援

対して︑ＪＲ連合安全対策

学ぶべきことも

委員会の各委員から質問な

における安全の取り組みを

施設見学として︑ＡＮＡ

催した︒安全対策委員会の

沖縄空港㈱のオペレーショ

どが出され︑相互に今後の

多いとして︑意

取り組みにつなげていく有
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の離島への航路など︑人流・

航空連合の取り組みを学び︑ 国内主要空港に加え︑周辺

産業の発展はないと述べ︑
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月４日︑ＪＲ連合は第

航空連合沖縄と
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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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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。
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