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大阪市内で﹁２０１９年安
者で会場を埋めつくした︒

総勢３００人を超える参加

各地本︑総 支 部 の 組 合 員 ら

ＪＲ西労組は︑１月８日︑ 友誼団体等を来賓に迎え︑

構築し︑職場からの安全の

に真に信頼し合える関係を

本体とグループ各社が互い

づくりが必要であり︑ＪＲ

ルがあっても守られる環境

発生したことについて︑ルー

件の死亡労災と重大労災が

計画がスタートした年に２

は挨拶で︑新たな安全考動

荻山市朗中央執行委員長

ように取り組んでいく﹂と

や労働条件を築いていける

本グループに相応しい賃金

プ 労 組 に着目し︑Ｊ Ｒ西日

生活闘争においては﹁グルー

いく﹂とし︑２０１９春季

ことをあらためて発信して

とっても有益な組織である

とってだけでなく︑社会に

くり︑労働組合が組合員に

西労組の躍進を誓い合った︒ 進む中で魅力ある運動をつ

さらには︑﹁世代交代が

﹁労働条件の改善﹂の取り

全 の確立﹂﹁組織の強化﹂

組合の強みを活かした﹁安

２０２７﹂に基づき︑労働

ＮＩＯＮ ＦＵＴＵＲＥ

た︒そして︑中期目標﹁Ｕ

つ いて責任ある対応を誓っ

是正や︑働 き 方 の 改 善 等 に

く要員配置・長時間労働の

拶が行われた︒

に応える形で熱い激励の挨

力強く語った︒

主体の運動を磨きあげると

への支援に注力し︑組合員

員選挙における推薦候補者

争での労使交渉︑参議院議

組み︑２０１９春季生活闘

ＬＯ創設１００周年︑Ｇ

Ｊ Ｒ東海連合・Ｊ Ｒ東海
ユニオンは︑１月 日︑静

Ｒ東海連合会長︶が挨拶に

ニオン中央執行委員長︵Ｊ

今まで顕在化していなかっ
たリスクへの対応の必要性
に触れ︑安全を守る取り組
みを強化していくと訴えた︒

でなくＪＲ北労組として民

なると考えるが︑待つだけ

北海道にも波及することに

Ｒ東日本内の動きはいずれ

社長︑吉良次雄ジェイアー

井真司ＪＲ四国代表取締役

浩司四国交運労協議長︑半

森信夫連合香川会長︑井上

連合国会議員懇事務局長︶︑

小川淳也衆議院議員︵Ｊ Ｒ

ソードなどを語った︒今回

主化闘争にしっかり取り組

ル四国バス代表取締役社長

の講演で︑生活者の目線で

んでいきたい﹂と訴えた︒

ら ︑ 多 くの来賓と各支部・

けて関係者の一層の連携・

し︑あらためて現場で働く

交礼会では︑ＪＲ北労組

分会代表者が出席した︒

協働を図っていくべく︑関

組合員の声を集約して策定

地方議員団をはじめ︑４月

中濱斉執行委員長は挨拶

政治に関わりたいという思

した﹁ＪＲ北海道再生プラ

の統一地方選挙の候補者︑

に立ち︑昨年発生した平成

いが伝わり︑当選にむけた

ン﹂と﹁５つの新提言﹂の

さらには７月の参院選比例

係 議員らと連携しながら︑

具現化により﹁企業風土改

区で支援する森屋たかし氏

億円にも上る被害額が生じ

しっかりと腹に据えて運動

革の実現を果たしていく﹂

︵私鉄総連組織内候補︶か

たことについて︑厳しい経

また︑新年交歓会では︑

として︑安全にこだわる運

ら所信と抱負が語られ︑Ｊ

支援の意思統一が図られた︒

本部・支部役員ら総勢１５

動を追求していく決意を語

Ｒ北労組が一丸となって必

を展開していくと述べた︒

０人が出席した︒

った︒また︑ＪＲ北海道が

組織課題については︑﹁Ｊ

ＪＲ北労組を代表して挨

地域に必要とされる鉄道と

営環境の中︑２年連続で自

札幌市内で新年交礼会を開

ＪＲ北労組は︑１月 日︑

民主化の流れを
北海道に波及すべく積極的に

ＪＲ北労組・新年交礼会

務実態の正確な把握に基づ

拶した昆弘美中央執行委員

然災害が大きな影響を与え

また﹁不払い残業撲滅キャ

詞交歓会を開催し︑ＪＲ連

立ち︑昨年多発した大規模

催し︑連合北海道︑北海道

長は︑重大インシデントの

勝に取り組む決意を共有し

局長をはじめ︑多くの来賓

合の松岡裕次会長や榛葉賀

交運労協︑友誼団体︑ＪＲ

して︑地域に密着した持続

た︒

ンペーン﹂等を通じた業

津也参議院議員︵ＪＲ連合

自然災害への対応や︑ボラ

冒頭︑鎌田茂ＪＲ東海ユ

国会議員懇会長︶︑金子慎

ンティア︑緊 急 カ ン パ の 取

岡市内で２０１９年新春賀

ＪＲ東海代表取締役社長︑

つつ︑昨年発生した﹁のぞ

角山雅典連合静岡事務局長︑ り組み等に感謝の意を表し
石黒基仁中部交運労協事務

北労組推薦の議員フォーラ

発生に触れ︑﹁企業存亡に

可能な交通体系の構築にむ

年７月豪雨によって︑

ム所属議員や地方議員団連

つながりかねない事象﹂と

たとした︒一方で︑ＪＲ四

国グループで働くすべての

仲間が尽力した結果︑早期

に開通できたことは大きな

成果と語り︑全国の仲間と

ともに救援カンパに取り組

比例代表で出馬を表明して

せたと︑組合員の理解と協

である相互扶助の精神が示

んだことは労働組合の原点

日︑香川県宇多津町におい

いる田村まみ氏︵ＵＡゼン

に第 回参議院議員選挙に

て︑約１２０人の参加のも

力に感謝を述べた︒

は︑小売店舗での経験から

闘争として働き方の改善も

はもとより︑総合生活改善

生活闘争にむけ︑
ベースアップ

最後には︑２０１９春季

セン組織内候補︶を招き︑

ＪＲ連合からは︑河村滋喜

女性の働き方などに対して

求めていくと決意を述べた︒

改善の必要性を感じたと述

策部長が出席した︒

新春セミナーでは︑講師

べ︑組合役員になったエピ

事務局長︑中村鉄平交通政

及び新年交歓会を開催した︒ 講演をいただいた︒田村氏

と２０１９年新春セミナー

ＪＲ四国労組は︑１月

取り組んだ成果を訴える

復旧に組合員一丸となって

﹁２０１９年新春セミナー﹂
ＪＲ四国労組
﹁２０１９年新年交歓会﹂

絡会所属議員らと︑各地区

が出席した︒

組合員主体の運動に更なる磨きを

ＪＲ東海連合
２０１９年新春賀詞交歓会
ＪＲ東海ユニオン

労働組合の社会的役割を
あらためて発信

にあわせて労働サミットが

た︒

全を誓い前進を期する集
新年を迎えるにあたって安

統一地方選・参議院選にむけ候補予定者が支援を求める

い﹂を開催した︒ＪＲ連合
全への誓いを新たにすると

決意を示した︒

連合は︑１月７日︑東京

日本で初開催されるなど︑

⇒

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階

２０１９年安全を誓い前進を期する集い

国会議員懇副会長の泉健太
確立に取り組んでいくと語っ

都 内で﹁２０１９新年交歓

労働分野にとって重要な年

中期目標「ＵＮＩＯＮ ＦＵＴＵＲＥ⇒２０２７」に基
づく運動展開を呼びかける

多くの来賓からは︑これ

衆議院議員︑同幹事の岸本
ともに︑今 年 一 年 間 の Ｊ Ｒ

会﹂を開催し︑各政党代表

になると協調した︒また︑

み号車内殺傷事件﹂など︑

周平衆議院議員︑議員フォー

や駐日大使︑政府関係者︑

連合が展開しているＡｃｔ

年に１度の選挙イヤー﹂

「Ｊ Ｒ北海道再生プラン」「５つの新提言」の具現化
を通じた企業風土改革に決意を示す

30

ラムの浜野喜史参議院議員︑

経済団体︑労働界などから

ブロク︶の日﹂として記念
方﹁働くことを軸とする

日認定されたことを紹介し︑ 定にあたり︑基本的な考え

30

連合大阪︑近畿交運労協︑

連合・２０１９新年交歓会

約１０００人が参集した︒

ｉｏｎ！ キャンペーンに

北村公次労働政策部長︑中

﹁長時間労働を是正し︑過

とし︑連合が掲げる参議院
国会に送り届けるという決
意を示した︒

25

﹁まもる・つなぐ・生み出す﹂
連合ビジョンを打ち出す

ＪＲ連合からは河村滋喜事

村鉄平交通政策部長が参加

安心社会﹂を堅持しつつ

務局長︑政所大祐企画部長︑ 関して︑３月６日が﹁ ︵サ

した︒

労死を日本から根絶させ

さらに深掘りし︑﹁まもる︑ 比例候補 人を何としても

ると述べた︒最後に﹁今年は
冒頭︑主催者を代表して

る﹂とキャンペーンに込

ワードに検討をすすめてい

10

12

10

めた思いを訴えた︒さらに︑ つなぐ︑生み出す﹂をキー
連合では新たなビジョン策

12

12

20

神津里季生連合会長は挨拶

長時間労働を是正し、過労死の根絶をめざし各界代表
で鏡開き

ＪＲ西労組

に立ち︑連合が本年 周年
を迎えることをはじめ︑Ｉ

Ｊ Ｒ四国グループで働く仲間の災害復旧にむけた尽力
は大きな成果とし、カンパへの感謝も述べる

新たな安全考動計画のスタートに伴い、より一層のグ
ループ各社との信頼関係作りを訴えた

36
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ＪＲ各単組で
2019年の
活動をスタート
30

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 31 年
（2019）2月1日

ＪＲ連合
（１）第 588 号（毎月1日、15日発行）

年版︶﹂を公表した︒極

﹁治安の回顧と展望︵平成
基礎に組織再建に取り組む

が提唱した労働運動理論を

元ＪＲ東労組会長︵故人︶

設時の副議長である松嵜明

﹃指名ストについては避け

援をいただくこともできず︑ える組合運営と自己保身の

﹁残念ながら連合からの支

闘の経緯などについて触れ︑ する一部﹃指導者﹄らによ

は︑機関紙新年号で︑昨春

指導によって︑ＪＲ東労組

東労組前委員長をはじめと

年号の挨拶の中で︑﹁ＪＲ

夫執行委員長は︑機関紙新

また︑ＪＲ総連の榎本一

るかのように述べている︒

げて︑連合の対応を批判す

と自らの組織運営を棚にあ

と罵られたことを気にして

が︑
⁝
︵中略︶
︑
偉そうに⁝﹂

整機関でしかないＪＲ総連

を 憂 う 会 ﹂ か ら︑﹁ 連絡調

テル貼りした﹁ＪＲ東労組

べつつ︑組織破壊者とレッ

無関係であるかのように述

的な判断であって︑産別は

ＪＲ東労組旧執行部の一方

まいました﹂と︑あくまで

て︑多くの組合員を失ってし

がなされたという話も漏れ

臨時大会で︑スト権の議論

連加盟のＪＲ東海労第 回

わらず︑１月 日のＪＲ総

だひきずっているにもかか

昨春闘のスト権問題を未

かである︒

だけでなく誰の目にも明ら

でも変わらぬ体質は警察庁

組を﹂といくら声高に叫ん

反省を踏まえ新生ＪＲ東労

民主化闘争

左暴力集団・革マル派の項
方針を決定した﹂
てください﹄という指導も
いう事態をつくりだしてし

組合員が大量に脱退すると
﹁指導﹂といっても手遅れ

強調したようだが︑今 さ ら

か︑﹁指導﹂という言葉を

な組織運営のもと運動を展

今春季生活闘争でどのよう

聞こえている︒ＪＲ総連は︑

日に

警察庁警備局が︑ＪＲ総
あり︑原則的なストライキ
まいました﹂﹁誤った方針

月

変わらぬ体質・変わらぬ指摘

警察庁は︑

連・東労組への革マル派の
の意義が社会的には受け入

開していくか見物である︒

る組合運動の私物化ともい

目として︑組合員大量脱退
連・ＪＲ東労組への革マル
浸透を引き続き指摘し続け
ではないのか︒﹁ 春闘の

が発生してもなお︑ＪＲ総
派の浸透を指摘し続けてい
と誤魔化しの﹃指導﹄によっ

実も明らかになりました﹂

ＪＲＥユニオン新潟地本

業務部長

何を隠そう御年 歳︑年齢に比し

熱意の一端でもあります︒

てあたらし物好き︑興味を持ったこ

とはとことん探求していく﹁性格﹂

にあると思います︒特にパソコン関

係に造詣が深く︑年寄だらけの地本

予定︶までの暫定開業となってお

高架化工事完了︵２０２１年度開業

いるらしいですが︑釣果のご相伴に

車を駆使して︑海へ山へと出没して

す︒また︑最近は釣り道具を積んだ

さん

新潟地本の金田友稔業務部長を紹

り︑１番線工事のために幅の狭くなっ

金田友稔

介します︒長く車掌をしていた金田

預かったことはありません︒

にあっては貴重な存在になっていま

部長は︑現在は新潟駅の幹在同一ホー

ている２番線の安全性についてお客

新潟駅は昨年４月︑ＪＲ東日本で

い質すとともに︑安 全 確 保 に む け た

様目線で問題点を見出し︑会社に問

執行部としては大変に頼もしい存在

務である業務にも遺憾なく発揮され︑

ともあれ︑旺盛な探究心は組合担

ムでお客様案内を務めています︒

初めてとなる新幹線と在来線が同一

なのですが︑論理に乏しい要求には

全体のスケールメリットを

具体的提言を行ないました︒それに

活かした施策のひとつであ

ホームで乗り換え可能となり︑羽越

い職場環境の整備の重要性

ることを確認した︒

完膚なきダメ出しが来るので恐れら

とともに︑労働力の維持・

よって︑現在は２番線に警備員が常

した北陸新幹線の白山総合

確保に資するＪＲグループ

駐しお客様の安全を見守っていま

車両所を訪問し現場視察を

本線特急﹁いなほ﹂をご利用される

クシーといった交通事業者

行った︒視察には︑ＪＲ西

お客様の利便性が向上しました︒し

では女性活躍のための設備

れている部長でもあります︒

﹁社会生活の時間﹂の充実

投資が遅れている実態があ

労組金沢地本と運転部会の

す︒安全に対する業務部長としての

を含めたワーク・ライフ・

女性役員などにも同行いた

かし︑同時に進められている新潟駅

バランスの実現と個々人の

り︑女性の採用・活躍が進

だいた︒女性だけに限らず

第２回男女平等参画推進委

共交通網形成計画は２０１８年

交換を実施した︒同市の地域公

同市の交通政策担当者との意見

年前に公表された駅前地区の再

ドへの取り組み︑道路網の発達

画に対する必要性やインバウン

に関する会議体への労働側の参

ワークを通じて得た知見等をＪ

ＪＲ連合は今後もフィールド

フォローしていく︒

みが進められるよう︑引き続き

創﹂の具現化にむけた取り組

ム公共交通﹂﹁チーム地域共

た松尾市議とも連携し︑﹁チー
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たが︑百貨店などが閉店し︑か

１月

まず︑同市の中心部にある
しており︑それぞれ約６０００

した﹁コンパクトシティプラス

■ 福岡県大牟田市

﹁大牟田駅﹂における利用者の

ネットワーク﹂の実現を目指す
る︒

ことが強調されてい

つての駅前の賑わいは全く感じ

○ 現地視察

57

※借家にお住まいの方のみ

48

られない状況となっている︒数

用している︒また︑

地方議員団と考える﹁チーム地域共創﹂

その後︑相互に質

ナ貨物も取り扱っ

られてきた事業であるが︑ホテ

地域公共交通の課題と展望

ている︒駅前のバ

ルの建設を担う事業者が撤退意

ンティアによるコミュニティバ
態であるが︑元々西鉄バスが撤

面への提言活動に活かしていく︒

B1424401E2144-20150209

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
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