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意思統一を図った︒とりわけ︑最初のヤマ場である３月 日を目前に︑確かな成

Ｊ Ｒ連合各地協は春闘総決起集会を開催し︑２０１９春季生活闘争勝利に向け
海ユニオン新幹線地本執行

て︑杉本修哉議長︵ＪＲ東
ことを確認した︒

０１９春季生活闘争に臨む

労働者の﹁底上げ・底支え﹂﹁格差是正﹂を実現していかなければならない︒

労働条件を点検し︑改善を図る総合生活改善闘争に取り組み︑すべてのＪ Ｒ関係

の流れを継続・定着させる闘いを展開していく︒さらに働き方を含む︑あらゆる

今春季生活闘争においては︑月例賃金の引き上げに徹底してこだわり︑賃上げ

することを訴えた︒

らの統一闘争を力強く展開

労使協議を通じた︑職場か

な労使自治に基づく真摯な

対して︑主体的かつ建設的

委員長︶は︑加盟各単組に

収支が赤字であることに言

社を含めた金沢支社全体の

が挨拶に立ち︑グループ会

労組金沢地本執行委員長︶

て︑本田雅明議長︵ＪＲ西

冒頭︑北陸地協を代表し

果を勝ち取りＪＲグループ全体への波及効果につなげることが重要となる︒

そして︑﹁まっとうな労働組合﹂としての春季生活闘争の取り組みを通じた組織

車支部および青年女性委員

Ｒ北労組の中央本部︑自動

鉄産労北海道地区本部︑Ｊ

ら春闘方針とともに︑働き

学習会では︑ＪＲ連合か

ならない﹂と呼びかけた︒

取り組みにつなげなければ

会アピールを採択︒最後に

運動を展開する﹂とした集

飛躍︑発展にむけて力強く

組合員が団結し︑さらなる

割と責任を果たすべく︑全

責任産別の一員としての役

﹁ＪＲ労働界を代表する

■ 東海地協

組む決意を表明した︒

ンへの支援に引き続き取り

完遂にむけたＪＲＥユニオ

るとともに︑民主化闘争の

り組みへの協力を呼びかけ

及し︑改善にむけた各種取

拡大とＪＲ連合への総結集を果たしていく︒

北海道地方協議会は︑３

方改革関連法の内容と労働

■ 北海道地協
月２日︑札幌市内で﹁２０
会の代表者から力強く取り

冒頭︑執行部を代表して

た︒

じめとする当面の取り組み

などについて課題を提起し

執行部を代表して中濱斉

出席した︒

Ｒ四国労組執行委員長︶が

組む決意が述べられた︒

挨拶にたち︑安全の取り組

１９春闘 全道総決起集会﹂

全体討論では︑各単組か

を開催した︒北海道地協に

尾内裕昭議長︵ＪＲ東海ユ

ら決意表明があり︑今春季

み︑２０１９春季生活闘争︑

議長︵ＪＲ連合副会長・Ｊ

ニオン中央執行副委員長︶

杉本議長の団結ガンバロウ

東海地方協議会は︑２月

が挨拶に立ち︑東海地協の

組合の取り組みについて解

８日︑名古屋市内で２０１

■ 東北地協

９春季生活闘争討論集会を

結集する 人が参加した︒

で２０１９春季生活闘争勝

日︑都内で﹁２０１９春

関東地方協議会は︑２月

集会﹂を開催した︒集会に

９春季生活闘争勝利総決起

採択し︑相原康伸中央闘争

ルが提起され︑満場一致で

表明した︒最後に集会アピー

闘連絡会議の代表者が決意

その後︑５つの部門別共

活闘争を闘っ

０１９春季生

実現すべく２

的な賃上げを

議長は︑持続

協の住野敏彦

立った交運労

表して挨拶に

立った近畿地協の荻山市朗

主催者を代表して挨拶に

さらに︑交通労連など４

となって今春闘に取り組む

について考えを述べた︒

確かな成果にむけた決意を

ら２０１９春季生活闘争方

■ 四国地協

た︒

９春季生活闘争勝利学習会﹂ 行い︑より理解を深め合っ

日︑福岡市内で﹁２０１

九州地方協議会は︑２月

■ 九州地協

ことを確認し合った︒

に訴え︑要求実現を誓い合っ

表した︒

針などについて基調講演を

学習会では︑ＪＲ連合か

た︒

中国地方協議会は︑２月

■ 中国地協

日︑広島市内で﹁２０１

を開催した︒集会には︑中

Ｒ西労組中央執行委員長︶
は﹁組合員と家族の負託に

国地協に結集する 単組の

９春季生活闘争勝利総決起

冒頭︑九州地協を代表し

集会﹂を開催した︒

て中原博徳議長︵ＪＲ連合

応えるべく︑ベアにこだわ

副会長・ＪＲ九州労組中央

り︑求心力の持てる闘いを

冒頭︑中国地協を代表し

四国地方協議会は︑２月

代表者らが参加した︒

日︑高松市内で﹁２０１

最後まで粘り強く展開して

ＪＲ東海ユニオン関西地本︑ 組広島地本執行委員長︶が

貨物鉄産労関西地区本部︑ て松原伸芳議長︵ＪＲ西労

いく﹂と決意を述べた︒

政治活動の取り組みの３点

想いの共有が図られた︒

た︒
利にむけて気勢をあげた︒

東北地方協議会は︑３月

説した︒組織課題に関する

２日︑仙台市内で﹁２０１

質疑もあり︑最近の動向を

冒頭︑昆弘美議長︵ＪＲ

任務と役割を説いたうえで︑ 生活闘争での勝利にむけた

連合副会長・ＪＲ北労組中

開催した︒集会には 単組

９春闘学習会﹂を開催した︒ 説明し︑次の一手について

■ 北陸地協

央執行委員長︶が北海道地

２０１９春季生活闘争をは

ＪＲ連合︑地協事務局が

が結集し︑意思統一を図っ

春季生活闘争方針について

北陸地方協議会は︑３月

挨拶に立ち﹁復旧工事やバ

説明した後︑グループ労組

５日︑金沢市内で﹁２０１

ス代行など各職場での組合

から発言もあり︑ＪＲ四国

意見を交わした︒

ジェイアール西日本テクシ

員の尽力に加え︑収入に目

グループで働く仲間が一丸

■ 関東地協

ア労組︑ＪＲ西労組中央本

を向ければ好調であること

冒頭︑東北地協を代表し

部の代表者が決意表明を

をしっかりと訴えていく﹂と

挨拶に立った添田寿男議長

近畿地方協議会は︑３月

行い︑２０１９春季生活

協を代表して挨拶に立ち︑

６日︑大阪市内で２０１９

闘争にかける想いを参加者

﹁春闘方針に基づき︑組合

春季生活闘争総決起集会を

事務局長︵連合事務局長︶

ていかなけれ

冒頭︑関東地協を代表し

■ 近畿地協
は︑北陸地協に結集する各

開催し︑各単組から総勢４

︵ＪＲＥユニオン仙台地本
合の掲げる春闘方針に対す

季生活闘争勝利総決起集

単組組合員１２０人が参加

容も含めて︑成果に向けた

し︑組織の総力をあげて２

執行委員長︶は︑﹁ＪＲ連

東海地協春季生活闘争討論集会（２月８日）

会﹂を開催した︒

員からの要求の実現にむけ

東北地協春闘学習会（３月２日）

る理解を深め︑法改正の内

て︑働き方改革関連法改正
も念頭におき鋭意交渉を進
単組決意表明では︑貨物

めていく﹂と語った︒

る内容﹂と語った︒また︑

のガンバロウ三唱で締めく

５０人が参加した︒

﹁デフレ脱却にむけて労使

くった︒

つの構成組織から決意表明

ウで閉会した︒

に中原議長の団結ガンバロ

集会アピールを採択︒最後

た闘いを展開する﹂とした

合員とその家族が一丸となっ

の幸せを実現するため︑組

﹁九州地協に結集する仲間

と参加者に奮起を促した︒

は人への投資が欠かせない﹂

来を見据えた労働力不足に

抱えている﹂と指摘︑﹁将

深刻な労働力不足の問題を

﹁ＪＲグループにおいても

９春闘討論集会﹂を開催し︑ 執行委員長︶が挨拶に立ち︑

四国地協に集う総勢 人が

九州地協春闘勝利総決起集会（２月24日）

と訴えた︒

連合は︑３月４日︑都内

で積み上げてきたものを水

がなされた後︑慶島譲治交

24

議長︵ＪＲ連合副会長・Ｊ

で﹁２０１９春季生活闘争・

泡に帰すことがないよう賃

んばろう ﹂と呼びかけた︒

６総決起集会﹂ を 述べ︑﹁ 最 後の最 後 までが

運労協事務局次長から集会

90

ヤマ場にむけて決意を共有

政策・制度要求実現３・４

ば ならないと

中央集会﹂を開催し︑構成

同６日︑都内で交運労協

し︑当 日 が 先

上げの継続が必要である︒

日認定された

組織や地方連合会などから

連絡会は合同

集会には︑来賓として逢

宣言が読み上げられ︑満場

氏︵自治労組織内候補︶か

を開催した︒

見直人連合会長代行が駆け

の拍手で採択された︒最後

ら決意表明が行われた︒

交運労協の仲

付け︑連帯と激励の挨拶を

には住野議長の団結ガンバ

働の是正にも取り組む決意

間ら総勢４０

行った︒また︑第 回参議

ロウで２０１９春闘勝利を

であることに触れ︑
長時間労

０人が結集︑

院議員選挙に出馬表明して

１９春季生活

ＪＲ連合から

いる森屋たかし氏︵私鉄総

闘争勝利３・

主催の﹁２０ ﹁サブロクの日﹂

と連合﹁交通・運輸﹂部門

いまこそブレイクスルー﹂

が集まり︑最初のヤマ場で
ある３月 日にむけた決意
を共有した︒ＪＲ連合から
は︑加盟単組組合員約 人

連合の神津里季生会長は︑

が出席した︒
現時点の要求状況について
﹁中小組合の賃上げ要求額

約 人が出席
した︒

誓い合った︒

16

11

連合・交運労協 春闘総決起集会

18

１５００人を超える参加者

交運労協春季生活闘争勝利総決起集会

80

●発行者／松岡裕次 ●編集者／中村鉄平

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階

13

28

連組織内候補︶︑岸まきこ

25

が大手組合を上回っている﹂
と評価しつつ︑﹁﹃ 上げ幅 ﹄
だけでなく﹃賃金水準﹄に

主催者を代

中国地協春季生活闘争勝利学習会（２月28日）

ＪＲ連合各地協で春闘総決起集会
こだわった要求が行われて

連合政策・制度要求実現中央集会

28

２０１９春季生活闘争を牽引すべく
ヤマ場に確かな成果を
40
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いる﹂として︑﹁元気が出

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）3月15日

ＪＲ連合
（１）第 591 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争
ＪＲ東労組への革マル派浸

意書の答弁書で︑ＪＲ総連・

会で閣議決定された質問主

が離せない︒昨年２月に国

物においては総合物流企業

ととなる︒そして︑ＪＲ貨

に国による検証を受けるこ

計画に基づいて四半期ごと

ため︑すべての労使におい

プが持続的な発展を遂げる

厳しさが増す中︑ＪＲグルー

方の過疎化の進展をはじめ︑

ＪＲ連合はＪＲ労働界の民

民主化闘争は新たな局面に
先にある完全民営化・株式
主化闘争の完遂にむけて新

て民主的労働組合・労使関

監視・実態解明の対象であ
上場が期待されている︒

として鉄道貨物モーダルシ

組合不要論﹂と︑社員の約
ると︑明らかとされたこと
私たちＪＲ産業を取り巻

透の実態や︑ＪＲ北海道の
春闘におけるＪＲ東労組の
７割が労働組合未加入であ
は記憶に新しい︒こういっ
く環境は超少子高齢化や地

係の構築は不可欠である︒

２０１６年８月１日発行
スト戦術が端緒とする組合
る状況は極めて憂慮すべき
た政府見解が発せられたに

フトの一層の展開と︑その

の機関紙﹁ＪＲ連合﹂第５
員の大量脱退によって︑Ｊ
ことである︒昨年 月にＪ

第一組合・北鉄労が警察の

２６号で﹁特集・民主化
Ｒ労働界の状況は一変した

今号で 回の節目を迎える︒ といえる︒しかし︑ＪＲ東
決起集会において︑ノンフィ

Ｒ連合が開催した民主化総
傘下の労働組合が多数派を

やＪ Ｒ貨物では︑Ｊ Ｒ総連

脱退者の
合は︑ＪＲＥユニオンと連

うした認識のもと︑ＪＲ連

必要である﹂と指摘した︒こ

実用化などを見据えたグルー

人口減少や自動運転技術の

０２７﹂として︑さらなる

ＪＲ東日本は︑﹁変革２

ＪＲ四国労組
自動車支部

として︑さらにＪＲとの連

福知山市は﹁鉄道のまち﹂

り組みを進めていく︒また︑今

ム地域共創﹂をつくりあげる取

して︑２０１５年から自動車支部執

行委員長に就任し︑本部や支部︑沢

山の方々にご指導︑ご協力をいただ

ス利用者の減少など︑業界を取り巻

執行委員長

く環境は厳しくなっていますが︑責

集会では︑有識者か

るとともに︑男女が育児や

強化の４点で︑とりわけ獣害に

携を強化し︑地域公共交通ネッ

後もフィールドワークを通じて

近年では︑動力費の高騰︑格安航

社当時は大変不安だったのをよく覚

任組合として︑会社の存続︑職場の

ら国内外の動向につい

介護をしながら安心して働

ついては︑鹿・猪に留まらず︑

トワークの維持活性化とともに︑

得た知見などを︑ＪＲ連合とし

きながら奮闘しています︒

えています︒乗務を重ね︑お客様か

集会前には街頭宣伝行動

て特別提起され︑ハラ

連合・新幹線メンテナンス

き続けられる職場環境づく

を手交し︑荻山委員長からＪＲ

熊まで出没するという現状から︑

京阪神や日本海側・山陰地方と

ての政策立案と各方面への提言

空ＬＣＣの就航︑人口減少によるバ

ＪＲ四国労組自動車支部執行委員

ら頂 く﹁ありがとう ﹂
﹁快適でした﹂

を行い︑女性の尊厳・人権

労組︶が集会アピールを読

りにむけて取り組んでいく︒

西日本と福知山市の連携をさら

命の危険すら感じながら業務し

の結節点としての役割も強化し

さん

長の上田です︒日頃は︑ジェイアー

上 田 耕 成

ル四国バス高知支店で四国島内︑京

最後に︑高知といえば︑なんといっ

環境︑組合員の安定した生活を守る

ても坂本龍馬︒月の名所・桂浜の雄

ため︑これからも頑張りたいと思い

入社５年頃から少しずつ労働組合

大な太平洋を眺める︑あの坂本龍馬

などのお言葉がやりがいや自信に繋

に携わるようになり︑高知自動車分

像を一度見に来て下さい︒そして︑

阪神︑東京行き高速バスの乗務員と

りするため︑毎日業務に励んでいます︒

会の分会長を６年程務めました︒こ

鰹のたたきで一杯︑悩みなど吹き飛

ます︒

私が入社したのは当社がＪＲ四国

の間︑会社と組合︑本部と支部︑支

びますよ︒

がり︑今では毎日楽しく仕事をして

から分社化する２００４年１月でし

部と分会︑分会と組合員とのつなが

います︒

た︒それまでは大型自動車に携わる

り方など様々な事を学びました︒そ

して︑お客様の大切な命をお預かり

仕事をしていましたが︑お客様を乗

し︑目的地まで安全で安心してお送

せて走るバス業務の経験がなく︑入

を象徴するバラとティッシュ

人の女性役員らが出席した︒ と差別禁止を訴えた︒

参加し︑ＪＲ各単組から８

成組織等から約８９０人が

動中央集会﹂を開催し︑構

８国際女性デー全国統一行

しよう〟をテーマに﹁３・

なくして︑男女平等を実現

で〝職場のハラスメントを

連合は︑３月８日︑都内

行動を展開していく︒

たな戦略を持って具体的な

闘争﹂を掲載してから︑
労組組合員が３万人以上脱
クションライターの西岡研

もかかわらず︑Ｊ Ｒ北海道

退し︑３
介 氏 は︑
﹁これまでの民主
でも労政転換が図られるよ

この間を振り返れば︑昨
分の１に
化闘争と違った︑新たなア

多くは労
携し︑組織拡大・強化の取
プ一体での成長戦略を打ち

占めている︒これらの会社

縮小した

働組合に
り組みを継続してきた︒一
出し︑矢継ぎ早に施策を展

進め︑交通事業

み上げ︑本集会に集まった

北近畿の交通の要衝として栄え

に深めていくことを要請した︒

ていることを訴えた︒

ていかなければならない︒引き

※借家にお住まいの方のみ

う︑働きかけていかなけれ

未加入の
定数の成果を果たしている

者とＷ ｉ ｎ Ｗ

一人ひとりの行動で︑性別

てきた中核都市である︒市内に

続いて︑中村部長から﹁﹃チー

その後︑相互に質疑を行い︑

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。

とはいえ ︑ プローチの仕方や︑言葉が

ままであ
ものの︑これまで以上に展開

とりわ

スメントを告発する♯

ｉｎの 関 係 を 築

おける鉄道はＪＲ西日本﹁山陰

ム地域共創﹄をつくる９提言﹂

治水に関しては︑由良川などの

火災共済の保障力を、さらにアップさせる新制度。

ばならない︒

る︒

Ｍ ｅ ｔ ｏ ｏをはじめ

に関係なく︑人権が保障さ

開している︒ＪＲ北海道は︑

を一部の参加者らが配布す

〝ハラスメントを許さ

Ａゼンセンにおける男

れ︑平等に安心して働くこ

け︑ＪＲ

るとともに︑男女間格差の

女間賃金格差是正にむけた

とができる社会をめざすこ

していかなければならない︒

是正やドメスティック・バ

被害にも注意する必要があ

取り組み﹂︑﹁オーストラ

とを全体で確認し合った︒

昨年７月の監督命令に基づ

ることから︑対策の難しさ

リアにおけるＤＶ被害者に

き︑２年間で約４００億円

望書について実態を踏まえなが

についても示された︒ま

関する取り組み﹂が報告さ

連合の一員として︑引き続

一方︑ＪＲ総連・ＪＲ東

ら︑政策課題解決にむけた取り

た︑ＩＣカードの導入につ

れた︒

き男女間格差の是正を求め

労組に浸透した革マル派活

ない〟運動の世界的規

イアールバスをはじめ複数社が

組みを求めた︒要望内容は①地

いては︑福知山市だけでな

最後に︑連合東京女性委

東日本の

模での広がりなどが紹

運行している︒２０１４年に各

域公共交通に関する協議会への

く沿線自治体からも強く要

員会の廣瀬明奈幹事︵ＪＲ

中で蔓延

イオレンスを含むあらゆる

沿線自治体とともに北近畿タン

参画︑②福知山市地域公共交通

望があり︑観光需要喚起や

台の追加支援を受けるとと

ＪＲ連合及びＪＲ西労組は︑
ゴ鉄道沿線地域公共交通網形成

網形成計画の進捗状況や今後の

シームレスな交通の構築を

動家らが依然としてＪＲ労

１月 日︑福知山市を訪問し︑
計画を策定し︑２０１６年に福

進め方についての確認︑③治山・

しつつあ

大橋一夫・福知山市長︵ＪＲ連
知山市単独での地域公共交通網

治水対策の強化︑④獣害対策の

介された︒また︑﹁Ｕ

ハラスメント・暴力の根絶

合地方議員団連絡会︶と意見交
形成計画︑さらには２０１７年

もに︑新たに策定する経営

換を実施した︒ＪＲ連合から中

にバス路線の再編に取り組む地

働界で蠢いている実態も目

村鉄平交通政策部長︑ＪＲ西労
域公共交通再編実施

いていきたいと
いうことが語ら

本線﹂﹁福知山線﹂︑京都丹後

︵鉄道特性活性化ＰＴ最終答申・

地域公共交通の課題と展望

ＪＲ連合および各単組は

組中央本部から荻山市朗中央執
計画を策定し︑現在

ＪＲ西労組から福知

地方議員団と考える﹁チーム地域共創﹂

行委員長︑宮野勇馬政策・調査

福知山市は︑京都市から ㎞︑

参加した︒

鉄道﹁宮福線﹂が営業しており︑

簡略版︶について説明を行った

活動に活かしていく︒

れた︒

福知山駅を起点に﹁北近畿ビッ

続き︑大橋市長と連携し︑﹁チー

山市に対する要望書

グＸネットワーク﹂とも呼ばれ

河川における対応とともに内水

大阪市からは ㎞の距離にあり︑

意見交換の冒頭︑

部長︑福知山地本から西村元邦

る﹁労働

役員紹介

実施している︒

大橋福知山市長と意見交換

職場のハラスメント根絶・
男女平等の実現めざす
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執行委員長︑尾﨑裕介書記長が
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後︑宮野部長から︑手交した要
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