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

２０１９春季生活闘争︻グループ労組︼

単組に達し︑９単組がベアを獲得するなど︑総合生活改善に資する

・時給引き上げ
制度新設

・脳ドック受診費用の補助
・女性社員宿泊施設の改善

・夏季手当 ２・ ヵ月

・定期昇給 実施

ト福岡労組
︻３月 日妥結︼

日妥結︼ ジェイアールサービスネッ

ジェイアール西日本 米 子 メン

・夏季手当 ２・４ヵ月
テック労組︻３月

・定期昇給 実施
・年間臨給 ４・２ヵ月

・人間ドック受診制度新設

・通勤手当増額

・家族給
︵２人目以降の子︶

・住宅手当改善

・年度末一時金

ジェイアールサービスネッ

・フレックスタイム制導入

・退職金制度改正

・年間臨給 ５・ ヵ月

・ベア １０００円

・定期昇給 実施

・年始手当支給対象日拡大

・半休制度の使用事由拡大

・夏季手当 ２・４ヵ月

・時給引き上げ５円

・ベア ５００円

・定期昇給 実施

・入社３年目までの社員へ

・社員旅行の会社負担増額

・臨時一時金

・年間臨給 ２・５ヵ月

・ベア １０００円

・定期昇給 実施

ジェイアール四国メンテナ

・忌引休暇日数見直し

・職能給昇給逓減率改正

日妥結︼

ジェイアール西日本岡山メン

・ベア ４００円
ＪＲ九州バス労組

の制服貸与数増加

・定期昇給 実施
・定期昇給 実施

賃金︵日額︶引き上げ

・賃金計算期間の改正

・年度末一時金

・月給・日給・時給引き上げ
・年度末一時金

・ベア １２００円

︻３月 日妥結︼ ・雇用形態変更時の基準内

大鉄工業労組

ンス労組 ︻４月５日妥結︼

・パート社員に対する評価

テック労組 ︻３月

分／日︶
ＪＲ西日本レンタカー＆リー

・定期昇給 実施

・年間休日増
︵ 日↓ 日︶ テック労組︻３月 日妥結︼

・定期昇給 実施

制度導入

ジェイアール西日本福知山 メン

︻３月 日妥結︼

︻３月 日妥結︼ ト岡山労組
︻３月 日妥結︼ 広成建設労組

の増額

ジェイアール西日本商事労組

４日︶

すべてのＪＲ関係労働者の
あるべき労働条件を実現する
単組妥結 ９単組でベア獲得

２０１９春季生活闘争においては︑Ｊ Ｒ７単組が妥結し︑うち５単組でベアを
獲得した︒また︑バス・船舶関係などの地本・支部・分会でも７機関中︑４機関
で妥結し︑定昇確保や夏季手当︑制度改善など多くの成果を引き出した︒
一方︑グループ労組においては︑２月 日にＪＲグループ労組連絡会２０１９
春闘総決起集会を開催し︑加盟するグループ 単組一丸となった春季生活闘争に
むけた意思統一を図った︒
４月９日時点での報告では︑グループ労組 単組中︑ 単組が要求書を提出し︑
うち妥結は
成果をあげている︒

・慰労一時金

・精勤手当︵契約社員︶

︵主任以上は３・４ヵ月︶ ・年間総労働時間短縮︵５

・年間臨給 ３・１ヵ月

Ｊ Ｒ連合は︑Ｊ Ｒで働くすべての労働者のあるべき労働条件の実現にむけて︑

京都駅観光デパート労組

ペーン引越費用負担

・ＪＲ社宅借受促進キャン

系・年間臨給の統一

最後まで各単組の取り組みを支援していく︒
神戸ＣＳ労組
︻３月７日妥結︼

・時給引き上げ 円
・年度末一時金
・報労品の支給

︻３月 日妥結︼ ＪＲ九州ハウステンボスホ
・定期昇給 実施

・一時金計算期間の改正

︻３月 日妥結︼
・定期昇給 実施

・シニア社員基本給引き上げ

テル労組 ︻３月 日妥結︼ ・基準外賃金の整理

支給額統一

・ベア １０００円

・定期昇給 実施

・職務手当新設

・洗浄作業手当︑班長代行

第 回統一地方選挙

・管理監督者の対象見直し

前半戦全員当選の勢いで

員が当選を果たした︒

さらに︑４月 日に市議

福岡県

福岡県

福岡県

北海道

北海道

道・県

人吉市

糸田町

田川市

大牟田市

池田町

小樽市

議会名

宮﨑

松瀬 征行

石松 和幸

松尾 哲也

春井 良夫

林下 孤芳

候補者名

れる第 回参議院議

勝利を７月に執行さ

薦候補者全員の当選に一丸

単組と連携し︑各選挙の推

ＪＲ連合はこの間︑加盟

取り組んでいく︒

一丸となって全力で

らない︒最後まで︑

げていかなければな

柿本忠則氏︵広島県議会︶

山本悟史氏︵香川県議会︶

保

熊本県

前半戦での全員当選

の結果を勢いそのま

まに︑後半戦にのぞ

んでいく︒

選︑ 日に町議選の告示か

統一地方選挙での

ら︑ 日の投開票日にむけ

議選に出馬したＪＲ連合地

となって取り組んできた︒

た選挙戦が繰り広げられる︒ 員選挙の必勝につな

方議員団連絡会所属候補者

梶原英樹氏︵京都府議会︶

をはじめとする推薦候補全

河合洋介氏︵愛知県議会︶

方選挙の前半戦の投票日を

菅原和忠氏︵北海道議会︶

迎え︑道府県議選︑政令市

後半戦必勝にのぞむ

手当増額

・夏季手当 １・ ヵ月

︻３月 日妥結︼

５００００円
日妥結︼ ス労組

・定期昇給 実施

き上げ

・ミッドシニア社員時給引

ス労組

28

29
・夏季手当 １・７ヵ月＋

新設
スネット労組︻３月

・定期昇給 実施

・ベア １０００円
・時給引き上げ 円

４月21日投票

【推薦候補】

27

41

22

・契約社員の社員登用制度

︻３月 日妥結︼ ・特殊勤務︵泊勤務︶手当

Ｒ連合への総結集を果たしていこう。

29

ＪＲ西日本交通サービス労組

︵夏季１・ ヵ月︑年末２

けて、さらに勢いをつけながら取り組みを進めていく。Ｊ

25

︻３月 日妥結︼ ・年間臨給 ４・４ヵ月
・定期昇給 実施
・ ヵ月︶
ＪＲ西日本カスタマーリレー
15

ＪＲ連合は加盟単組とともに、ＪＲ労働界の一元化にむ

25

４月７日︑第 回統一地

25

・年齢給改定
・調整給増額

阪府９４６円︑それ以外

・企業内最低賃金改定︵大
９００円︶

・夏季手当 ２・ ヵ月
・店長特別手当増額

ク受診料の補助制度新設

・配偶者に対する人間ドッ

１１２日︶

・年間休日増︵１０８日↓

・年度末手当

９００００円

・年間臨給 ４・３ヵ月＋

・保存休暇累積日数の引き
上げ
・半休制度の使用事由拡大
・定期健康診断の受診項目
拡大
・帰省旅費見直し
・嘱託社員待遇改善

︻３月 日妥結︼ ・運転免許取得費用の補助

ＪＲ四国ホテルズユニオン

制度新設
・リーダー︑チーフ手当増額

・定期昇給 実施
・超過勤務手当︵公休日を

ＪＲ西日本山陰開発労組
︻３月 日妥結︼

除く︶の時間単価改定

︻３月 日妥結︼ ・定期昇給 実施

ＪＲ徳島駅ビル開発ユニオン

・ベア １０００円

14

15

・年間休日増︵ 日↓１０

21 16

・ベア ２０００円

ばならない。

・夏季手当 ２・２ヵ月

大につなげていくべく、波及効果を生み出していかなけれ

・時給引き上げ
の自動車支部に続く朗報に、今後ますますの組織強化・拡

ションズ労組︻３月 日妥結︼ ジェイアール西日本 デイリーサービ ジェイアール西日本マルニック

ＪＲ北労組に加入するという勇気ある決断に至った。２月

・マネージャー手当の増額

動や民主化闘争の取り組みが実を結び、北鉄労から脱退し

・Ａ社員︑Ｂ社員の給与体
く仲間を迎え入れた。函館地区本部の日頃からの世話役活

25

19

22
３月19日、ＪＲ連合加盟ＪＲ北労組は五稜郭車両所で働

26

74

18

04

84

93

93

14

19

13

76

72

20

10
22

19

64

19

22
20

12

ＪＲ北労組
２ヵ月連続で新たな仲間

JR連合

JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERATION
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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）4月15日

ＪＲ連合
（１）第 593 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争
との関係を重んじ︑⁝連帯
して応援していきます︒こ
の 人の候補者を擁立して
いる産別から私達への支援
要請はありません︒それが

てきた︒組織瓦解が進む中︑ 員数が相当数存在し︑一定

やＪＲ東労組が機関紙など

方選挙にむけては︑北鉄労

補の当落を報じた︒統一地

月７日投開票︶での推薦候

統一地方選挙の前半戦︵４

４月８日︑ＪＲ総連は︑

各地域にＪＲ東労組の組合

まれた︒大量脱退以前は︑

ると目されていた人物も含

備段階で新書記長に就任す

﹁ＪＲひがし労﹂の結成準

準組織内候補で︑中には︑

したが︑うち７人が組織内・

弁することをはじめ︑ＪＲ

車区事件を﹁えん罪﹂と強

決で有罪が確定した浦和電

そうした中でも︑最高裁判

当局からはＪＲ総連・ＪＲ

この間︑政府や警察公安

容易に想像される︒

げることが出来ないことが

一方︑北鉄労は﹁ＦＡＸ

いるということだろう︒

員との関係性を重要視して

実態が指摘され続けている︒ め︑応援団としての地方議

東労組への革マル派浸透の

ひびき１８４５号﹂︵２月

投入すべきという主張を繰

てＪＲ北海道に公的資金を

題であり︑国が責任を持っ

は国鉄改革のスキームが問

題を公表して以降︑北鉄労

時点では比例区の次点︵２

長の田城郁氏について﹁現

ビューに︑ＪＲ総連副委員

同委員長は雑誌のインタ

けたが︑
断られたようである︒

していただきたい﹂と述べ
た模様︒しかし︑聞くとこ
ろによると︑支援の申し出

を明らかにした︒ＪＲ北海

員候補をはじめ 名の推薦

日付︶で︑北海道議会議

に展開する動きが一層活発

海道の民意であるかのよう

張を繰り返し︑あたかも北

候補を通じて各議会での主

り返してきた︒今後︑推薦

えています﹂と︑繰り上げ

場合に対応できる体制は整

ました︒繰り上げ当選した

を開催して新体制を決定し

存続しており︑先ごろ総会

次点︶ですので︑後援会も

０１５年参院選比例区当選

を複数の産別などに持ちか

数が激減した地本などでは︑ す﹂との考えに基づいて︑
道が単独維持困難線区の問

また︑ＪＲ総連の榎本委

化することが想定される︒

貨物鉄産労
北海道地区本部

た︒これを目に見える形で実践し共

感してもらうことが︑他労組組合員

い﹂という強い意識で取り組んでい

検証し︑﹁労災は絶対に起こさな

課題です︒北海道地区本部も全国の

ぎ︑何を残していくのかが︑大きな

が脱退を決意する原動力になると信

北海道地区本部で執行委員長を仰

仲間のみなさんと共に安全の確立︑

この間︑勇気を持って加入してく

重要課題と位置づけています︒苗穂

私たちは︑安全の確立を運動の最

て働き続けられる条件を確立するた

強い決意と自分たちが安全で安心し

な事故を二度と繰り返さないという

もできないと痛感しています︒悲惨

の命を守る︑家族の笑顔を守ること

時間があれば動物園を訪れていま

て︑動物園巡りが大好きで︑夫婦で

最後に︑私の趣味・楽しみとし

闘していく決意です︒

民主化闘争完遂︑組織拡大にむけ奮

執行委員長

れた仲間のためにも︑ＪＲになって

車両所では１９９０年２月に特急列

す︒全国には︑約１００の動物園が

加入してきた組合員に何を引き継

車に触車︑死亡労災事故が発生︒さ

めにも︑運動の先頭に立ち行動して

菊 地 克 敏

じています︒

せつかっている菊地克敏です︒職場

かなければ︑自分の命を守る︑仲間

さん

は北海道で唯一の車両所である苗穂

らに︑２０１７年の九州千早操作場

いきたいと思います︒

車両所に勤務しています︒

での死亡労災事故以降︑根絶に向け

ばならない︒そのためにも︑ る新入社員への歓迎行動を

らし︑対処していかなけれ

ないよう︑包囲網を張り巡

な主張が展開されることが

実施した︒１０００人を超

ＪＲ東日本入社式に参加す

ともに︑大宮駅前において︑

海ユニオン︑ＪＲ西労組と

躍にむけて︑今回学んだ内

後の青年女性役員として活

で通り党よりも候補者個人

補者を応援します︒これま

憲民主党５人︑計 人の候

ている状況である︒

つ︑連合内産別とも連携し︑ 掛けながらＪＲＥユニオン
地方政治︑国政への働きか

のチラシを配った︒

４月５日︑ＪＲ北労組中
別労働組合として︑ＪＲの

札幌市内において新入社員

オン︑ＪＲ西労組とともに︑

援単組であるＪＲ東海ユニ

央本部及び札幌支部は︑支
発展と組合員の幸せを考え

けを強化していく︒

る責任ある労働組合である

歓迎行動を実施した︒ＪＲ

ホームページ上でメッセー

ンは︑ＪＲ連合及びＪＲ東

４月１日︑ＪＲＥユニオ

◇

受け取った︒あわせて︑参

配布し︑多くの新入社員が

合の意義を綴ったチラシを

◇

あるようで︑まだまだ先の長い話で

す︒

すが︑目標は全国の動物園を訪れた

当選の可能性の高まりを示

える新入社員にむかって

また︑私たちは﹁一つの目標に対

唆した︒３万人を割り込ん

ＪＲ連合は︑地方議員団連

﹁入社おめでとう﹂と声を

いと思っています︒そのためにも安

員長が２月１日の第 回定

だＪＲ総連の組織人員では

絡会所属議員や推薦候補者

全第一︑健康第一で頑張っていきま

期中央委員会の挨拶で７月

新たに国政に送り込む余裕

の必勝にむけて取り組みつ

し︑みんなが共有し︑何でも話し合

の参院選について触れ︑

がなくなった以上︑繰り上

道で今年１月あわや死亡労災になり

﹁参院選の比例区では︑連

げ当選に一縷の望みを託し

える︑ストレスの無い楽しい組合に

合執行委員会の確認事項を

しよう﹂を基本に取り組んできまし

青年世代はＪＲ連合運動

守り︑国民民主党５人︑立

うる運転支障︵危険事象︶が発生し

踏まえた説明を受け︑あら

の明日の原動力として︑重

ました︒あらためて自分達の職場を
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