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◇ 第

回ユースラリー～いくぜ︑関東！～
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Ｊ Ｒ連合青年・女性委員会は︑５月 日〜 日︑東

く︑１泊２日として企画し︑合計 単組からの参加を

参加しやすさを重視し︑例年の２泊３日の形式ではな

る仲間が集まり︑組織を越えた交流を図った︒今回は

回ユースラリー〜いくぜ︑関東！〜 を
｣開催した︒
今年も北海道から九州まで全国から１１０人を超え

に各地協代表者らで構成した実行委員会による 第
｢

京都内で︑Ｊ Ｒ連合関東地協青年・女性委員会を中心
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実現した︒参加者は グループに分かれ︑初日は交流
レクリエーションの後︑学習会を実施︒２日目は︑都
内を巡るウォークラリーを行った︒

は、普段とは違った広がり

社を越えた交流を図ること

た多くの仲間が、組織や会

まで、グループ労組を含め

に立ち、「北海道から九州

ろうと思う気持ちが大事」

「一人ひとりが楽しんでや

できたとした。最後に、

い、助け合いの精神を共有

働組合の原点である支え合

パに対して感謝を述べ、労

年７月豪雨等の救援カン

がある」とユースラリーの

とユースラリーへの積極的

冒頭、新倉実議長は挨拶

意義を語った。また、平成

連合第22回「政策・制度中央討論集会」

「働くことを軸とする安心社会」
にむけた政策を実現していく

考えて企画してきた」と語

連合関東地協の滝康弘青年

実行委員会を代表してＪＲ

含め、全 国 の Ｊ Ｒ 職 場 で 働

め労働組合に未加入の方を

仲間がいる。東日本をはじ

連合には８万３０００人の

な参加を要請した。続いて、 鉄平交通政策部長は「ＪＲ

年・女性委員会担当の中村

びかけた。来賓として、青

りと楽しんで欲しい」と呼

して、労働組合の役割や使

委員会の意義」を テ ー マ と

学習会では、「青年・女性

体感が生まれた。その後の

らは歓声が上がり始め、一

を展開した。各グループか

として、さまざまなゲーム

は、実行委員会が司会進行

交流レクリエーションで

げて欲しい」と挨拶した。

女性委員長が「これまで実

命とともに、「仲間づくり」

り、「 こ の ２ 日 間 を し っ か

行委員会全員がみなさんに

く仲間の輪をしっかりと広

を学んだ。初日の最後には、

レセプションを開催し、来

会議を開きながら、深夜ま

セプション終了後には作戦

リーを控えた各参加者はレ

添えた。翌日のウォークラ

それぞれ連帯の挨拶で華を

務局長、関東地協議長の杉

輝之幹事の挨拶で締めくく

を深め合った。最後は三星

京観光を楽しみながら、絆

巡った。炎天下の中でも東

関係するチェックポイントを

幹線地本執行委員長を招き、 地や東京駅といったＪＲに

本修哉ＪＲ東海ユニオン新

り、お互い再会を誓い合い、 長代行が本集会を総括した。

橋・国会議事堂など観光

クラリーを実施し、日本

報告が行われ、逢見直人会

討論後は、各分科会から

現場での苦労を代弁した。

する結果を招いている」と

鉄道駅などでの混乱を増長

どを予め把握しておらず、

利用者の多くは運行状況な

のお客さまが押し寄せた。

賓にＪＲ連合の河村滋喜事

で懇親を深めた。

の運休等に関する情報も、

については「公共交通機関

型情報発信のような周知を

緊急地震速報などのプッシュ

北部地震では鉄道駅に多く

行うべきではないか。大阪

ロウ」で締めくくった。

委員長による「団結ガンバ

政策小委員会の山中しのぶ

別れを惜しつつ、閉会とした。 最後には、福祉・社会保障
合からは、自然災害による

２日目は早朝からウォー

鉄道被災からの復旧支援に
関連して「被災したものを

く生きて地域社会に貢献す

え合いを重視し、自分らし

り、今後はセルフケアと支

題、サービスや接客・接遇

あり、介護現場の実態や課

れる介護」と題する講演が

代表から、「利用者に選ば

道場・あかい花の菊地雅洋

た。続いて北海道介護福祉

むことの重要性等が語られ

係者が同じ目的をもって進

た催しも行われた。

きいき１００歳体操」といっ

の活気溢れるライブや「い

グライター・清水わかな氏

介護福祉士のシンガーソン

たほか、フェスの途中には、

ディスカッションが行われ

なる２つのテーマでパネル

ア﹄を支える人材確保」
そもそも耐震補強や老朽化
した設備の大規模修繕など
連合は、５月 日、都内

を要請するとともに、政策

通という観点からは、社会

きではないか。地域公共交

公的資金をさらに投じるべ

源のみで対応しているが、

の一般組合員の参加をめざ

てきたが、今回はより多く

以降毎年中央集会を開催し

連合では従来、１９９７年

で防災対策することが重要。

連合﹁医療・介護フェス２０１９﹂

「日本教育会館」で、「医

る「元気高齢者」を増やし

の質、ニーズの多様性、生

復旧することを支援強化す

療・介護フェス２０１９」

ていくべきであること、関

ることは言うまでもないが、

特に、鉄道のトンネル・橋

０人の仲間が参集し、ＪＲ

未だに使われていたりする。 を開催し、全国から約５３

りょうは明治時代のものが

連合からは医療連絡会を中

医療・介護連携の一層推進へ

鉄道は社会インフラといわ

間・生活者のための政策を

実現に向けた全員一丸となっ

い運動を確立していくこと

つ、新しい時代にふさわし

全力を挙げて立ち向かいつ

を開け、さまざまな課題に

り、組織内討議で出された

ケジュールなどの説明があ

策定経過・概要や今後のス

続いて、野田三七生政

Ｒ連合から中山耕介組織・

分科会において扱われ、Ｊ

言」「政策構想」について、 運輸政策については、第４

策委員長から、「要求と提

政治部長、中村鉄平交通政

分かれ討論を行った。交通・

その後、４つの分科会に

り方に対して意見した。ま

的支援強化と予算配分のあ

ことも考えるべき」と、公

外の予算で対応するといった

ことから、国土交通関係以

福祉政策の一環ともいえる

があり、現在の医療・介護

医療と介護」と題する講演

「﹃地域包括ケア時代﹄の

研究所の櫃本真聿所長から

前半では、四国医療産業

し、内容を刷新した。

翌 日にはＪＲ連合第

れながらも、民間企業とし

心とする 人が出席した。

実現させていくことを強く

が重要であると述べるとと

が「依存」を生み出してお

課題等に関する情報共有と

回医療連絡会を開催した。

ともに、意見交換として出

各単組における医療労働者

後半には

席者からは事業所内保育所

重等を踏ま

「つくろう！

の設置を求める声が大きい

の労働条件・環境、組合の

私たちの

ことやハラスメントの実情

えた介護の

﹃地域包括

などが語られた。最後には、

必要性が語

ケア﹄」お

同会の新役員体制を決定・

機関運営等において抱える

よび「どう

域包括ケ

確認した。

する ﹃地

られた。

前意思の尊
て原則的には自らの経営資
冒頭、挨拶に立った神津

呼びかけた。

もに、目前に迫る参議院選

た、非 常 災 害 時 の 情 報 提 供

た取り組みを訴えた。

を目的とした活動の重要性

楽しんでもらうことだけを

全国から結集したＪＲで働く仲間と組織を越えた交流

連合は、５月 日、第
回「政策・制度中央討論集
会」を開催し、「２０２０
～２０２１年度政策・制度
要求と提言︵原案︶」及び
「社会保障・教育・税制に
関する政策構想︵原案︶」
について討議した。構成組
織、地方連合会及び関係団
体などから３９３人が参加
し、ＪＲ連合からは河村滋
喜事務局長をはじめ５人と、
ＪＲ東海ユニオン中央本部
から福森敬和副書記長、小
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里季生会長は、「令和」と

倉敬二教育部長が出席した。

学習会では新倉議長から「仲間づくり」の大切さが語ら
れ、2日間での交流の意義を深めた

24

真摯な討論を要請し、連合の政策実現にむけて着実に前進
させていく決意を述べる神津会長

ウォークラリーを終え、初日からのゲーム等の得点結果を
待つ参加者

22

18

策部長が参画した。ＪＲ連

12

30

意見を踏まえた活発な討論

身近な業務課題を連想しながら、真剣に耳を傾け
る医療連絡会幹事ら

11

12

いう新たな元号の時代が幕

14

22
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挙に向け、すべての働く仲

!?

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！

令和元年
（2019）6月1日

ＪＲ連合
（１）第 596 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争

〝革マル議員〟
の繰上当選は
国の治安問題

ド〟である」と解説されて
いる人物である。
元国家公安委員長で「革
マル問題」に関心の高い佐
藤勉衆議院議員は、田城氏

員選挙を迎える。菅官房長
るＪ Ｒ東労組の組織瓦解に

たＪ Ｒ総連の最大単組であ

こともあったが、突如生じ

総選挙が実施されれば、〝鞍

いくらでもあり、仮に解散

繰り上げ当選がされた例は

６年間ある。実際、過去に

氏が、第二十二回参議院選

の幹部役員であった田城郁

「Ｊ Ｒ総連及びＪ Ｒ東労組

主意書でこう問いただした。

月１日、政府に対する質問

が議員時代の２０１０年

日の記者会見で
よって、その野望は潰えた
替え〟をこころみる議員も

まもなく第 回参議院議

内閣不信任決議案の衆議院
ようだ。

官が５月
提出が衆議院解散の大義に

ＪＲ四国労組 香川支部

香川県の高校野球を強くしたいとの

思いで２０１５年に中学生の硬式野

球チーム「高松リトルシニア」を立

ち上げました。２０１７年には日本

日々、安全・安定輸送を第一に仕事

国硬式野球部に 年間所属したのち、 では列車の密度が高いこともあり、

の列車が運転され、四国の路線の中

讃線と土讃線が分岐する駅で多く

塔も残されています。さらに、予

また、「うどん県」として知ら

日々、自問自答しています。

身も指導者はどうあるべきかと、

拶や礼儀を指導するとともに、私自

コーチとして、技術面はもちろん挨

出場校にも選手を輩出しています。

飾るなど多くの戦績を残し、甲子園

書記長

選手権大会に出場したほか、今年

に励んでいます。昨年の平成 年７

れる香川県は「アート県」でもあ

さん

月豪雨では予讃線の橋りょうが損傷

ります。今年は３年に一度の現代

杉本慶太

現在は香川県の多度津駅で操車や信

し、約１か月の間バス代行輸送を行い

アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭

４月の四国選手権大会では準優勝を

号取扱の業務を担当しています。組

ました。多度津駅ではお客さまのご

２０１９」が開催されていますの

ＪＲ四国労組香川支部書記長の杉

合では、２年前から支部書記長を務

案内に系統を超え昼夜を問わず取り

で、皆さんもお腹と心を満たしに香

私は１９９３年に入社し、ＪＲ四

本です。

めるとともに、香川県交運労協の事

組んだことが記憶に新しい出来事です。

との同日選挙の実施に対す

テレビでも衆議院議員選挙

は一気に強くなり、新聞や

比例区の次点の場合、上位

選の可能性によるものだ。

られ、それは、繰り上げ当

する期待感の高まりが感じ

会内で微風だった〝解散風〟 田城氏の国会議員復活に対

飛び込み、Ｊ Ｒ発足後はＪ

は松崎に憧れて組合運動に

の著書「暴君」では「田城

要かもしれないが、牧久氏

田城氏については説明不

相を徹底して解明し、対策

においては、こ の 問 題 の 真

も持たざるを得ない。政府

透を企図しているとの懸念

ば、革マル派が国政への浸

ったが、政府の認識に立て

て当選し、参 議 院 議 員 と な

を受け、『Ｊ Ｒ総連・Ｊ Ｒ

裏目に出て、自民党の反発

のだった。しかし、それが

ことだ。

そもそもあってはならない

うが、国政への復帰自体が

した声の呼び水となるだろ

の期待の裏腹として、こう

ル派浸透問題が国の治安問

会を通じて、Ｊ Ｒへの革マ

Ｊ Ｒ連合は、あらゆる機

ていく。

らし続け、解決に結びつけ

題であることへの警鐘を鳴

・年間臨給 ４・６ヵ月

開発労組 【５月 日妥結】

ジェイアール西日本不動産

務局長にも就任しました。

る報道が熱気を帯びた。
Ｒ東労組池袋支部長などを
を強化すべきであると考え

東労組内における革マル派

繰り上げ当選は、Ｊ Ｒ総連

経て、松崎委員長の秘書と
る」

の存在』を広く知らせる結

・従業員紹介奨励金制度の

・ベア ７００円

費用の全額補助
・リフレッシュ休暇の新設

ＪＲ西日本住宅サービス労組

・年間臨給 ５・５ヵ月

・ベア ５００円

・定期昇給 実施

・住宅手当の上限引き上げ

東京ステーション開発労組

【４月 日妥結】 ・組合員資格の対象範囲拡大
・定期昇給 実施

新設

ＪＲ西日本ヴィアイン労組

田城郁を国会に送り込んだ

のいずれかの議員が議員失
なる。『委員長秘書』の仕
「暴君」では、「松崎明

一方、３年前の第 回参
職をした場合に繰り上げと
事の最大の務めは、松崎専
は劣勢になってきたＪ Ｒ革

挙で民主党の比例代表とし

私が勤める多度津駅は１８８９年

一方、プライベートでは経験を活

なる。参議院議員から衆議
用車の運転手であり、言い

しかし、Ｊ Ｒ総連からは、 出てくるかもしれない。

に四国初の鉄道として開業した丸亀

かして野球の指導に当たっています。

議院議員選挙において、比
院議員への〝鞍替え〟があっ
かえれば松崎の〝ボディガー

なると明言したことで、国

～琴平間にあり、駅の周辺にはかつ

例区の次点で落選した田城
た場合も同様で次点繰り上

・積立保存休暇制度の新設

・夏季手当 ２・ ヵ月

ジェイアール西日本ＩＴソリュー

個人加算

・個人加算額の見直し

【５月 日妥結】

・ベア ５００円

２・４ヵ月

・ＪＲ通信教育修了者に対

・ベア ５００円

・定期昇給 実施

６３０００円

・夏季手当 ２・ ヵ月＋

・ベア ７００円

・定期昇給 実施

キング労組【５月

川県までぜひお越しください。

・夏季手当 ２・ ヵ月

・前泊等報労金制度の新設

・夏季手当 ２・ ヵ月

・ベア １０００円

・定期昇給 実施

【５月 日妥結】

日妥結 】 東海交通事業労組

【５月 日妥結】 Ｊ Ｒ九 州レンタカー＆パー

・定期昇給 実施

ジェイアール東海ホテルズ

【５月 日妥結】 ・夏季手当 ２・ ヵ月
・定期昇給 実施

労組

ＪＲ東海総合ビルメンテナンス

・定期昇給 実施

【５月 日妥結】 新生テクノス労組
ションズ労組

ジェイアール西日本コミュニケー

・障害対応手当の増額

する資格一時金の新設

【５月 日妥結】

セントラルメンテナンス労組

用の助成対象者拡大

費用・人間ドック受診費

・インフルエンザ予防接種

【５月９日妥結】 ・夏季手当
ションズ労組
ジェイアール西日本コンサルタ

２５００円

・定期昇給 実施
・定期昇給 実施

・ベア １０００円
・人間ドック受診料補助の
対象拡大
費用補助の対象拡大

・インフルエンザ予防接種
・育児手当の新設
・資格手当の改善

・夏季手当 ２・２ヵ月＋

ンツ労組 【５月８日妥結】 ・ベア

・定年退職日の統一

【５月２日妥結】

東海整備労組

・夏季手当 ２・ ヵ月

・定期昇給 実施

・年休発給日の統一

【５月１日妥結】 ・フレックスタイム制度の導入

・インフルエンザ予防接種

【５月８日妥結】 ・保存休暇の使用事由拡大
・年度末一時金

・定期昇給 実施
・永年勤続表彰制度の改善

・夏季手当１・８ヵ月

【４月 日妥結】 ・ベア ２００円
・定期昇給 実施
・夏季手当 １・８ヵ月等

４１０００円

・定期昇給 実施
・夏季手当 １・９ヵ月＋
成績給
関西工機整備労組

改善

・アシスタント社員の処遇

【５月７日妥結】 ・確定拠出型年金制度の改善
・定期昇給 実施
・ベア ５００円

【５月 日妥結】 ・夏季手当 ２・１ヵ月

ジェイアール東 海エージェン

労組

シー労組【５月 日妥結】

ジェイ アールサー ビス ネッ ・ベア １０００円

・ベア ５００円

・定期昇給 実施
・契約社員の社員登用試験

・定期昇給 実施

・定期昇給 実施

回数の見直し

・夏季手当 １・９ヵ月

ト広島労組【５月９日妥結】 ・夏季手当 ２・１ヵ月

・夏季手当 ２・４ヵ月

みんなで暮らしをガード

て使用されていた蒸気機関車や給水

郁氏は、現在、Ｊ Ｒ総連の
げとなり、その有効期間は

・永年勤続表彰制度の新設
・福利厚生制度の充実

【３月 日妥結】 ジェイアール東海関西開発

小倉ターミナルビル労組

・定期昇給 実施

・繁忙手当の増額

・資格取得制度の充実
和歌山ターミナルビル労組
・私事休職期間の引き上げ

用対象年齢の引き上げ

・育児短時間勤務制度の適

【４月 日妥結】 ・ベア ２００円

・定期昇給 実施

労組
・ベア ６００円

・定期昇給 実施
・年度末一時金

・夏季手当 ２・８ヵ月

・夏季手当 １・７ヵ月
ジェイアールサービスネッ

・ベア ３００円

・夏季手当 ２・ ヵ月

・出向手当の見直し

【４月 日妥結】 ・教育制度の充実
・ベア ５００円

・定期昇給 実施

ク労組

【４月 日妥結】 ジェイアール西日本メンテッ

ト金沢労組
【４月４日妥結】 ＪＲ九州リテール労組
・定期昇給 実施

ホテルグランヴィア大阪労組

単組でベア獲得

副委員長である。今回の参

Ｊ Ｒ九州システムソリューショ

・定期昇給 実施
・夏季手当 ２・ ヵ月

・年度末一時金

・夏季手当 １・５ヵ月

【４月 日妥結】 ・夏季手当 ２・ ヵ月＋

・短時間勤務制度の改善

・定期昇給 実施

【４月 日妥結】 九州ｋｉｏｓｋ労組

ホテルグランヴィア岡山労組

【３月 日妥結】 ・夏季手当 ２・ ヵ月

・ベア ３００円

・定期昇給 実施

ンズ労組

単組妥結

院選への再挑戦も囁かれた

果となった」と分析した。

契約引受団体：明治安田生命保険相互

・年度末一時金

・ベア ５００円

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

25

・夏季手当 ２・６ヵ月

49

24

30

55

74

生命共済/入院共済/総合医療共済

火災共済/地震風水害共済/交通災害共済/入院共済

75

75

（5月23日報告まで）

しっかりと医療を保障する

家族の幸せを災害から守る

23

26

・永年勤続表彰制度の改善
・出向手当の増額

22

災害は避けられない。
安心はふやせる。

14

20

20

家族の幸せを災害から守る

85

気になる費用。
気にせず治療。

自然は強い。
共済も強い。

特 集

2019春季生活闘争【グループ労組】

交運共済 ニュース

10
マル派の立て直しのため、

交通災害共済/生命共済/入院共済

家族の幸せを大きくサポー

火災共済/地震風水害共済/
交通災害共済/入院共済

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

14

15

75

17

85

10

みんなで暮らしをガード

みんなで暮らしをガード
交運共済 ニュース2010年10月1日に佐藤議員から提出された質問主意書
みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

45

25

45

85

25

25

26

26

35

31

25

18

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

役員紹介

共済でひろがる、
安心できる毎日。

10

交運共済 ニュース

11

17
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