JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

第
回定期大会

Ｒ連合バッジを手渡し︑出
席者全員で歓迎した︒また︑
永年勤続表彰を行い︑長き
に亘ってＪＲ連合を支えて
きた職員への感謝を会場全

各単組と一体となって︑組
起された２０１９年度運動

河村滋喜事務局長から提

体で表した︒
合員と家族の幸せ実現とと

方針案・予算案などに対し

働く者と家族の幸せと
ＪＲ産業の持続的発展の実現めざす
じめ︑ＪＲ連合国会議員懇
談会の会長である榛葉賀津

６月 日〜 日︑ＪＲ連
合は︑都内にて︑﹁真に民
もに︑国民・利用者の期待

議員が運動方針を補強する

也参議院議員ら８人の国会

て︑ 人の代議員・特別代

に貢献し続けるＪＲ産業を

質疑を行った︒執行部から

主的な労働運動を不断に追
に応えられる︑社会・経済

連絡会の代表幹事である中
築くべく︑ＪＲ労働運動を

答弁を行い︑河村事務局長

議員︑ＪＲ連合地方議員団

み︑政策・組織課題の解決
田利幸米子市議会議員︑友
創出してまいりたい﹂と一

求し︑安全最優先の取り組
を通じて︑働く者と家族の
誼団体などから出席を賜り︑ ＪＲ九州労組の木村智隆代

幸せ︑ＪＲ産業の持続的発

の総括答弁を経て︑運動方

議員を選出して議事が進め
層の展開を呼びかけた︒

大会に華を添えた︒

長より︑新たに加盟した

た後︑北村公次労働政策部

動経過や決算などを報告し

政所大祐企画部長から活

〜２０２３﹂についても説

労働政策ビジョン２０１９

たな中期目標を示す﹁中期

場一致で採決した︒また︑
新

針など︑すべての議案を満

られた︒
執行部を代表して挨拶に

﹁ＪＲ西日本ポシブル医科

明した︒さらに︑役員改選

中濱斉副会長︵ＪＲ四国

展を実現しよう﹂をメイン
スローガンに掲げ︑第 回
労組執行委員長︶の開会挨
立った松岡裕次会長は︑

学労働組合﹂が紹介され︑

住野敏彦交運労協議長をは

定期大会を開催した︒来賓

たが︑あらためて将来を見

Ｒ西労組の田中佑佳代議員︑ ﹁令和の時代がスタートし

には︑神津里季生連合会長︑ 拶ではじまり︑議長団にＪ

据え﹃働くことを軸とする

において︑今大会で退任す
る松岡会長︑

安心社会﹄を目指していく﹂ 松岡会長から加入証書とＪ

と決意を語り︑﹁まさしく

働く者の声に︑そして声な

き声にも傾聴し︑真に民主

的な労働運動を不断に追求

し︑実践していかなければ

河村事務局長︑
政所執行委員
に代わり︑荻
山市朗会長︑

６月１〜２日︑ＪＲ連合 加し︑農道やセギと呼ばれ

は︑ＪＲ西労組︑ＪＲ九州 る水路の枯れ葉や土砂の撤

労組︑貨物鉄産労の組合員 去︑休耕地などの除草︑獣

とともに︑総勢 人で山梨 害対策用の電気柵周辺の整

れ挨拶を行い︑

長︑望月忠紀区長がそれぞ

初日の冒頭︑松岡裕次会

県早川町保地区における地 備などを中心に取り組んだ︒
域活性化ボランティア活動
を行った︒
早川町は︑人口約１００
０人と﹁日本一人口の少な
い町﹂を自負する一方︑東
６９・９６㎢の広大な面積

西 ・５㎞︑南北 ㎞︑３
を有し︑山梨県南西部の南
アルプスの山々に囲まれた
自然豊かな町である︒
ＪＲ連合の取り組む早川
町での地域活性化ボランティ
ア活動は︑政策提言﹁７つ
のパートナーシップ﹂に基
づき︑同町のＮＰＯ法人日
本上流文化圏研究所︵上流

上流研から取

り組みについ

ての説明を受

けた︒保地区

における地域

活性化ボラン

ティアは近隣

地域では珍し

い取り組みだっ

たが︑最近で り︑﹁山の暮らしには集落

ＪＲ連合は︑地域とのパー

ものとする地域活性化ボラ

は学生ボラン が 欠 か せ な い ﹂ と 締 め く トナーシップを一層強固な

その後︑各グループに分 ンティア活動を引き続き継

ティアなどの くった︒

受け入れが他

研︶と共同で２００８年か 地区でも広がっており︑保 かれ︑それぞれの作業に汗 続していく︒また︑地域公

ら同町保地区において活動 地区における取り組みが参 を流した︒初日の作業後は 共交通の担い手であるＪＲ

年を超える取り組みによっ た︒そして︑﹁外部の人と を実施︒また︑２日目の作 つ ︑ 労 働 組 合 の 社 会 的 役

を開始してきた︒これまで 考にされたとのことであっ 参加者らで交流バーベキュー の 存 在 意 義 を 再 確 認 し つ

今回も︑地域の自治管理 とが新たな地域の形になっ 昼食を兼ねた意見交換会を ける取り組みを積極的に展

て︑固い絆を深めてきた︒ ともに集落を守っていくこ 業後には保地区の皆さんと 割を果たすべく︑地域にお
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績等を反映した年度末一時

各単組がＪＲ各社に対して︑
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中間まとめを公表

総合生活改善の取り組み

グループ会社の労働条件の

8

は最後の最後まで粘り強く
は︑年間休日の増加や福利

10

取り組んでいく︒
厚生制度の拡充︑仕事と育
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12

にむけた交渉を展開したこ
回った︒また︑ベースアッ

14

とはもちろんのこと︑ＪＲ
プを獲得したグループ労組

16

金等を獲得した︒
Ｒ７単組およびグループ労

13

＋ 円︶と昨年同時期を上

早川町・地域活性化ボランティア

地域とのパートナーシップを
一層強固に

20

５月 日︑ＪＲ連合はＪ
組の２０１９春季生活闘争

や︑人 材 の 確 保 ・ 定 着 に む

向上にむけた原資の創出を
非正規労働者の処遇改善

けた処遇改善の必要性に経

従来以上に強く求めたこと

するなど︑ＪＲグループ全

営側が理解を示したことな

児の両立支援をはじめ︑多

の中間まとめを公表した︒

体の﹁底上げ・底支え﹂

については︑多くの単組で

が昨年を上回る 単組に達
ＪＲ７単組については︑既

時給・日給・月給の引き上

くの成果を獲得した︒
報のとおりである︒グルー

﹁格差是正﹂は確実に前進

げを獲得したほか︑同 一 労

最終盤にさしかかっており︑

一時金については︑ 単

したと捉えられる︒

働同一賃金の法整備を踏ま

への支援をエリア連合と連

30
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昨年を上回る成果を引き出す

参加者たちは、ともに汗を流し、ともに語り、地域との絆を一段と
深める機会とした

※2019年は5月31日現在

プ労組については︑５月

日時点で︑ＪＲ連合に加盟
する 単組のうち︑ 単組

えた手当の新設・改善等を

２０１９春季生活闘争も

どが挙げられる︒
組が回答を引き出し︑支払

が交渉を妥結した︒︵※要

求については 単組が提出︶ 月数の単純平均で夏季手当

現在交渉中のグループ労組

２・ ヵ月︵同＋０・ ヵ

携して行うなど︑早期妥結
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獲得した単組もある︒

賃上げについては︑単純
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背景には︑各グループ労組

平均で定期昇給相当３７４

５円
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新たな局面に突入したＪＲ労働界で、
まさに代表産別
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にむけた取り組みを強化し
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たほか︑ 単組で好調な業
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ＪＲ連合運動を牽引してきた６年間を集大成として挨拶を
行い、今後の飛躍を祈念した松岡会長
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2019春季生活闘争【グループ労組】
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日本鉄道労働組合連合会
真に民主的な労働運動を
不断に追求し、働く者と
家族の幸せ、JR産業の持
続的発展を実現しよう！

令和元年
（2019）6月15日

ＪＲ連合
（１）第 598 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争

ＪＲ北海道での
異常な労使関係に深入る

ンター︵２０１１
年２月 日号︶﹂
で﹁私はこれまで
キャップの指導を
受け︑一緒に活動
できることが無上

運動方針案で﹁ＪＲ北海道

月 日付︶﹂で掲載した︒

﹁ひびき職場討議資料︵５

大会の運動方針案を機関紙

合員と職場で挨拶も交わさ

てきた︒今でも他労組の組

との組合員との交流を禁じ

下のＪＲ北労組など他労組

の方針を掲げ︑ＪＲ連合傘

十年にわたって同労組委員

九九年︵平成十一年︶から

正である︒佐々木は︑一九

ばれる元委員長の佐々木信

が︑〝北鉄労のドン〟と呼

長年︑取り仕切ってきたの

北鉄労は〝平和共存否定〟 こう解説した︒﹁北鉄労を

松崎イズムの継

した︒

への追悼文を掲載

ます﹂と︑松崎氏

ていくことを誓い

に考えて︑奮闘し

ズム﹄を自分なり

︵中略︶﹃松崎イ

の喜びでした︒

の経営問題に対して︑﹃国
ない︑親しげに話している
長を務め︑この間︑ＪＲ総
承こそ︑まさに

では︑佐々木氏について︑

からの支援よりも︑まずは
と北鉄労組合役員から目を
連副委員長のポストにも就

に主張している︒

労政転換﹄との主張を繰り
付けられる︑休憩所の座る
﹁労使ニアリー・

北鉄労は︑６月９日〜

返し︑会社倒産運動を展開
いた︒佐々木は松崎の〝腹

苅田町議会議員 ︵福岡県︶

修

私のふるさと苅田町は︑北九州市

賜り心より御礼申し上げます︒

連合の皆さまからの温かいご支援を

選させていただき︑今日まで︑ＪＲ

た︒そして︑１９９９年９月に初当

Ｒ発足後︑旅行事業に勤めてきまし

苅田町議会議員の井上修です︒Ｊ

サポートして早期着工を目指します︒

田町長︵地方議員団連絡会所属︶を

期待を裏切ることのないように︑遠

現に向けて頑張っています︒町民の

西工大前駅周辺整備と橋上駅化の実

﹁街づくり﹂を目指し︑ＪＲ小波瀬

すが︑初当選以来︑駅から始まる

現在︑５期目の活動を行っていま

す︒﹁遊びに来てね﹂と言われます

マレーシアで日本語を教えていま

ります︒ 歳の孫は大学を休学し︑

かんよ﹂と︑冷やかされることもあ

巡行﹂が開催され︑多くの方々が県

﹁松会﹂︑ 月には神幸祭の﹁山笠

です︒４月には千年の歴史がある

で︑歴史や文化︑自然の豊かな町

子供４人・孫 人に囲まれ︑孫は

域活動で良い情報交換ができています︒

月から老友会会長を務めており︑地

を楽しんでいます︒また︑今年の４

今宮選手の大ファン︶︑そして旅行

味はスポーツ観戦︵ソフトバンクの

年９月には６期目の選挙に挑戦し︑

努力を続けます︒そのためにも︑本

の気持ちを忘れず︑苅田町の発展に

これからも︑健康に注意し︑感謝

が︑時間がとれずに困っています︒

ＪＲ連合の皆さまのご活躍とご多

々の産業が︑社会福祉政策

交通運輸産業の将来を見据

ガンバロウで締めくくり︑

最後は︑住野議長の団結

開発や駅からの二次交通と

しただけでなく︑沿線の再

ＪＲ西労組は︑５月 日︑ 合意に至ったが︑単に建設

交通が果たすべき役割﹂と

構の土井勉理事長が﹁公共

法人グルーカル交流推進機

応と安全対策﹂﹁先進技術

不退転の決意で臨む決意です︒

幸をお祈りいたします︒今後ともよ

等との関連が深いことを踏

えた進むべき方向を参加者

岡山市内で第７回政策シン

の進展を見据えたインフラ

さん

の中心地︵小倉駅︶より日豊本線で

４月 日で 歳になりました︒趣

井 上

分︑人口は約３万７０００人

外からも集まり賑わいます︒また︑

約

先人達のたゆまぬ努力で﹁陸・海・

全員が﹁じいちゃん﹂とは言わず﹁しゅ

革新が急速に進んでおり︑

まえれば︑﹃クロスセクタ

全体で共有し合った︒

会経済情勢と取り

た︒ＪＲ連合からの出席者

来賓挨拶の後︑一般社団

の理解と協力を求めた︒

備線ＬＲＴ化に

したことが重

メッセージを発

んだという強い

へ変わっていく

共交通﹄のまち

のまちから﹃公

が﹃クルマ型﹄

ルディスカッションが行っ

にむけて﹂をテーマにパネ

ＲＴを活かしたまちづくり

査部長が報告した後︑﹁Ｌ

ついて︑宮野勇馬政策・調

策活動に関する取り組みに

続いて︑ＪＲ西労組の政

した大瀧浩二ＪＲ西労組岡

要﹂と意義を

説いた︒

た︒パネリストとして参加

ついて﹁各首長

ろしくお願いいたします︒

空﹂の交通網を発展させ︑多くの企

まさに激変する情勢の中に

ー効果﹄といったものを検

組みについて﹂︑

らは積極的に討論に参加し︑ ポジウムを開催し︑ＪＲ西

整備﹂について討論を行っ

しっかりと医療を保障する

うちゃん﹂と呼んでくれます︒時お

り︑﹁しゅうちゃん老け込んだらい

２日目には３分科会に分

ある︒やはり行政との関わ

証しながら進めるべきでは

欠かせない﹂と述べた︒さ

長から﹁ライドシェア と Ｍ

題した基調講演を行い︑吉

の政策担当者らが参加した︒

21

業が立地する企業城下町ともいわれ
ています︒

かれて︑統一テーマに﹁激

りが如何に重要であるかを

携しながら︑推し進めなけ

交通運輸政策研究集会にＪ
らに︑﹁喫緊の課題である

交運労協顧問の戸

ａａＳをめぐる世界の動向

いった︑まちづくりとも連

冒頭︑荻山市朗中央執行

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

日で開催される第 回定期

するＪＲ連合・ＪＲ北労組︑ 場所が別︑職場でのコミュ

ＪＲ北海道の経営支援の

イコール論﹂の実

ために公的資金が投入され

心〟であり︑松崎がＪＲ東

Ｒ北海道丸は今︑荒海の中

る今こそ︑あらためてこの

ニケーションが取れないな
部に﹁自らの意志で北鉄労

で難破の危機に直面してお

異常な労使関係を世に知ら

それに追随する国労を解体

と一緒の船に乗り込んだ﹂

り︑労使一丸で﹃安全の再

現であり︑経営幹

を︑北海道で忠実に再現し
と言わしめるような労使関

日本で築き上げた労使関係
たといってもいいだろう︒

係を築くことである︒実際︑ 生﹄という港に向け協力し

どの実態があるようだ︒
北鉄労において︑排他主
今も同労組顧問としてＪＲ

ないか﹂と単に交通運輸政

策にとどまらない産業の必

変する社会情勢に対応しう

共有できたかと考える︒我

政転換が先決である︒

る総合交通政策の確立を﹂

要性を訴えた︒

を掲げ︑分科会ごとに﹁少
子高齢化など社会の変化に

Ｒ各単組の産業政策担当者

崎肇桜美林大学教授が﹁交

労組組合員など総勢３００

し︑ＪＲ連合からは松岡裕

集会まとめとして︑政策委

委員長は挨拶に立ち︑﹁吉

ればならない﹂と各関係者

ら 人が出席した︒集会に
働き方改革﹂に触れ︑自 動

通政策の新たな展開﹂と題

人が集まった︒岡山・総社

ＪＲ西労組第７回政策シンポジウム

は全国から各構成組織役員
車運転者の労働時間を定め

ＪＲ連合の掲げる政策提言

の各市長も来賓として出席

対応した取り組み﹂﹁多発・

及び地方・県交運労協代表

と労働組合の課題﹂として

を中心に︑各単組で抱える

激甚化する自然災害への対

者︵うちＪＲ連合出身 人︶ た改善基準告示の見直しに

して基調講演を行った︒さ

諸情勢を踏まえながら発言

鉄道特性を活かした地域活性化を共創

など約１７０人が参集した︒ ついては︑﹁各産別からの

国際情勢報告を受けた︒

次会長︑中山耕介組織・政

員長の松岡裕次ＪＲ連合会

生命共済/入院共済/総合医療共済

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

と意気込みを語った︒

への発信を強めていきたい﹂

ポジウムを契機として内外

きたが︑さらに今回のシン

喚起する取り組みを行って

でのパネル展示など︑意識

ことを知らない︒メーデー

半数近くの市民がＬＲＴの

山地本執行委員長は﹁まだ

火災共済/地震風水害共済/交通災害共済/入院共済

するために職場から取り組
義︑積極攻撃型組織防衛と
北海道の労使関係に大きな

通省総合政策局公

71

11

らにＩ Ｔ Ｆの浦田誠政策部

を行い︑政策集団である交

長が﹁交通運輸・観光サー

備線はＬＲＴ化が岡山市・

家族の幸せを災害から守る

ＬＲＴ化は政策活動の成果、早期実現・成功
につなげていくと語る荻 山 委員長

家族の幸せを災害から守る

みを展開し︑一企業一労働
いう革マル派の異常な性質

組合をめざします﹂と昨年
を浸透させてきたといわれ

２月の質問主意書で北鉄労

しめ︑関係を清算させなけ

に対する政府見解が示され

昨年の大会で挨拶した島田

て航海を続けていく必要が

るのが︑佐々木信正氏であ

影響力を発揮している﹂

たことを棚に上げて︑自ら

ればならない︒やはり︑労

佐々木氏は﹁われらのイ

共交通政策部が

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

意見を集約し︑魅力ある産

冒頭挨拶に立った住野敏

運労協をリードするＪＲ連

合の存在感をアピールした︒ 治部長︑中村鉄平交通政策

ビス産業においては︑人口

総社市・ＪＲ西日本の三者

分科会報告が行われた後︑ 部長とともに︑ＪＲ各単組

減少局面を迎えつつ︑技術

交運共済 ニュース

28

気になる費用。
気にせず治療。

自然は強い。
共済も強い。

週刊 東洋経済（2018.6.30）「集中連載ＪＲ歪んだ労使関係」より

ある﹂と述べた︒

る︒牧久氏の著書﹁暴君﹂
業を創り上げてい
く﹂と力強く語っ
た︒

彦議長は﹁交通運輸サービ
﹁交通・インフラ

共済でひろがる、
安心できる毎日。

みんなで暮らしをガード
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社長は﹁我々の乗り組むＪ

の正当性を訴えるかのよう

交運労協第 回交通運輸政策研究集会

交通運輸に社会政策的観点を
ス観光産業として︑持続可
政策を取り巻く社

その後︑国土交

能なものとするためには︑

５月 〜 日︑ＪＲ連合
は︑静岡県熱海市で開催さ
地域における連携・協 働 が

地方議員団
紹介
30

56

れた交運労協主催の第 回

【ＪＲ九州労組】
10

災害は避けられない。
安心はふやせる。
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契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

30

家族の幸せを大きくサポート
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「クロスセクター効 果 」について触れ、必 要
性を定量的に示していくことも重要と訴えた
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