書との意見交換会を開催し

員フォーラム﹂所属議員秘

﹁ 世紀の鉄道を考える議

９月２日︑Ｊ Ｒ連合は

ためには政治との連携は欠

をはじめとする課題解決の

語り︑組 織 課 題 ・ 政 策 課 題

組み強化を進めている﹂と

への総結集﹄にむけた取り

すべての仲間の﹃ＪＲ連合

りわけ︑モーダルシフト推

を取り巻く課題を説明︒と

の維持活性化︑整備新幹線

害への対応︑地域公共交通

２０年度税制改正︑自然災

政策課題﹂について︑２０

らは﹁２０１９年度の重点

﹁ 世紀の鉄道を考える議員フォーラム﹂秘書との意見交換会

た︒ 人を超える議員秘書
かせないと訴えた︒

さらなる連携強化で
諸課題の解決図る

と︑ＪＲ連合加盟各単組の
進に不可欠な﹁ＪＲ貨物の

政策担当者らが意見交換を
その後︑中山耕介組織部
長が﹁Ｊ Ｒ連合の組織課題﹂ 高性能機関車に対する固定

行い︑エリアごとの課題認
識を共有し︑今後の解決に
用延長とともに︑ＪＲ北海

資産税の特例措置﹂等の適

として︑ＪＲ産業への革マ
ル派浸透問題に対する政府

むけた取り組みに対する理
解と協力を求めた︒

ＪＲ連合は︑引き続きＪ

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

第 次ロシア訪問団

ロシアの交通事情を学び

働く仲間との連帯を深める

幹事︵ＪＲ西日本連合・Ｎ

めて単組内で労働組合の必

合の動向にも触れつつ︑改

科会活動に置くことを基調

て︑今後︑活動の力点を分

０１９年度活動方針案とし

た︒

され︑満場一致で採択され

に取り組むことなどが提案

訂交渉や春季生活闘争を軸

四国連合・四国ＫＩＯＳＫ

員長︶︑安部剛幹事︵ＪＲ

連合・東海キヨスク労組委

丸となって取り組まなけれ

岡裕次全国交運共済理事長

Ｒ西日本連合事務局長︑松

来賓として︑白壁靖子Ｊ

のあるべき姿・中期目標の

で設定したＪＲ関係労働者

︵２０１９〜２０２３︶﹂

﹁中期労働政策ビジョン

対話行動を実施することや︑

行い︑各単組の課題や取り

り組みを中心に意見交換を

対応や離職防止にむけた取

は︑働き方改革関連法への

て実施した分科会別討議で

また︑議事を一旦中断し

幹事をはじめとする 人の

員長︶が退任し︑八木代表

州エンジニアリング労組委

事︵ＪＲ九州連合・ＪＲ九

二郎事務局長が出席した︒

一方︑
労組

に敵対的

な会社も

あり︑交

通運輸労

交運労協は８月 日から 組を代表する国際組織であ 組の支部

日にかけ︑自動車運輸道 る 全 ロ シ ア 労 働 組 合 連 盟 によって

路建設労働組合・国際連合 ︵ＶＫＰ︶のそれぞれ委員 は組合員

︵略称 国際連合︶との交 長ら幹部と懇談したほか︑ の権利と

流協定に基づく訪問団を派 モスクワ郊外のバス会社を 地位を守

遣し︑ＪＲ連合より荻山市 訪問して労使関係や企業の るため厳

朗会長と北村公次労働政策 課題などについて意見交換 しく闘っ

部長が参加した︒この相互 するなど︑ロシアの交通運 ていると

なお︑幹事会については︑

組みの共有を図った︒

ＥＳＣＯ労組委員長︶は︑

要性を説く取り組みを実践

に︑今年中に分科会毎に総

五十嵐浩孝幹事︵ＪＲ東海

グループ会社における慢性

することを要請した︒

ばならない最重要課題﹂と

が出席し︑激励と連帯の挨

達成にむけて︑労働協約改

労組委員長︶︑後藤啓治幹

的な人手不足や離職率の高

たすべての活動を︑ＪＲ関

拶を行った︒ＪＲ連合から

止まりについて︑﹁労使一
係労働者のＪＲ連合への総

の認識を示したうえで︑出

は︑荻山市朗会長・尾形泰

は９月３日︑岡山市で第

結集につなげるべく︑加盟

席者に対して︑賃金をはじ
引き続き取り組むことや︑

織強化については︑ＪＲ東

幹事を選出した︒

回総会を開催した︒総会で

めとした労働条件の向上に

冒頭︑幹事会を代表して

労組で発生している大量脱

ロシアは隣国でありなが

かかわらず︑安全・安定輸

については︑２０２０春季

あること︒労働条件の向上

加入を促進していく必要が

当︶が出席した︒

労働政策部長︵グループ 担

井孝治企画部長︑北村公次

プ会社で労働組合を組織し︑ 合からは荻山市朗会長︑今

部長らが出席した︒ＪＲ連

委員長︶を選出した︒

Ｒ東海ユニオン中央執行副

たに尾内裕昭事務局長︵Ｊ

森田事務局長が退任し︑新

連合の運動を牽引してきた

た︒

送の確保や高品質なサービ

退を念頭に︑すべてのグルー

ＪＲ東海グループ労働組

新事務局長に尾内氏を選出

合連合会︵ＪＲ東海連合︶

生活闘争への決意や︑リニ
とができていることについ

変化していかなければいけ

単組から発言があり︑執行

した議案に対して加盟全
期大会を開催し︑新年度の

部の答弁を経て︑森田政和

はもちろんのこと︑労災防

安全については︑事故防止

粂川浩二勤労課長︑交運共

Ｒ東海萩原健二人事部長や

大会には来賓として︑Ｊ

に亘り専従としてＪＲ東海

また︑役員選出では４年

採択された︒

すべての議案が満場一致で

ＪＲ東海伊藤彰彦事業推進

本部長をはじめ︑全 単組

の会社幹部が駆けつけ︑会

めた︒

各単組の出席者と懇親を深

に謝辞を述べるとともに︑

力して取り組めていること

事務局長が総括答弁を行い︑ 社が抱える課題に労使が協

ないこと︑な ど に そ れ ぞ れ
鎌田茂会長︵ＪＲ連合副

止では触車事故が連続して

その上で課題提起として︑ 言及した︒

て︑感謝の言葉を述べた︒

会長・ＪＲ東海ユニオン中

済東海事業本部菅沼恒夫本

した︒

央執行委員長︶は挨拶の冒

おり注意を要すること︒組

なお︑レセプションには

ア開業にむけて東海連合も

岐阜県高山市内で第 回定

議事では︑幹事会が提起
体で堅調な業績を上げるこ

は９月６日から７日にかけ︑ スの提供によりグループ全

すべてのグループ会社で労働組合を

ＪＲ東海連合第 回定期大会

全単組が一丸となって取り

賓︑傍聴など 人が出席し︑ 組むことを確認した︒
安全確立︑組織強化・拡大︑

今こそＪＲ連合・ＪＲ北労組への
総結集しかない

議事では︑事務局から２
８月30日、ＪＲ北海道苗穂工場で働く３
人の青年が、北鉄労を脱退し、ＪＲ北労組
に加入した。
今回は、22歳、23歳、25歳の青年が仲間
に加わり、７月から８月にかけてＪＲ北労
組への加入が続いている。いずれも北鉄労
に不信感を募らせた中で、自由で民主的な
ＪＲ連合・ＪＲ北労組の存在を知り、加入
を決断した。

ＪＲ東日本における労働組

ＪＲ北労組苗穂工場支部

挨拶に立った八木大星代表

続々加入！北鉄労から
３人が仲間の輪に！

また︑ソ連時代からの伝 ら一般的には交流の機会の

交流は１９８４年に開始さ 輸部門における労働実態を ころもあるとのこと︒

れ︑今回が 回目の訪問と 中心に学んだ︒

ロシア鉄道をはじめ︑Ｊ 統もあり︑育児支援の環境 少ない国だが︑非常に明る

モスクワでは市鉄労組︑ Ｒ連合加盟単組のように労 が整い労使ともに女性の活 く親切で友好的な方々ばか

なる︒

バスやトラックなどの労働 使が経営課題を含め真摯な 躍が進み︑女性の社長や委 りで︑働く仲間との連帯を
世紀の鉄道を考える議員フォー

エリアごとに分かれた意

ラム︑地方議員団連絡会と

道・ＪＲ四国への支援策が

にむけた方策を披瀝し︑参

の解決へと着実に前進させ

等の公式見解などに触れ︑

加した秘書からも政治的な

ていく︒

意見交換会の冒頭︑主催
ることから︑２０２１年度

いった政治との連携を深め

Ｒ連合国会議員懇談会︑

以降の支援実現にむけても

つつ︑組織課題・政策課題

見交換会では︑課題と解決

を１日でも早く解決しなけ

アプローチを踏まえた意見

２０２０年度で節目を迎え

ればならない﹂と賛同を求

が出された︒

者で組織するモスクワ州交 協議を重ねる建設的な労使 員長など幹部が非常に多い 深める有意義な訪問となっ

荻山市朗会長は﹁ＪＲ連合
議員フォーラムとの連携が

通労組︑旧ソ連邦各国の労 関係を持つ企業が多くある ことが印象的だった︒

は目下ＪＲにおける責任産
必要であると呼びかけた︒

中村鉄平交通政策部長か

めた︒

ＪＲグループ労組連絡会第 回総会

にしているが︑ＪＲで働く

別の地位を揺るぎないもの

﹁この﹃国家の治安問題﹄

24

は︑幹事会︑総会委員︑来

ＪＲグループ労組連絡会

ＪＲ連合への総結集にむけ
加盟全単組が活動を強化

27

●発行者／荻山市朗 ●編集者／今井孝治

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階

13
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頭︑度 重 な る 自 然 災 害 に も

24

者を代表して挨拶に立った

交運労協
31

21

21

50

労働条件向上をはじめとし

ＪＲ関係労働者のＪＲ連合への総結集をめざし、加盟単組
の活動を強化する方針を決定

14

27

女性活躍が著しいモスクワ州交通労組とバス企業を
訪問

鎌田会長の団結ガンバロウでＪＲ東海連合一丸となった組織拡
大・労働条件向上にむけ意思統一

ＪＲにおける責任産別たるＪＲ連合において、課題解決のためには
政治との連携は欠かせないと訴える荻山会長

21
運動方針を満場一致で決定

24
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JR連合

JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERATION

TEL（NTT）03-3270-4590 （JR）057-7848
FAX（NTT）03-3270-4429 （JR）057-7849

h t t p : / / w w w. j r - r e n g o . j p

35

35

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）9月15日

ＪＲ連合
（１）第 603 号（毎月1日、15日発行）

民主化闘争
はいつまで北の大地を彷徨
い続けるのだろうか﹂とＪ
Ｒ北海道の労使関係を憂え
たような締め括りとなって
いたが︑西岡氏の新著はま

記長には高橋秀幸氏が再任

也氏が新委員長に就任︑書

長を退任し︑新たに笹森哲

員改選で鎌田寛司氏が委員

労︶は︑６月９・ 日︑第

あるＪＲ北海道労組︵北鉄

ＪＲ北海道の最大労組で

関与し続けるのではないか

海道との労使関係に対して

引き続き労組運営やＪＲ北

響力を背景として︑今後も

氏がこれまで築いてきた影

とはなったものの︑佐々木

かしながら︑今回笹森体制

れてきた所以であろう︒し

北海道労組のドン〟と言わ

第３部では︑革マル派がＪ

労政﹄の犠牲者﹂と題した

して︑﹁ＪＲ北海道﹃歪な

部構成からなるその一つと

ン〟と紹介されており︑三

衝撃の超弩級ノンフィクショ

次ぐ﹁謎の死﹂の真相とは？

道の社長２人と組合員の相

７割の大量脱退︑ＪＲ北海

新著は〝ＪＲ東労組から約

加筆されたものとしてホーム

容に追加取材を重ね大幅に

れたが︑新著はこの連載内

済﹂で３週に亘って掲載さ

関係﹂が雑誌﹁週刊東洋経

る集中連載
﹁ＪＲ歪んだ労使

る︒昨年６月︑西岡氏によ

起に呼応するかのようであ

ている︒北鉄労を脱退し︑

は大きなうねりが巻き起こっ

ここ最近︑北海道の地で

あろう︒

一石を投じるものとなるで

﹁トラジャ﹂
ＪＲ北海道の﹁歪な労政﹂を暴く

された︒また︑顧問の佐々
との憶測も流れている︒

さに︑この牧久氏の問題提

木信正氏︵ 歳︶が顧問の
クションライター西岡研介

そのような中︑ノンフィ
きたことや︑それが﹁２人

Ｒ北海道の経営に介入して
支援の検討・実施も本格化

体からの路線維持のための

今後︑北海道や沿線自治

心として北鉄労に不信感を

ら８月にかけて︑札幌を中

いでいる︒とりわけ７月か

ページ上で紹介されている︒ ＪＲ北労組への加入が相次

今のところ︑なりを潜めて

に対する北鉄労の圧力は︑

過去にあったような脱退者

左である︒それに対して︑

動が奔流になりつつある証

回定期大会を開催し︑役

から完全に離れることになっ

募らせた 代の青年らが続々

大牟田市議会議員

松 尾 哲 也

ＪＲ連合の仲間の皆さま︑大牟田

市議会議員の松尾哲也です︒私は

歳で当時の国鉄に入社︑駅を経て

歳で当時の熊本車掌区の車掌になり

ました︒縁あって１９９０年の総選

歳で秘書になり︑

挙で︑国鉄出身の細谷治通衆議院議
員初当選後︑

１９９９年４月の統一地方選挙で大

牟田市議会議員に初当選︑現在６期

目です︒兼職議員として︑議会活動

と勤務︵熊本乗務センター車掌︶︑

地域活動にと奮闘しているところで

ＪＲ九州労組の制度政策要求の実現

年には約 万８０００人だった人口

も︑現在は 万４０００人台まで減

少︑高齢化率︵ 歳以上︶も ・３

％と少子・高齢化が進んでいる街で

ベルファイブの日野社長が大牟田在

年を迎え︑妖怪ウォッチで有名なレ

一方︑一昨年︑市政施行１００周

最後に︑今年７月のＪＲ九州労組

へ︑是非一度︑お出かけください︒

は安い︑肉や魚もおいしい大牟田市

した︒市民は人情味があるし︑物価

年７月に世界文化遺産に登録されま

ている三池炭鉱関連遺産が２０１５

住ということもあり︑炭鉱をモチー

す︒

フにした﹁ジャー坊﹂というゆるキャ

命令が下った今︑北鉄労は

いる様子である︒国の監督

いつ何時過去に見られたよ

そうした点に関しても引き

議員団会議総会で︑団長に就任いた

と︑自由で民主的なＪＲ連

その異常性を隠すためにタ

ラを作成していただきました︒初出

合・ＪＲ北労組への加入を

コツボ状態に徹し︑すっか

しました︒議員団の数も減少してお

Ｒ北海道への経営支援のあ

決断したのである︒ＪＲ連

り︑新人議員の発掘と︑ＪＲ連合・

する章立てになっている模
り方が国会や道議会などで

合はこうした決断を歓迎す

続き注視していく必要があ

場の２０１７年の全国ゆるキャラグ

様︒今年４月末に発行され
協議されるにあたって︑Ｊ

うな﹁見せしめ﹂的行為を

のの︑１９９７年に閉山︑１９５９

さん

２位という結果でした︒炭鉱があっ

﹃革マル﹄ 年の呪縛︑労
新聞や雑誌などで多くの書

り大人しくなっているのか

ランプリは全国 位︑昨年は堂々の第

組の終焉﹂︵東洋経済新報
評 が 掲 載 さ れ た ﹁ 暴 君 ﹂ Ｒ北海道の経営問題として

もしれない︒しかしながら︑ 起こしうるかもしれない︒

嘱託を解かれ︑組合の役職

す︒自分の体調を維持するために︑

中学から始めたソフトテニスを月に

に向け︑頑張ってまいります︒一層

で報じられた︒﹁ＡＣＣＥ
社︶が９月 日に発売され
労使関係の問題を指摘する

る︒北海道の地においてま

ろう︒

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

青年・女性委員会の行動指

事務長

島口明典
︵

ＪＲ東海ユニオン

︶

議長 鶴石 貢
︵ ＪＲ西労組︶

択し︑鶴石議長の掛け声の

同

同

同

同

杉本 涼
︵ ＪＲ九州労組︶

池原匡哉
︵ ＪＲ四国労組︶

大路弘美
︵ ＪＲ西労組︶

菊池春香
︵

ＪＲ東海ユニオン

もと団結ガンバロウで総会

鈴木教仁
︵ 貨物鉄産労︶

︶

幹事 松田俊也
︵ ＪＲ北労組︶

を締めくくった︒

同

最後に総会アピールを採

した新体制を確立した︒

Ｃ Ｏ Ｎ Ｃ Ｅ Ｐ Ｔ ２ｎ ｄ ｣ 活動方針とともに満場一致
にもとづく活動方針として︑ で決定︒鶴石議長を中心と

２０１９年度の具体的な取

り組みなどを提起し︑７人

の総会委員・特別委員から

火災共済/地震風水害共済/交通災害共済/入院共済

し︑さらには将来に亘るＪ

ＳＳ﹂によれば︑佐々木氏
るとの情報が同出版社のホー
︵牧久氏著書︶では︑﹁Ｊ

女担当︶︑Ｊ Ｒ西労組から

た﹂と語り︑この間の取り

極的参画を要請した︒

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

しっかりと医療を保障する

家族の幸せを災害から守る

の社長の死﹂に影響したと

のご支援とご協力をお願い申し上げ

は﹁機関開催の際には委員
ムページ上で明らかになっ

上村良成中央執行委員長が

組みの成果と課題を述べつ
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気になる費用。
気にせず治療。

自然は強い。
共済も強い。

大牟田市は︑三池炭鉱で栄えたも

長席の真後ろに鎮座し︑終

〝亡霊〟 西岡氏著書﹁トラジャ﹂は︑ さに自由で民主的な労働運
た︒ホームページによれば︑ Ｒの妖怪・松崎明の

ＪＲ連合青年・女性委員会第 回定期総会

当日は︑ グループに分

９月７日︑ＪＲ連合青年・

に立ち︑議長としての３年

つ︑これまでの理解と協力

月から毎月１日のみの発行とします︒なお︑職
引き続き︑機関紙﹁ＪＲ連合﹂では全国に目を向けた紙面構成や単

長が総括答弁を行った︒新

答弁を経て︑鈴木大介事務

発言があり︑各幹事からの
ジやＳＮＳではよりタイムリーに情報を発信していきます︒

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

役員体制についても提起し︑ ︿新役員﹀

「心ひとつに〜仲間とともに明るい未来へ〜｣を掲げ鶴石新
議長の音頭で団結ガンバロウ

始無言ながら存在感を放っ

連合役員に加え︑
ＪＲ東海ユ

る交運共済の役職員とＪ Ｒ

ボランティア活動に参画した︒

かれ︑強風によって倒された
女性委員会は︑広島市内に

間を﹁﹃仲間づくり﹄と

の活動方針を決定した︒Ｊ

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

ていた﹂由︒まさに〝ＪＲ
８月 日︑ＪＲ連合は︑
交運共済が公益財団法人オ
イスカの事業と協働して取り

ニオン︑鉄構労の仲間を含め 鶴石議長を中心とした
幹事会体制を確立
た総勢 人が参加した︒

当 該ボランティアは︑山 梨

苗木を︑柵や添え木を設置

のの︑専門家の指導のもと︑ ０人の仲間たちが参集し︑

慣れない作業ではあったも

心
｢ ひとつに〜仲間ととも

冒頭︑新倉実議長は挨拶

出席した︒

して真っ直ぐに引き起こす

作業や︑下草刈りを行った︒ おいて︑第 回定期総会を

安全第一でけが人なく作業

り損なわれた森林約１００

山に自生する広葉樹を植樹

の早 期 再 生をめざして富 士

を終えた︒作業終了後︑交

開催した︒全国から約１１

する取り組みであり︑
２００

Ｒ連合から荻山市朗会長︑

﹃民主化闘争﹄がすべてだっ
７年より Ｊ Ｒ連合も協働し

懇親を図った︒

てきた経緯がある︒今回は︑ 流会を行い参加者どうしの
松岡裕次理事長を始めとす

火災共済/地震風水害共済/
交通災害共済/入院共済

幹事会から経過報告の後︑ 針である Ａ
｢Ｃ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ
機関紙﹁ＪＲ連合﹂は︑これまで毎月１日及び 日の発行を基本に

に謝意を述べ︑総会への積

家族の幸せを災害から守る
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た旨︑雑誌﹁ＡＣＣＥＳＳ﹂ 氏の著書﹁トラジャ ＪＲ

た街から︑イメージを変えながら︑

ます︒
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