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ＪＲ連合からは加盟各単組
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安全確保 安全職場ヨシ﹂

安全推進室の岡本真一室長
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合荻山市朗会長は︑﹁安全
が納得して主体的に安全を
生サービスセンターの山岡
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リストが、それぞれの立場から討論を展開

ＪＲ連合からは、女性活躍のためさらなる環境
整備を進める取り組みを要請する

ＪＲで働くすべての仲間が
安心して働き続けることのできる安全な職場づくりへ
月 日︑Ｊ Ｒ連合は高松市内において︑第 回安全シンポジウムを開催し︑

Ｊ Ｒ連合加盟の各グループ単組を含め︑組合員・連合加盟産別・交運労協など約
４００人が参集した︒テーマに﹁すべてのＪ Ｒ職場の安全確立にむけて〜Ｊ Ｒで
働く仲間の労働災害を撲滅すべく取り組みを推進しよう〜﹂を掲げ︑Ｊ Ｒ連合加
盟１０１単組をはじめ︑Ｊ Ｒ産業を構成する業種・業態のすべての職場から労働

貨物鉄産労
小山中央執行委員

ある︒政策課題の解決にむ

15

中災防山岡所長

ＪＲバスで働く仲間２千人
そしてＪＲ連合に集う
８万３千人の仲間が
勇気ある決断を
心より歓迎します！
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で第 回定期総会を開催し
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化する自然災害への対応や
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災害をなくしていく決意を共有した︒

ＪＲ西日本連合
白壁事務局長

連合の今井孝治企画部長が

Ｒ関係労働者の死亡労災・

第三部は﹁安全で安心し

重大労災ゼロを目標にして

ＪＲ四国岡本室長

の安全推進﹂として︑安全
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ＪＲ東海連合
尾内事務局長
「安全」という絶対的使命があるからこそ、ＪＲ産業には集団的
労使関係が必要だと訴える今井部長

11

主体的に安全を高められる風土を築くために、JR産業全体
で理解や信頼を深めていこうと語る荻山会長

７月以降、ＪＲ北労組ではすでに
７人の組織拡大が続いているが、自
動車支部で９月19日に28歳、10
月１日に33歳の組合員がそれぞれ
加入した。
いずれも北鉄労に不信・不満を感
じた中で、組合方針や運動の違いを
理解し、自由で民主的なＪＲ連合・
ＪＲ北労組を選択して、加入を決断
した。

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）
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２人加入

●発行者／荻山市朗 ●編集者／今井孝治
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ＪＲ北労組自動車支部で

JR連合

JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERATION

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

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階

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）11月1日

ＪＲ連合
（１）第 605 号（毎月1日発行）
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梶 原 英 樹
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す︒そのために︑地方議員団との連

治体等の垣根を越えた連携が必要で
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車局総務課企画室の星明彦
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阪交通シティバス労働組合
の協力のもと︑大阪市営バ
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ＴＡ等で活動をしており﹁働く者の

組んでおり︑バス産業共通

た︒安全課題については︑

声を社会に届けたい﹂﹁地元をもっ

総会では︑バス産業を取

業の魅力向上と将来にわた

採用活動の強化などに取り

人手不足への対応として︑

換を実施した︒とりわけ︑

ンター等の視察及び意見交

な活動として︑地域との関

町に活気が残っている気が
じられる声も聞かれた︒

ＪＲＥユニオン︑ＪＲ東海
ＪＲ連合は︑労働組合の
ととする︒

ティバス株式会社の研修セ

する︒また来年も来てほし
社会的な役割に鑑みた重要

わりに積極的に取り組むこ

ユニオン︑ＪＲ四国労組︑
い﹂といった絆の深さを感

るバス産業にしていく必要

貨物鉄産労の組合員総勢
格化では意味がなく︑実効

自動車連絡会第 回総会

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

みなど︑今後の展開を議論

や組織強化にむけた取り組

意を共有した︒

な姿勢を求めた︒

月４日に行われた鉄道

局との意見交換には︑ＪＲ

携や︑関係箇所との積極的な議論・

議員１年目ですが︑できることの

調整を図って参ります︒

すべてを行い︑地域︑社会の発展の

ために全力を尽くします︒

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

ＪＲ連合からは︑重要イ

の計画をしっかり進めてい

担当者から﹁まずは３か年

と訴えた︒これに対して︑

ンフラに対する３か年緊急

協の一員として︑産業の持

今後もＪＲ連合は交運労

続的な発展にむけた政策実

きたい﹂と回答を受けた︒

所数は十分なものではない

現に取り組む︒

対策について︑﹁法面補強

と認識している︒施工能力

か年以降も継続して支援を

に限りがあることから︑３

などが行われるが︑対象箇

中村部長が参加した︒

連合から今井孝治企画部長︑ 行い︑対策を進めるべき﹂

火災共済/地震風水害共済/交通災害共済/入院共済

がある﹂と語った︒

生命共済/入院共済/総合医療共済

しっかりと医療を保障する

家族の幸せを災害から守る

性のあるものにしていかな

の課題として︑労使一体と

席し︑それぞれ激励と連帯

が共有する﹁北海道新幹線﹂ 中村鉄平交通政策部長が出

海道への支援に関して︑
﹁真に必要とされる持続可
能な人流・

物流ネット

ワークを︑

を見据えた

気になる費用。
気にせず治療。

自然は強い。
共済も強い。

ければ﹂と︑労働政策審議

り巻く情勢について報告し

労災事故や輸送事故などの

会において今後進められる

事象を互いに説明しあい︑

る持続的な発展にむけて︑
ＪＲバスで働く者の代表と

さらに︑組織課題について

なった取り組みが求められ

して一層運動を展開する︒

は︑次代を担う若手をはじ

た後︑向こう１年間の運動

ていることが確認された︒

委員会には︑交運共済北

めとした組織拡大への方策

展開について協議した︒

自動車連絡会は︑バス産

海道事業本部より田原孝藏

や﹁単独維持困難線区﹂と

背景や対策等を話し合った︒
連合運動を展開していきた

事業本部長︑ＪＲ連合から

議論に対する所感を述べ︑

総会後︑研修会として﹁バ

い﹂と本委員会の意義を語

﹁担い手となるべき人材を
確保するためにも︑魅力あ

北海道地方協議会定期委員会

り︑ＪＲ北海道・ＪＲ貨物
え︑開催に至った︒ＪＲ北

人流・物流ネットワークの
維持活性化にむけて
ＪＲ連合北海道地方協議

中村部長からは︑ＪＲ北

を進めたい﹂と述べられた︒ 支援にむけた議論の積極的

安全課題・組織課題・政策

その後︑参加者同士で︑

二郎事務局長︑中村鉄平交

争を中心とした組織課題へ

し︑さらなる前進を図る決

冒頭︑昆弘美議長が挨拶

交通運輸産業の

交運労協２０２０年度政府予算概算要求

の所信を述べた︒

の挨拶を行った︒

に立ち︑﹁これまで各地協

で以上に密に情報交換し︑

いった政策課題︑民主化闘

労組西バス地本委員長︶は

のように﹃定期委員会﹄と

意識合わせをしながらＪＲ

労組と貨物鉄産労がこれま
において︑定期委員会を開

挨拶に立ち︑﹁バスを動か

いう形での場を設けてこな

催した︒

すのは﹃人﹄︒働く者にとっ

かったが︑北海道地域にお

持続的な発展にむけた政策実現を
交運労協住野敏彦議長をは
じめ 人が出席し︑ＪＲ連

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

山梨県早川町・地域活性化ボランティア活動

地域公共交通の担い手
﹁バス産業﹂を魅力ある産業に
月２日︑ＪＲ連合自動

車連絡会は︑大阪市内にお

いて︑第 回総会を開催し

た︒全国から代議員・傍聴

者総勢 人の仲間たちが参

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

交通災害共済/生命共済/入院共済

会は︑ 月 日︑札幌市内

冒頭︑合自動車連絡会の

てよりよい労働条件・労働

西原一英代表幹事︵ＪＲ西

環境にしていかなければな

いて抱える課題がより深刻
交運労協が８月に提出し
た２０２０年度政府予算概

地域でしっ
かりと議論

うえで︑支

交運労協の取り組みを中心的に担うＪＲ連合

らない︒改善基準告示の見

さを増していることを踏ま

合からは中村鉄平交通政策

援を行うべ

し︑将来像
を受けた内容は担当部局に

政策局を皮切りに始まった︒ 物流政策審議官から﹁要請

きではない

冒頭︑瓦林康人公共交通・

おいて十分に検討を行い︑

か﹂と今後

翌 日には道路局︑ 月４
日には鉄道局と行い︑今後

予算要求に活かされている

のさらなる

と考えるが︑今後も現場の
声を聞きながら一緒に政策

10

交運共済 ニュース

【ＪＲ西労組】

共済でひろがる、
安心できる毎日。

通政策部長が出席した︒

集︒ＪＲ連合からは尾形泰

家族の幸せを大きくサポート

火災共済/地震風水害共済/
交通災害共済/入院共済

家族の幸せを災害から守る

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

27

20

12

29

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

28

地方議員団
紹介

災害は避けられない。
安心はふやせる。

10

交運共済 ニュース

みんなで暮らしをガード

22
自動車連絡会が進める取り組みの方向性を示す西原代表幹事

直しにおいても︑単なる厳

９月 日に国土交通省総合

いた各省庁との意見交換が︑ 部長が参加した︒

算要求に関する要請に基づ

11
９月 日に行われた総合
政策局との意見交換には︑

10

12

「重ねた想い」と
「築いた地域との絆」
27

休耕地の背丈ほどに伸びた雑草を刈る参加者

順次各省庁とも実施する︒

26

26

27
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