日本鉄道労働組合連合会

持続可能な人流・物流ネットワーク実現へ
月 日︑都内にて︑Ｊ Ｒ連合と連携した国会議員で構成された﹁ 世紀の鉄

道を考える議員フォーラム﹂が第 回総会を開催した︒
人の国会議員︑秘書︑地方議員︑ＪＲ連合執行

に重層化し︑働く仲間が多
様化する中︑ＪＲ産業の持
続的発展のためには働く側
の参画︑労働組合の役割が
きわめて重要になる︒ＪＲ
グループ︑ＪＲ産業に働く
すべての仲間の集団的労使
関係の確立とＪＲ連合への

参・愛媛県︻無所属︼

永 江 孝 子
澄

参・大分県︻無所属︼

安 達

参・比例区︻立憲︼

隆

参・比例区︻国民︼

田 村 真 美

森 屋

ＪＲ連合地方議員団連絡会第 回総会

を示した︒また︑政策課題

先立ち︑ＪＲ連合地方議員

同日︑フォーラム総会に

る公共交通の実態について

するとともに︑地方におけ

題や政策課題について共有

新たな組織内議員も加え
さらなる連携強化を確認

冒頭︑榛葉賀津也会長が

については︑度重なる自然

団連絡会は︑第 回総会を

総結集を進める﹂との決意

挨拶に立ち︑﹁ＪＲ二島・

災害に対する支援の必要性

総意として承認された︒

貨物経営自立実現ＰＴ﹂に

を訴えるとともに︑﹁ＪＲ

開催した︒ＪＲ各単組の地

連携を深めていくことを確

意見交換を行い︑より一層

２０１８年

3.1ヶ月
12/10支払

11/6

3.0ヶ月
12/10支払

10/10

3.1ヶ月
12/10支払

11/8

3.00ヶ月
12/10支払

年5.7ヶ月

3/13

（年5.48ヶ月）
2.74ヶ月
12/10支払

2/9

年5.7ヶ月

3/14

（年5.66ヶ月）
2.74ヶ月
12/8支払

2.3ヶ月
12/6支払

11/22

1.89ヶ月
12/6支払

10/17

2.3ヶ月
12/7支払

11/21

1.83ヶ月
12/7支払

3.0ヶ月
12/10支払

11/22

2.51ヶ月
12/10支払

9/29

3.0ヶ月
12/10支払

11/22

2.53ヶ月
12/10支払

貨物については︑未だ経営

自立の見通しが立っていな

い︒税制支援が引き続き必

要である︒また︑近年相次

ぐ自然災害による鉄道被災

の多くは鉄道用地外からの

土砂や河川氾濫によって拡

大している︒その復旧は他

のインフラと違い︑鉄道事

としても様々な観点から政

策提言を発するので︑ご検

討いただきたい﹂と訴えた︒

加えて︑国土交通省が鉄道

用地外からの災害対応に関

する検討会を立ち上げたこ

とに触れ︑﹁林野庁とも連

携した事前防災等の取り組

みは︑現場からの切実な意

見であり︑ＪＲ連合の提起

を受け止めていただいた﹂

単組代表者が参加し︑ＪＲ

した︒ＪＲ連合及びＪＲ各

副大臣への要請行動を実施

けて︑御法川信英国土交通

防災・減災への支援等にむ

２０２０年度には大きな助

ていただいている︒しかし︑ 税制改正要望実現に取り組

て︑多くの支援措置を講じ

を求めつつ︑﹁税制に加え

措置の延長とともに恒久化

関連項目を中心に税制支援

市朗会長からは︑ＪＲ貨物

業者自らの資力で行わなけ

連合国会議員懇談会から︑

成策が終了し︑２０２１年

ればならない﹂と訴えた︒

榛葉賀津也会長︵参議院議

度からの次なる支援にむけ

２０２０年度税制改正要望

員︶︑泉健太副会長︵衆議

た法改正を伴う議論が俎上

と感謝を述べ︑今後の議論

院議員︶︑小川淳也事務局

冒頭︑榛葉会長が︑﹁Ｊ

議論を求めたい︒ＪＲ連合

の経営自立への道筋を描く

旨の姿勢が示された︒

えつつ︑検討を進めていく

ＪＲ連合からの主張を踏ま

た支援のあり方について︑

将来の自立経営を前提とし

モーダルシフトの必要性︑

災害の事前防災︑貨物鉄道

んでいることに加え︑自然

と︑御法川副大臣からは︑

諸課題について発言したあ

らは︑要望項目と関連する

さらに︑各単組代表者か

展開に期待を示した︒

長︵衆議院議員︶︑大串博

に上がる︒この段において

Ｒ北海道︑ＪＲ四国︑ＪＲ

議員とともに力強く訴えた︒ 単に弥縫策ではない︑将来

志幹事︵衆議院議員︶の４

に加えて︑自然災害による

月支給との差分）

榛葉賀津也会長をはじめ衆参
部︑単組役員ら総勢約１２０人が出席し︑フォーラム所属議員の総意で︑﹁Ｊ Ｒ

いて︑２０２０年度で終了

二島・貨物経営自立実現ＰＴ﹂の立ち上げが承認された︒
総会では︑今年度の活動
新役員体制などが提起され︑ に留まらず︑将来に亘る自
ついて︑これまでのフォー

方針や８人の新規加入議員︑ する現行の支援策のあり方

するために﹁ＪＲ二島・貨

質疑応答の後に全体で確認︑ 立経営に向けた議論を展開
衆参 人からなる新体制が

認した︒

3.18ヶ月
12/4支払

55歳以上の加算措置

1.70ヶ月
12/7支払

2.82ヶ月
2/14 （年4.5ヶ月で夏1.68ヶ 11/16

月支給との差分）

方議員団で構成する同連絡

11/14

55歳以上の加算措置

会は︑第 回統一地方選で

3.29ヶ月
12/3支払

10/1

北海道︑四国︑貨物への経

10/22

Ｊ
Ｒ九州労組

営支援については︑節目に

3.18ヶ月
12/4支払

55歳以上3万加算

ラムの取り組みも踏まえた

11/13

10/16

物経営自立実現ＰＴ﹂を立

2.025ヶ月
12/14支払

Ｊ
Ｒ四国労組

発足した︒

員が当選を果

11/30

2/8

当たり︑弥縫策だけでなく︑ 改選候補者全
たすとともに︑

2.5ヶ月
12/14支払

Ｊ
Ｒ西労組

うえでさらに強力に推進し

地域の理解も得て︑将来の

10/31

3.15ヶ月
12/3支払

ていく必要があると訴える

経営自立の道筋を立てるべ

広島・京都に

交渉中

10/29

ち上げる旨の意向が提起さ
とともに︑多

てＪＲ西労組

妥結内容

Ｊ
ＲＥユニオン

れ︑フォーラム所属議員の

発する大型台

く骨太の議論を提起した

人の組織内議

議事では︑

た︒
ＪＲ連合を取

妥結日

2.5ヶ月
12/13支払

とりわけ︑ＪＲ北海道︑

風などの大規

い﹂と強調した︒

員が誕生し︑

から新たに２

模自然災害に

︻新規加入議員︼

よるＪＲ各社
勝 部 賢 志

人体制となっ

の被災状況に

参・北海道︻立憲︼
衆・比例近畿︻無所属︼

馬 淵 澄 夫
山 本 和嘉子

衆・比例北信越︻立憲︼ り巻く組織課

国土交通副大臣へ要請行動

要求内容

10/31

25

２０２０年度税制改正︑自然災害への対策強化に

２０１９年「年末手当」要求及び妥結状況表（11月26日現在）

続いて︑ＪＲ連合の荻山

月 日︑ＪＲ連合は︑

Ｊ Ｒ連合と一層の連携を訴える中田利幸代表幹事
（米子市議）

1.81ヶ月
12/6支払

2.75ヶ月以上
2/14 （年4.5ヶ月で夏1.68ヶ 11/14

貨物鉄産労

要求日

Ｊ
Ｒ東海ユニオン 10/24

妥結内容

Ｊ
Ｒ北労組

19

触れ︑ＪＲ関
係労働者の復
旧対応等への
尽力に対して
労をねぎらっ
続いて︑Ｊ

た︒
Ｒ連合を代表
して荻山市朗
会長が挨拶し︑
組織課題につ
いて﹁ＪＲの
業務もグルー

40

２０１９年

20

ＪＲ四国及びＪＲ貨物につ
「ＪＲ二島・貨物経営自立実現ＰＴ］を強力に推し進める決意を述べる榛葉会長

妥結日

要求内容

25

21

鉄道被災からの復旧・復興︑

11

要求日

21

プ︑協力会社

議員懇国会議員・各Ｊ Ｒ単組代表とともに御法川国交副大臣に要請書
を手交する

単組名

43 15

ＪＲ発足32年が経過し、ＪＲ二島（北
海道・四国）・貨物の三社はさまざまな
経営努力を積み重ねてきたが、依然とし
て株式上場・完全民営化への道筋が立っ
ていない。ＪＲ二島・貨物が将来にわた
り社会的使命を果たし続けられる持続可
能な交通体系（人流・物流）を構築し、
経営自立を果たすべく、２０２１年度以
降の支援措置の実施をはじめとした経営
課題を解決していく必要がある。
11月20日に開催した「21世紀の鉄道を
考える議員フォーラム」第15回総会にお
いて、泉健太衆議院議員、小川淳也衆議
院議員、広田一衆議院議員を中心として
「ＪＲ二島・貨物経営自立実現ＰＴ」を
発足し、当該課題を進めるための政策提
言をとりまとめていくことが決議された。
今後、同ＰＴの取り組みにおいて、ＪＲ
二島・貨物の経営自立実現にむけた骨太
の議論を展開していく。

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

11

将来にわたり社会的使命を果たすために
骨太議論展開へ

●発行者／荻山市朗 ●編集者／今井孝治

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

63

「ＪＲ二島・貨物経営自立実現ＰＴ」発足

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）12月1日

ＪＲ連合
（１）第 606 号（毎月1日発行）

21世紀の鉄道を考える議員フォーラム第15回総会

衆参議員63人が結集してJR産業が抱える
様々な課題に対処していくことを確認

ＪＲ連合﹁総対話行動﹂スタート

直接対話を通じて未来を描く

しかし︑将
来は決して
所与ではな
く︑私たち

月の３か月をかけて︑加盟
す姿を実現するために︑改

しく変化している中︑めざ
国鉄からＪＲが発足し既

な報告が発せられている︒

ど︑職場実態に基づいた様々

を展開する上での問題点な

安心して将

ての仲間が

である︒全

られるもの

の手で変え

各単組をはじめとするＪＲ
めて私たち労働組合の果た
来を展望で

を取り巻く環境は目まぐる

連合を支える組織との間で
に 年以上が経過し︑今や

ＪＲ連合は︑ 月から

﹁総対話行動﹂を開始した︒ すべき役割をＪＲ連合に加
月 日にＪＲ四国労組︑
を越える全ての組合員がと

盟する単組︑そして８万人
する産業にまで成長した︒

送及び生活サービスを展開

国民生活に必要不可欠な輸
組合がその

私たち労働

きるよう︑

もに考え︑共有し︑明確化

月２日にＪＲ北労組︑

日に青年・女性委員会︑そ

仲 間と家族の幸せを実現す

る︒その決意を胸に︑今後

総対話行動を積極果敢に展

開し︑Ｊ Ｒ 連 合 に 集 う 全 て

の組合員︑全ての組織とと

もにさらなる進化にむけ取

り組む︒そして︑いまだＪ

さん

ＪＲ北労組苗穂工場支部

信 之

全力をあげ︑まともな労働者の総結

書記長

城

ＪＲ北労組苗穂工場支部で書記長

て疑問や不平・不満を持つ北鉄労組

合員が多く存在しています︒

組合脱退は本人の意志で決断出来

ることを訴え︑他労組の組合員をは

じめ︑多くの方に信頼される運動を

推し進めていく所存です︒

最後に︑私事ですが 代からゴル

ています︒また︑労災事故防止のた

をスローガンに日々取り組みを進め

し︑スコアアップに向け努力してい

ルフや異業種のゴルフコンペに入会

フを楽しんでいます︒同僚とのゴ

集で民主化闘争の完遂をめざそう﹂

日頃より民主化支援や組織拡大の

め﹁危ないと感じることのできる人

をしています城信之です︒

際には多くの激励を頂き︑ありがと

Ｒ連合に結集していないＪ

うございます︒

トホールでのホールインワンがまだ

Ｒ産業で働く多くの仲間に︑

Ｊ Ｒ連合への結集を力強く

ありませんので︑常にイーグルをめ

ます︒ロング・ミドルホールでイー

呼びかけていく︒

私が勤務するＪＲ苗穂工場は︑

組立・部品・内燃機の全ての分会

グルを出した事があるものの︑ショー

１９０９年に鉄道院札幌管理局の札

で︑今年７月・８月にかけて︑青

材﹂を育て増やしていくことなどの

ＪＲ連合は︑今後ＪＲ４

幌工場として開設されたのが始まり

取り組みを進めています︒

単組︑そしてグループ労組

で︑主に車体・台車関係の整備を直

し︑課題と問題意識の共有

にも﹁総対話行動﹂を展開
を図っていく︒

役割に磨き
合い︑ＪＲ産業の持続的発

一方で少子高齢化︑人口減
展を実現し︑そして全ての

し︑そして実行することが
を掛け︑労使が課題を共有

ざしゴルフを楽しんでいます︒

しながら胸襟を開いて向き

年５人が北鉄労︵ＪＲ総連︶を脱退

しい現実が立ちはだかる︒

単組や職場の声を丁寧に把

し︑ＪＲ北労組への加入を英断して

い﹂と発言︑連合からは

頭に立って取り組んでほし

ギ﹄であり︑連合として先

が不可欠との

共済への加入

えとして交運

然災害への備

構成組織︑地方連合会︑関

中央討論集会が開催され︑

いて︑それぞれをさらに明

差是正﹄といった概念につ

た﹃底上げ・底支え﹄﹃格

月６日︑都内において︑ いては︑従来から唱えてき

集会では︑藤本一郎連合

対して強く呼びかけた︒

見せていこう﹂と参加者に

中にしっかり

意気を︑世の

人ひとりの心

るかが２０２０闘争の﹃カ

の共通認識として共有でき

合未加入者など︑社会全体

会のみならず︑経営側や組

闘争方針を打ち出していく︒ した︒そして︑

を重ね︑２０２０春季生活

想を軸に︑関係単組と議論

た︒ＪＲ連合はこの基本構

み強化を要請

促進の取り組

における加入

しくお願いいたします︒

その後︑幹事会から２０

１９年度活動方針の提案が

あり︑満場一致で採択さ

れた︒

また︑大会前段では︑

﹁中期労働政策ビジョン

︵２０１９〜２０２３︶﹂

に関する学習会を行い︑同

ビジョンで設定した﹁ある

べき姿﹂や﹁中期目標﹂に

ついて︑出席者全員で理解

﹁安全確立﹂﹁組織強化・

を要請した︒

結集にむけた具体的な行動

州グループで働く仲間の総

に活かしていくことなどを

０春季生活闘争の取り組み

を深めるとともに︑２０２

拡大﹂﹁労働条件改善﹂の

の課題として︑
合連合会︵ＪＲ九州連合︶

３点を挙げ︑それぞれの課

回定期大会を開催した︒

した荻山市朗会長は︑産別・

また︑ＪＲ連合から出席

労働組合の役割やＪＲ産業

題に対する所信を述べた︒
執行委員長︶は冒頭の挨拶

で働く仲間の総結集の必要

中原博徳会長︵ＪＲ連合

で︑昨年実施した大阪北部

副会長・ＪＲ九州労組中央

地震・平成 年７月豪雨災
害被災者救援カンパへの協

九州連合に対して︑ＪＲ九

性などを語った上で︑ＪＲ

確認した︒

は︑ 月 日︑福岡市で第

ＪＲ九州グループ労働組

これからも変わらぬご支援をよろ

する約７割強の鉄道車輌を検修して

くれました︒今︑北鉄労運動に対し

います︒私たちは︑﹁安全の確立に

重要である︒そのためには︑ 少など︑私たちの前には厳

して 日にはＪＲ西労組に
ＪＲ連合が赴き︑それぞれ
意見交換を行った︒
握し︑内在する様々な課題
係を拡げてい

営で行っており︑ＪＲ北海道が所有

ＪＲ連合のめざす姿は︑
を集約することが肝要との
くことの重要
性について触
れ︑﹁連合に

﹁貴重な意見をいただい

総対話

確な形で定義づけていくこ

総合生活開発研究所長から

連合２０２０春季生活闘争

行動の中
係団体などから４８０人が

ととし︑それらによりめざ

の講演を受けた後︑２０２

した︒

では︑各

につながり得る賃上げ﹄で

活闘争基本構想にもとづき︑ すのは︑﹃分配構造の転換

参加の下︑２０２０春季生

ある﹂と述べた︒その上で︑ ０春季生活闘争基本構想に

集う組織の一

認識を改めて

社におけ
闘争方針に関する討議を行っ

むけた各委員会の討議報告

ＪＲ九州グループで働く仲間の総結集をめざし
中原会長の団結頑張ろう三唱

連合２０２０春季生活闘争中央討論集会

ＪＲ産業及び関係各社の持
認識に立ち︑ＪＲ連合結成

続的成長と組合員・家族の
以来はじめてとなる﹁総対 基本構想にもとづき
話行動﹂
活発な討議を展開
の取り組

た︒課題認識を持って取り

示し︑各単組

る労使関
た︒

と基本構想の提起が行われ︑

ＪＲ連合を代表して尾形

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

みを開始

組んでいく﹂との答弁があっ

係の成果

①格差是正・底支えを実現

全体会議において活発な意

泰二郎事務局長が︑﹁分配

ＪＲ九州連合

と課題︑

冒頭︑主催者を代表して

すること︑②底上げの流れ

組合員の

を止めないこと︑③労使関

翌５日から︑

構造の転換につながり得る

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

火災共済/地震風水害共済/交通災害共済/入院共済

長は︑﹁２０２０闘争にお

ボランティア

賃上げ﹂に対して︑
﹁このメッ

見交換が行われた︒

作業に従事

生命共済/入院共済/総合医療共済

家族の幸せを災害から守る

意識変化︑ 挨拶に立った神津里季生会

組合活動

台風 号災害﹁連合救済ボランティア﹂

し︑家屋の

気になる費用。
気にせず治療。

自然は強い。
共済も強い。

29

力に謝辞を述べた上で︑自

30

１日も早い復旧・復興めざし
連合ボランティアに参画

構成組織︑組合︑地方連合

セージに込められた想いを︑

流し︑積極的

地域の１日でも早い復旧・

共済でひろがる、
安心できる毎日。

16

災害は避けられない。
安心はふやせる。

幸せ実現である︒ＪＲ産業

青年・女性委員会「それぞれの課題認識を共有し連携
の強化を図る」

泥出し︑ゴミ
の片付けなど

今次救済ボランティアは︑ 出し︑家屋内
行き先を福島県伊達市・郡

に連合の仲間

ＪＲ連合からは︑第２陣

に連合救援ボ

復興のために︑積極的に取

ランティアを
ＪＲ連合は︑引き続き連

30

役員紹介
みんなで暮らしをガード

交運共済
11 ニュース

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

連合は︑９月の台風 号

山市とし︑各 人ずつ５陣に

分け︑ 月末まで展開された︒ とともに汗を
として︑ＪＲ連合より今井

合ボランティア活動に参画

孝治企画部長︑ＪＲ西労組
樹事務局長が 月４日に連

担った︒
合本部での出発式終了後︑

より新幹線協議会の高橋良

合救援ボランティア派遣に

り組んでいく︒

家族の幸せを災害から守る

に続き︑ 月 日に首都圏
を直撃し︑関東・東北エリ
アに広範な災害をもたらし
た台風 号の被害の甚大さ
に鑑み︑ ２
｢ ０１９台風

号対策本部 を
｣ 設置した︒
月 日には︑福島への連
あたり︑構成組織の担当者

するとともに︑被災された

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社
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11

伊達市にむけて出発した︒

11

しっかりと医療を保障する

2020春季生活闘争にむけて意
見を述べる尾形事務局長

すべてのグループ会社で
労働組合の結成を

10

12

交通災害共済/生命共済/入院共済

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

Ｊ Ｒ北労組「世話役活動の質と量が"総結集"につなが
ることを確認」
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みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

11

10

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
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への説明会を実施した︒

ＪＲ九州連合第29回定期大会
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