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ＪＲグループ労組連絡会

２０２０春季生活闘争と
組織強化・拡大にむけ着実に取り組みを展開

化し︑今後の取り組みに活

０２０春季生活闘争を通じ

かしていくことを要請した︒ て内外に訴えていこう﹂と

加藤局長は︑﹁ＵＡゼン

て説明を受けた︒

な加盟組合に対しては︑粘

る民主的な労働組合と健全

が遅れていることを指摘し︑ 踏まえ︑﹁ＪＲ産業におけ

統一することとしている︒

集会﹂において確認・意思

する﹁２０２０春闘総決起

掲げ︑約５００社の企業を

５万人の組織拡大を目標に

こと﹄を基底に︑年間４〜

り︑雇用形態の違いによっ

あろうが同じ働く仲間であ

も︑﹁いかなる雇用形態で

既存の労働組合においても

関連企業はまだ多数あり︑

団的労使関係が存在しない

ＪＲ産業を俯瞰すると集

られた︒

り強くその必要性を説明し

そして︑パート・アルバ

員側双方の合意の下︑労働

イトなどの組織化について

組合を結成していることが

一番地であり︑﹃仲間を増

理解を求めている﹂と述べ

やすこと﹄と﹃仲間を守る

紹介された︒

今後︑２０２０春季生活

セン運動は組織化が一丁目

闘争方針は２月 日に開催

呼びかけた︒

入していない未組織労働者

また︑未だに労働組合に加
が多数存在している状況を

な労使関係の必要性を︑２

星代表幹事︵ＪＲ西日本連
て各単組の取り組みを共有

合・ＮＥＳＣＯ労組委員長︶ 分科会別意見交換会を通じ

ＪＲグループ労組連絡会

ての仲間が退職まで安心し

し︑ＪＲグループで働くすべ

策をあらゆる観点から追求

闘争では︑離 職 の 原 因 と 対

ことを基軸としつつも︑中

各種目標の達成に取り組む

〜２０２３︶﹂で設定した

働政策ビジョン︵２０１９

活闘争について︑﹁中期労

雇用形態で働く仲間の組織

ト・アルバイトなど多様な

が加入している︒また︑パー

９年９月現在約１８０万人

営側の理解がある﹂として︑ ﹁労使協定の締結要件や企

て重要なことのひとつに経

﹁労働組合の結成にあたっ

の一端を述べた︒そして︑

訪問している﹂と取り組み

とにはならない﹂と力説︒

の社会的使命を果たしたこ

ということでは︑労働組合

て労働組合に加入できない

取り組みを参考にしつつ︑

い︒今後は︑ＵＡゼンセンの

化が進んでいるとは言い難

雇用形態で働く仲間の組織

パート・アルバイトなどの

は挨拶で︑２０２０春季生
は昨年 月 日︑大阪市で

て働き続けることのできる

﹁第 回分科会プロジェクト

に迫っている改正労働基準

小企業への本格施行が目前
を訪問し︑組織化に関する

成組織であるＵＡゼンセン

当者とともに連合の最大構

が結集している日本最大の

多種多様な産業で働く仲間

料など国民生活に関連する

ＵＡゼンセンは繊維・衣

する加藤利行局長からＵＡ

おり︑当日は組織局を所管

化にも精力的に取り組んで

ら労働組合の必要性を粘り

上︑企業防衛などの観点か

生産性や企業イメージの向

働く仲間の組織化は必要﹂

パート・アルバイトなどで

業防衛といった観点からも

間の総結集にむけた取り組

ＪＲ産業に集うすべての仲

エリア連合等と連携を強化し︑

１月 日︑エリア連合担

就労環境を実現していくた
法や︑同一労働同一賃金の

者の増加とそれによる人手

グループ会社における離職
交換を行い︑共有を図った︒

理念と方向性について意見

加盟全単組がめざす運動の
法整備にむけた会社の対応

意見交換を実施した︒

産業別労働組合で︑２０１

ゼンセンの取り組みについ

強く説明し︑経営側と従業

として︑﹁組織化に消極的

みを精力的に展開していく︒

月例賃金にこだわるのはも

条件の整備や処遇の改善を

プに働く者に相応しい労働

扱いを含めＪＲ東海グルー

る同一労働同一賃金の取り

く﹂
と決意を示した︒

家 族 の 幸 せ ﹄を 実 現してい

開し︑﹃会社の発展と組合員・

関係の下での労使協議を展

で同様︑健全で強固な労使

施策も控えているが︑
これま

や工務系統組織再編などの

本連合・Ｊ

﹃ＪＲ西日

組む︒また

とにも取り

訓化するこ

故を伝え教

活用して事

﹃ 会社の発展と組合員・家族
の幸せ﹄の実現めざす
１月８日︑豊橋にてＪＲ

めざす︒のぞみ 本ダイヤ

Ｒ西労組安

ちろん︑本年４月から始ま

全提言︵改

ＪＲ西労組は︑１月８日

員とＪＲ西日本連合のグルー

会場は︑ＪＲ西労組の組合

事故からまもなく 年とな

は挨拶で︑﹁福知山線列車

上村良成中央執行委員長

認し合うことを徹底し︑Ｊ

いく︒働く仲間が互いに確

２０２２の実効性を高めて

策定し︑鉄道安全考動計画

る上で極めて重要な岐路に

ＪＲ北海道の将来を展望す

い状況を踏まえ︑﹁今後の

北海道が置かれている厳し

課題については︑目下ＪＲ

けＪＲ北海道が抱える政策

挨拶に立った大谷清執行

多くの来賓が駆けつけた︒

木雄一郎衆議院議員ほか︑

の小川淳也衆議院議員︑玉

合国会議員懇談会事務局長

訂版︶﹄を

大阪市内で﹁２０２０年安

Ｒ西日本グループ全体の安

い合った︒

今井孝治企画部長が参加し︑

る︑反省と教訓のうえに今

全確立を基礎に位置付けて

Ｊ Ｒ西日本グループ全体の
安全確立をはかる

ＪＲ連合国会議員懇談会か

全を誓い前進を期する集い﹂ プ労組組合員など総勢３０

一度安全確立の誓いを胸に
加者全員であらためて安全

多くの友誼団体をはじめ︑ い年を迎えるにあたって参

の社員・組合員も半数を超

すべての運動を進めていく﹂ 立たされている︒ＪＲ北労

が急速に進んでおり︑あら

を占めるように︑世代交代

委員長は﹁ＪＲ採用が８割

はじめ尾形泰二郎事務局長︑

らは会長の榛葉賀津也参議

刻んでいこう︒事故後入社
ＪＲ連合国会議員懇談会副

ためてこれまでの運動の継

茂ＪＲ東海連合会長・ＪＲ

承に努めるとともに︑さら

組は︑ＪＲ北海道がお客様

から信頼され︑そして地域

なる飛躍にむけた全員参加

との決意を述べた︒

や利用者の負託に応える社

のＪＲ四国労組運動を展開

えることからＤＶＤ教材を

会的役割を果たすことので

しなければならない︒近年︑

を確立しＪＲ西労組をさら

きるよう︑ＪＲ北海道の再

若手組合員の退職が増えて

会長の泉健太衆議院議員︑

年頭の挨拶に立ったＪＲ

尾形事務局長が参加した︒

生に向けて総力を挙げて

さらには昨年の参議院選挙

北労組昆弘美中央執行委員

取り組む﹂と力強く表明し

東海ユニオン中央執行委員

長は︑政策課題及び組織強

長は﹁安全の確立にむけ︑

化・拡大の２点について決

で支援した森屋たかし参議

めとする連合傘下の産別や

院議員も来賓に迎え︑ＪＲ

多くの国会議員及び地方議

Ｊ Ｒ北海道の再生にむけて
総力を挙げる
札幌の地に

た︒

ＪＲ北労組は１月 日︑

意の一端を述べた︒とりわ

加した︒ＪＲ連合からは︑

た決意を語った︒

ＪＲ連合の取り組みにむけ

要性などを講演し︑今後の

役割や集団的労使関係の必

会長が責任ある労働組合の

新春セミナーでは︑荻山

臨んでいく﹂と力強く語り︑

べき労働条件を実現すべく

に﹃人﹄を意識して︑ある

活闘争にむけては例年以上

している︒２０２０春季生

阻害する要因としても危惧

いるが︑要員不足は安全を

員︑そしてＪＲ連合からは

ＪＲ四国労組は︑１月

荻山会長と中村鉄平交通政

参加のもと

日︑香川県宇多津町におい

新年交礼会

２０２０年
を開催した︒

て︑２０２０年新春セミナー

を開催し︑約１２０人が参
交礼会に

取り組む決意を共有した︒

新たな１年を一丸となって

は︑連合北

策部長が出席した︒

新年交歓会には︑ＪＲ連

及び２０２０年新春交歓会

運動の継承とさらなる飛躍に
むけた全員参加の運動を

おいて︑多

労働組合の強みであるチェッ

15
ク機能と提言活動を積極的

に展開しなければならない︒ 連合からは荻山会長と中山
２０２０春季生活闘争では︑ 耕介組織部長が参加した︒
ＪＲ東海連合・ＪＲ東海ユニオン「２０
２０新春賀詞交歓会」

11

冒頭︑挨拶に立った鎌田

０人で埋めつくされ︑新し

ＪＲ四国労組「２０２０年新年交歓会」

を開催した︒

ＪＲ北労組「２０２０年新年交礼会」

院議員が駆けつけた︒

連合からは荻山市朗会長を

交歓会﹂を開催した︒ＪＲ

オンは﹁２０２０新春賀詞

分科会プロジェクトで各単組の取り組みの共有化を要請す
る八木代表幹事

ＪＲに働くすべての仲間の
ＪＲ連合への
総結集をめざそう

に躍進させていくことを誓

東海連合及びＪＲ東海ユニ

各単組で２０２０活動スタート

不足の常態化に危機感を強
幹事会を代表して八木大

貨物鉄産労東海地区本部は、昨年の九州地
区本部に続き、１月１２日付で新たな仲間が
加わった。東海支社管内で働く28歳青年が、
日貨労を脱退し、貨物鉄産労への加入を決断
した。
ＪＲ連合８万６千人は勇気ある決断を心よ
り歓迎します。

く持ち︑２０２０春季生活

表者︑エリア連合担当者な
ＰＴでは︑加盟全単組が︑ 一した︒また︑ＪＲ連合と

93

粘り強く労働組合の必要性を説く

︵以下ＰＴ︶﹂を開催し︑幹

安心して働き続けられる職場を実現する

12

事会とグループ 単組の代

12

ど総勢１１０人が出席した︒ め︑奮闘することを意思統

24

12

17

28歳青年
貨物鉄産労に加入

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

12

くの仲間の

Ｊ Ｒ西労組「２０２０年安全を誓い前
進を期する集い」

海道をはじ

11

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！
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題等について説明
その後︑参加議員

そのうえで︑経営支援措置
とどまらず︑将来の経営自
らとともに︑ＪＲ

を受けた︒

立の道を拓いていくものに
二島・貨物会社の
課題等について意

四国グループで働く仲間の
総結集が不可欠︒明るい将

来展望を切り開いていこ

う﹂と呼びかけた︒
大会では︑﹁ホテル道後

やや﹂で働く仲間のＪＲ四

国ホテルズユニオンへの加

入など︑これまでの成果を

出席し︑尾形事務局長は︑

副 会 長 石井 宣孝

の暗雲が立ち込めており︑
課題を解決するためにはＪ
Ｒ産業で働く仲間のＪＲ連
合への総結集が不可欠﹂と
して︑未組織労働者の組織
役員については︑大谷会

化を要請した︒

生まれも育ちも青森

県︒ 歳延び盛りの私

は︑常に﹁学ぶ﹂こと

を意識しています︒ほ

んの一例ですが︑青森

ＪＲＥユニオンの五十嵐です︒昨

第 期生リーダーとして経験を積ま

ログラム﹁あおもり立志挑戦塾﹂の

さん

ＪＲＥユニオン中央本部

中央執行委員

五十嵐 優一

県庁主催の若手育成プ

夏の本部定期大会より中央執行委員

春︑ＪＲ東日本に中途入社しまし

鉄道好きがきっかけで２０１４年

豊富に転がっていることに気付く毎

民でさえ目につかない地域の魅力が

ンゴやねぶた祭りだけじゃない︑住

せていただいています︒青森県はリ

た︒当時は周りに流され他労組に加

日です︒

を仰せつかっております︒

入していましたが︑一心脱退︒労使

組合活動は一度きりの人生を磨き

面を借りて﹁ありがとう﹂︒

談し︑﹁ＪＲ連合﹂を御指南いただ

から慕っている﹁お師匠さま﹂に相

の駆け込み寺として前職の労組時代

つも︑自分では判断に迷い︑最後

合が必要であるとの認識がありつ

には本当に感謝しています︒この紙

私を支え続けてくれる妻と子供たち

勝手に行動しているにも関わらず︑

広げることができます︒こんな好き

頭の中で汗をかくことで知識の幅を

国の仲間と情報共有ができること︑

ＪＲ連合では︑ＪＲ産業で働く全

はの価値を創造していきましょう︒

ん︑他産業に誇れるＪＲ産業ならで

き企業人として成長するのはもちろ

入の皆さん︑私たちと共に学び︑善

い︑数多くの学びがあります︒未加

す︒目の前の仕事だけでは得られな

高め︑人生の肥やしとなってくれま

き︑現在に至っております︒

双方の健全な発展のためには労働組

「あおもり立志挑戦塾」にて

については単なる弥縫策に

しなければならない︒若手
働く者が希望を持てる環境
見交換を行い︑認

確認するとともに︑２０１

たうえでの次なる支援実施

﹁﹃離職﹄と﹃労 働 組 合 不

副 会 長 木村 瀧雄

事務局次長 辻村 和裕

副 会 長

副 会 長

山内 智広

浜井 貴弘

を確立した︒

長を選出するなど︑新体制

退任し︑新たに沓掛勇介議
副 会 長

宇治橋慶也
長︑加盟各単組から副会長

︻新三役︼

藤本 和弘

坂元 明宏

上野 修身

沓掛 勇介

議

副 議 長

長

安田 祐子

副 会 長

副 会 長

大

池上 政子
が選出された︒

幸

副 議 長

副 議 長

事務局長

ＪＲ連合東北地協第 回定期委員会

を牽引してきた本田議長が

れ︑これまで北陸地協運動

最後に︑役員改選が行わ

事務局長

︻新三役︼
清

上︑職場環境改善を図る役

大谷

会

長

割を果たすためには︑ＪＲ

ＪＲ連合北陸地方協議会第 回総会

安全ディスカッションの意義広める
重要性を説明した︒また︑

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

ＪＲ二島・貨物経営自立実現ＰＴ第１回会合

を加えた３人が共同座長と

ＪＲに残された最大の課題解決へ
月５日︑﹁ＪＲ二島・
それぞれＪＲ北海道︑ＪＲ
を作っていくことが大事︒
識を共有しあった︒

者との意見交換などを通じ
を果たすべく︑取り組みを

手不足等の職場実態や不安

事 務 局 長 山田 晴信
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１回会合を開催した︒本Ｐ
四国︑ＪＲ貨物に対する課
政治・行政・地域と連携し

９年度活動方針を満場一致

で決定した︒
ＪＲ連合からは尾形事務

クトの概要として目的や当
て︑経営自立にむけた実現
展開していく︒

局長と北村労働政策部長が

いる中︑ＪＲに残された最
面の取組などを確認し︑国
性と実効性のある政策提言

保・定着を通じて︑

地方協議会は金沢市内にお

いて︑
第 回総会を開催した︒ 陸エリアで毎年開催してい
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貨物経営自立実現ＰＴ﹂第
Ｔは﹁ 世紀の鉄道を考え
題認識を示すとともに︑今

る議員フォーラム﹂第 回
経営自立実現ＰＴ

ＪＲ二島・貨物

て︑本ＰＴがリードしてい
は︑今後︑ＪＲ各

つつ︑骨太の議論を展開し
きたい﹂と所信を述べた︒
社をはじめ各関係

られた︒
続いて︑荻山会長は﹁Ｊ
ＪＲ連合からはプロジェ

後の活動に対する決意が語

総会における全議員の総意
のもと発足した新たなプロ
ジェクトである︒
Ｒ発足 年が経とうとして

員︵ＪＲ連合国会議員懇談
大の課題である﹃ＪＲ二島・
土交通省鉄道局からはＪＲ

冒頭︑小川淳也衆議院議
会事務局長︶より︑泉健太
貨物の経営自立﹄に将来展

安全・安心で将来
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衆議院議員︵同副会長︶︑

全事象に関する意見が寄せ

を練り上げ︑将来を見据え

られ︑今後の労使協議に活

広田一衆議院議員︵同幹事︶ 望を拓かなければならない︒ 二島・貨物会社の現状・課

ＪＲ貨物連合・ＪＲ四国連合が定期大会
採択された︒また︑役員選出
大会終了後には﹁安全ディ

では︑大杉会長が再任された︒ かしていくことを確認した︒ 事務局次長 小山 達礼
スカッション﹂を行い︑人

委員長︶
は冒頭の挨拶で︑﹁Ｊ

止や税制特例措置の継続適
に希望が持てるＪＲ
造しよう﹂をスロー

気になる費用。
気にせず治療。

拶に立ち︑西日本豪雨等へ

冒頭︑本田雅明議長が挨

いても今一度注意喚起する

期の安全・事故防止﹂につ

ることを述べた上で︑﹁冬

会は 月 日︑仙台市内

ＪＲ連合東北地方協議

前田 健治

東北地区において大きな組織のうねりを

の支援カンパについて現状

ことを訴えた︒

回定期委員会を開

交通政策部長が参加し︑Ｊ

ＪＲ連合からは中村鉄平

優先の取り組み︑政策・

動を不断に追求し︑
安全最

催し︑
﹁真に民主的な労働運

で第
を語るとともに﹁普段から
給漏れがないように努めて

心よりお待ちしています︒

して健全かつ建設的な労使

がなされ︑補強意見を得て

むべき方針案について提起

年間東北地協として取り組

はじめとする新体制が発足︑

関係の意義そして目的につ

ら尾形事務局長︑ＪＲＥユ

団結がんばろう三唱により

いて力強く呼び掛け続け て

数多くの組合未加入者が存

ニオンから菅野一位中央執

組織課題の実現を通 じて
産業の持続的発展を実現

在している︒だからこそ︑

行委員長︵ＪＲ連合副会長︶ 締め括られた︒

働く者と家族の幸せ︑
ＪＲ
しよう﹂をスローガン に 据

これまでの民主化闘争とと

く︑総対話行動を実
施していることにつ

えた向こう１年間の活動方

もに︑ＪＲ産業において労

Ｒ連合への総結集を図るべ

いて﹁ＪＲ産業にとっ

針を決定し︑取り組みを進

働組合が如何に必要なのか

が駆け付け︑
激励と連帯の挨

︻新三役︼

その後新たに添田議長を
て︑民主的な労働組

めることを確認した︒

満場一致の承認がなされた︒

合と集団的労使関係

冒頭挨拶に立った添田寿

拶を行った︒

添田 寿男

を︑あら ためて広く

を多くの仲間に訴えていく

齋藤 勝彦

ことが大切である︒それぞ

副議長

男議長は現状の組織状況に

議 長
触れた上で︑﹁ＪＲ東労組

続いて執行部より取り巻

知らしめていかな け

栃窪 吉則

ればならない﹂と述

く情勢を踏まえた向こう１

事務長

れの職場で全ての仲間に対
べた︒

の組織瓦解により職場には

同委員会にはＪＲ連合か

が不可欠であること

もらいたい﹂と取り組みの

自然は強い。
共済も強い。
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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

火災共済/地震風水害共済/交通災害共済/入院共済

責任組合としての自覚と奮起を促す
冒頭大杉正美会長
︵Ｊ Ｒ連合副会長・

貨物鉄産労中央執行委

員長︶
は挨拶で︑各ロジ

Ｒ四国グループの健全な発

ＪＲ四国グループの明るい将来展望を切り開く
ＪＲ四国グループ労働組

スティックス労組に対
合連合会︵ＪＲ四国連合︶

用にむけた取り組みなど︑

く仲間の総結集と人材の確

ＪＲ貨物グループ労働組
ＪＲ貨物グループの直面する

ガンに︑第 回定
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して︑ロジスティックス
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合連合会︵ＪＲ貨物連合︶

促すとともに︑離職防
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ＪＲ連合からは荻山会長と

大谷清会長代行
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ほしい﹂と力強く訴えた︒

組織のうねりを巻き起こそう

交運共済 ニュース
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交運共済 ニュース

面する︑組織・政策課題に︑ 課題に対して所信を述べた︒ 四国グループを創
北村公次労働政策部長が出席
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針案が提起され︑満場一致で

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社
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