市内で開催し︑２０２０年
なり通期で約１２０億円減

り運輸収入は約 億円減と

も含め︑同意確認書によっ

層の展開と︑さらなる前進

物鉄産労の今後の運動の一

結がんばろうの三唱で︑貨

このような異常時だからこ

して止めることはできない︒ 層充実強化

労働組合としての歩みを決

ン運動を一

て満場一致の採択が確認さ

は︑ 月に

本委員会

た︒

を密にする必要がある︒職

組合員の相互間で意思疎通

にむけて決意を固め合った︒ そ︑より各機関︑組合役員︑ と強く訴え

してほしい﹂

れた︒
最後に︑大杉委員長の団

回拡大中央執行委員会

場の最前線で働く組合員の

８日︑豊橋市内において第

ＪＲ東海ユニオンは７月

する答弁書を作成して再度

て意見を聴取し︑意見に対

る活動を展開していく﹂と

せ︑寄り添い︑ともに頑張

労苦にユニオンが想いを馳

することを

議案を追認

招集して各

臨時大会を

自らの手で将来を切り拓く歩みを

化に対応し︑ ＪＲ東海ユニオン第
ＪＲ産業が
展していく

決意を示した︒

持続的に発

ためには︑

各代議員・特別代議員に送

が労使で力

組合と会社

はじめとする各議案が賛成

の２０２０年度運動方針を

進めてきた第 回定期大会

開催し︑書面にて手続きを

特別代議員との意思疎通を

も用意し︑当日まで代議員・

意見聴取を行ってその答弁

回収し︑さらに回収時にも

付した上で議決権行使書を

ると述べた上で︑﹁ＪＲ産

組合の重要性が高まってい

下で組合員に寄り添う労働

局長は挨拶で︑現下の情勢

ＪＲ連合尾形泰二郎事務

案の要点を共有した︒そし

人と運動方針や予算等の議

方本部・総支部の代表者

席した各地

前提に︑出

越えていきたい﹂と力強く

の総団結でこの難局を乗り

チェック︑交通政策課題の

新人事賃金制度の運用後の

きるということや︑雇用を

こそが職場の不安を解消で

に加盟する健全な労働組合

人の代議員から事前に受け

提案された各議案は︑７

断して以降︑議案書を各代

て定期大会を開催すると判

症の拡大防止のため書面に

会社の発展と組合員・家族

頭の挨拶で﹁将来にわたる

︵ＪＲ連合副会長︶は︑冒

鎌田茂中央執行委員長

連携していくことが重要で

がそれぞれ役割を発揮し︑

を乗り越えるためにも労使

意思統一を図った︒

委員長の団結がんばろうで

の採決を確認した後︑鎌田

を行い︑各議案と大会宣言

中継で︑また︑同じく岸本周

泉健太衆議院議員がライブ

組が推薦する国会議員懇の

被災状況等の把握に努める

対応を振り

これまでの

られた﹂と

議で本定期大会の書面開催

ＪＲ九州労組は︑機関会

ＪＲ九州の各路線が甚大な

の﹁令和２年７月豪雨﹂で

べた︒また︑７月４日以降

に反映させていく決意を述

成多数を確認した上で︑議

決結果について発表し︑賛

が各議案・大会宣言案の議

その後︑議事運営委員長

確保と雇用

からの安全

染症リスク

引き続き感

組む決意を

めくくり︑運動の﹃進化﹄

ＪＲ西労組第 回定期中央本部大会

責任ある運動を力強く展開

システムでつなぎ︑ライブ

広島の５会場をテレビ会議

岡山・京都・大阪・和歌山・

模を縮小し︑密状態を避け

感染症拡大の影響により規

大会は︑
新型コロナウイルス

メインスローガンに掲げた今

ＪＲ西労組は︑７月 日︑ 礎に未来を切り拓こう﹂を

識を語った︒

合わせる必要があるとの認

グループが一本化して力を

年度の運動方針案・予算案

議事では︑執行部から新

形式により第 回定期中央

あり︑その上で労使ともに

働組合と労使関係が必要で

めには︑健全で責任ある労

業を持続的に発展させるた

この難局を乗り越えＪＲ産

Ｊ Ｒ連合荻山会長からは︑

セージで︑連帯の意を示した︒

平衆議院議員がビデオメッ

来賓挨拶では︑ＪＲ西労

冒頭︑執行部を代表して
３点について所信を述べ︑

の幸せを実現するためには︑ ある︒そのためにもユニオ

労使で力を合わせ全組合員

を合わせて

多数で採決されたことを確

訴えた︒

いかなけれ

て︑質疑応答で相互に理解

ばならない

を深めてから議決数の確認

大杉正美中央執行委員長
課題提起した︒また︑現下

議員・特別代議員に送付し

新型コロナウイルス感染

認した︒

︵ＪＲ連合副会長︶は挨拶

た質疑に対する執行部答弁

して所要の対応に率先して

を決定以降︑事前に代議員・

これらの意見に真摯に耳を

見を集約できたことに触れ︑ とともに︑ＪＲ連合と連携

との認識を示した︒

に立ち︑新型コロナウイル
守りながら急激な社会の変

員長含む︶と議長が出席し

特別代議員に対して議案書

長が全議案の可決を宣言し︑ の確保を最

尽力していく考えを示した︒ 返りつつ︑

当日は︑新

被害を被っていることに鑑

終了した︒

傾け︑向こう１年間の運動

型コロナウイ

を送付し意見を聴取︒集約

み︑当面は組合員・家族の

働環境の改善﹂の三本柱に

﹁組織の強化・拡大﹂﹁労

経営自立実現ＰＴの取り組

る﹂とし︑ＪＲ二島・貨物

全・安定・安心輸送の確立﹂ これまで以上に高まってい

難局を乗り越え︑安全を基

﹁全組合員の総団結でこの

﹁創造︑参加︑実践﹂と

グループの

頭の挨拶で︑﹁ Ｊ Ｒ 西 日 本

︵Ｊ Ｒ連合副会長︶は︑冒

上村良成中央執行委員長

に 人の代議員から補強す

本部答弁をした上で︑さら

集約しすべてに対して中央

本・本社総支部から意見を

ながら半日での開催とした︒ を提起︒事前に書面で各地

ついて所信を示したうえで︑ みを通じた経営課題解決に

本部大会を開催した︒

上浩司議長︑ＪＲ四国の西

むけても理解と協力を求め

代議員との意思疎通を積み

挨拶した中

席者を前に

国各地から代議員︑特別代

策を入念に施しながら︑四

型コロナウイルス感染症対

した︒開催にあたっては新

合副会長︶は挨拶に立ち︑

大谷清執行委員長︵ＪＲ連

冒頭︑執行部を代表して

揮し︑来たる明るい将来に

見極め︑創造力をフルに発

年度の運動方針案・予算案

議事では︑執行部から新

冒頭︑出

原博徳中央

夫会長︑四国交運労協の井
重ねてきた︒ 日︑香川県宇多津町におい

牧世博社長らが来賓として

た︒

ＪＲ四国労組は︑７月

て︑第 回定期大会を開催

﹁これまで以上に団結を図

述べた︒さ

にむけ始動した︒

の状況によって︑ＪＲ連合

中央本部会議
た︒

ルス感染症の

した意見に対する答弁書を

期大会を開催

拡大防止の観

作成して再度代議員・特別

した︒

点から︑全議

代議員に送付し︑その上で

員長の団結がんばろうで締

ス感染症拡大の影響による

室で第 回定

組は７月９日︑ 事運営委員長・選挙管理委

役員︵資格審査委員長・議

かになった

ことが明ら

業を取り巻く環境が大きく

拡大執行委員会を開催し定期大会の議案採決を確認

変化する中︑未曽有の難局

14
積み重ねてきた︒

健全な労働

回拡大中央執行委員会を

10

り︑
取り巻く環境を冷静に
執行委員長

国グループの経営状況はか

の拡大によって︑﹁ＪＲ四

呼びかけた︒

﹃進化﹄させていこう﹂と
を書面議決

長と中村鉄平交通政策部長

ＪＲ連合からは荻山市朗会

の協定を締結し︑雇用を第

陥り︑初めて﹃一時帰休﹄

年度の運動方針を決定した︒ つてないほど厳しい状況に

はじめ労働組合の必要性は

れ﹁新型コロナへの対応を

﹃ＪＲ連合ビジョン﹄に触

採択された︒最後に大谷委

すべての議案が満場一致で

好書記長の総括答弁を経て︑

する発言があり︑執行部か

別代議員から方針等を補強

むけて力強く運動を展開し︑ を提起︒ 人の代議員・特
進化﹂を掲げ︑２０２０

副会長︶
は︑ スローガンに﹁団結 創造

としたこと

一義にさまざまな対応が迫

ＪＲ連合荻山会長からは︑ らの中間答弁および嶋田剛
で︑結果と

が出席し︑連 合 香 川 の 森 信

守り組合員

いて雇用を

すべてにお

を経て︑全議案が満場一致

の追加答弁および総括答弁

る発言があり︑執行部から

上にむけて

生産性の向

を見直して

据え働き方

で将来を見

先し︑一方

呼び掛けた︒

結して明日を切り拓こうと

本方針を示し︑労使が総団

果たし雇用を守るなどの基

的インフラとしての使命を

し︑コロナ禍に対し︑社会

本の長谷川一明社長が挨拶

なお︑大会後にＪ Ｒ西日

で確認された︒

取り組み︑

ることを優

の生活を守

15

らに︑
﹁安

20
駆けつけた︒

団結力と創造力で運動を展開

優先に取り

案を書面によ

同意確認書の提出を求める

ＪＲ四国労組第 回定期大会

る議決とした

ＪＲ四国労組運動の進化にむけ団結がんばろう

して多くの

５会場をテレビ会議でつなぎ全議案の満場一致を確認

10

議員の約１００人が参集し︑ 新型コロナウイルス感染症

39

ことを踏まえ︑ など︑丁寧に代議員・特別
中央本部専従

39

32

32
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﹁ＪＲ連合ビジョン﹂の実践で難局を一丸となって乗り越える

度の運動方針を満場一致で
見込みであるという貨物鉄

13

ＪＲ九州労

組織の総力を結集し積極果敢に
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〜 ＪＲ各単組で定期大会を開催〜

決定した︒今大会は︑新型
産労を取り巻く厳しい状況

同意確認書により満場一致の採択を確認

貨物鉄産労第 回定期全国大会

連携を密に取り合い総力を結集
貨物鉄産労は︑７月４日︑ ＪＲ貨物の経営動向として︑
６月 日時点で当初計画よ

コロナウイルス感染症の拡
に触れたうえで︑ＪＲ貨物

第 回定期全国大会を静岡

大を防止するため書面議決

23

への経営支援策のあり方︑

13

36

代議員・特別代議員から意

の形式を採った︒

29
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︵ＪＲ連合

議決結果を確認後、議長が全議案の可決を宣言

本定期大会

30

日本鉄道労働組合連合会
「ＪＲ連合ビジョン」の実践と
政策の推進を通じて、
ＪＲ産業の持続的発展と
組合員の幸せを実現しよう！

令和 2 年
（2020）8月1日

ＪＲ連合
（１）第 616 号（毎月1日発行）

働く仲間が安心して働き続けられる環境整備を

②衛生対策や混
雑緩和にむけた
運賃・料金制度

国土交通副大臣への要請行

る支援を求め︑御法川信英
市朗会長︑昆弘美副会長

員︶︑ＪＲ連合からは荻山

川淳也事務局長︵衆議院議
の助成︑③固定

ポイント還元へ

ピーク利用時の

の見直しやオフ
イルス感染症拡大による影
動を実施した︒ＪＲ連合国

６月 日︑新型コロナウ
響と今後の環境変化を踏ま

さん

ＪＲ連合佐賀県協議会

議長

います︒

組︑約４００人で活動に取り組んで

花田祐希

みなさんお疲れ様です︒ＪＲ連合

佐賀県協議会議長の花田です︒年齢

業が予定されている﹁嬉野温泉﹂で

開催し︑交通政策についての議論を

深めるとともに︑佐賀県の美味しい

日本酒についてもみなさんと酔いを

深める事ができました︒

お酒好きな私は︑﹁出会い﹂
﹁ふれ

合 い ﹂﹁ 語 り 合 い︵ 過 ぎ て ︶﹂︑ よ く

お酒も飲まれ過ぎてしまうのです

が︑それも一期一会の大切な事だと

資産税等の減免

自分で信じ︑今後もＪＲ連合に集う

︵Ｊ Ｒ北労組中央執行委

昨年は佐賀県を襲った豪雨災害に

組合員のみなさんと交流を深めたい

会議員懇談会からは泉健太

より︑佐世保線の大町駅や武雄温泉

えたＪＲ産業の持続的成長

駅付近において甚大な浸水被害があ

と思っております︒

措置の実施等を

こすです︒私は︑２０１９年に議長

り︑連合佐賀の取り組みを通じてボ

員長 ︶ ︑ 上 村 良 成 副 会 長

に就任し︑間もなく１年が経とうと

ランティア活動に参加してまいりま

求め︑﹁労使で意

しておりますが︑﹁どんな活動から

︵Ｊ Ｒ 西 労 組 中 央 執 行 委

進めればよいのか？﹂と︑今でも模

思 疎 通 を 図 り︑

たうえで︑﹁全国の地方ロー

検討を進めてき
た︒ベクトルは一致してい

カル線の課題がより浮き彫り

した︒また︑今年の１月には嬉野分

員長︶︑中村鉄平部長が出
会的役割を果たしながら︑
働
ると受け止めてもらいた

索の日々であります︒

は︑利用の平準化を進める

続いて︑上村副会長から

運行を継続してきたエッセ

御法川副大臣は﹁鉄道の

ならない﹂と支援を求めた︒

を持って取り組まなければ

大きな金額であることは承

免に対して﹁鉄道にとって

うえで︑固定資産税等の減

認識を示した︒

正における議論が重要﹂と

知している︒次年度税制改

コミュニケーションを通じ

ＪＲ西日本グループ労働

年度の活動方針を満場一致

徹底した上で開催され︑新

⑤ＪＲ西日本グループの利

の対応︑④労働組合の意義︑

と２０２１春季生活闘争へ

ガイドライン﹂を遵守し︑

イルス感染症感染拡大予防

大会は︑﹁新型コロナウ

全と健康を守り︑グループ

組合員と家族︑利用者の安

症の収束が見通せない中︑

﹁新型コロナウイルス感染

行委員長︶は挨拶の冒頭︑

副会長・ＪＲ西労組中央執

上村良成議長︵ＪＲ連合

ルス感染症への対応と課題︑

議員から︑新型コロナウイ

議事では︑幹事会が提起

れに対する見解を述べた︒

点について提起し︑それぞ

用促進による支え合いの５

で第 回定期大会を開催し

出席者も幹事会と代議員に

雇用を守

全体での

等の発言があった︒

促進︑ＪＲ西日本への要望

ＪＲ西日本グループの利用

の決意を

せる﹂と

を存続さ

グループ

Ｒ西日本

結してＪ

合員が団

えよう﹂と呼びかけた︒

合わせてこの難局を乗り越

集するすべての労使が力を

﹁ＪＲ西日本グループに結

ともに︑出席者に対して

解と協力に謝辞を述べると

対するＪＲ西日本連合の理

長が駆けつけ︑会社施策に

明ＪＲ西日本代表取締役社

て︑全組

述べた上

また︑大会には長谷川一

る︒そし

した議案に対して 人の代
限定︒適切な感染防止策を

た︒

みなさん︑九州へお越しの際は︑

博多から特急かもめで 分の佐賀に

必要性を訴えつつ︑﹁労働

ンシャルワーカーの皆さん

も是非お立ち寄りいただき︑出会

荻山会長は﹁ＪＲは最も

力不足への対応としても終

に感謝している﹂と述べた

い︑ふれ合い︑語り合いましょう︒

深刻な影響を被っている産

電時間の繰り上げも有効で

会との交流を兼ねて︑幹事会を九州

業のひとつ︒ＪＲ連合の試

あり︑この機会に進めてい

新幹線西九州ルートの新駅として開

算ではグループ全体ですで

くべき﹂と問題提起した︒

佐賀県協議会はＪＲ九州労組とＪ

に１兆円ほどの収入が〝蒸

昆副会長からは︑ＪＲ北海

Ｒ九州バス労組嬉野分会との２単

発〟した﹂と新型コロナウ

強く訴えた︒

イルス感染症による減収の

道やＪＲ四国の経営の厳し

た職場からの安全の確立︑

②新型コロナウイルス感染

組合連合会︵ＪＲ西日本連

で決定した︒

症への対応︑③働き方改革

合︶は７月 日︑大阪市内

全組合員の団結で
ＪＲ西日本グループの存続を

された重要課題として︑①

重大度に触れ︑①科学的な

さが一層増したことから︑

ＪＲ北海道・ＪＲ四国・Ｊ

ＪＲ西日本連合第 回定期大会

見地からの安心利用への情

報発信と需要喚起への支援︑ 国への返済猶予が必要とし
合からはＪ
Ｒ二島・貨
物経営自立
実現ＰＴの

議員
︵国民Ｗ Ｔ事務局長︶︑ とめに基づ

域における持続可能な交通

Ｒ貨物がそれぞれ経営自立

で︑本大
会で付託

火災共済/地震風水害共済

席し︑ＪＲ産業が地域の社
く仲間が安心して働き続け

になった︒さらにスピード感

は今年で 歳︑熊本県出身の肥後もっ

マイカー共済（自動車総合補償）/自賠責共

い﹂と締めくくった︒

副会長︵衆議院議員︶︑小

役員紹介

られる環境整備の必要性を

につながる取り組みに対す

議員懇・議員フォーラム所属議員が中心に国交副大臣に要請

ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物の経営自立に支援を

政策提言・

いた説明を

立憲民主党・国民民主党ＷＴ
北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨

矢上雅義衆議院議員︵立憲

中間とりま
物への支援に関する要望

日にＪＲ連合へのヒアリン

体系を維持するためにも︑

11

６月 日︑立憲民主党
﹁公
共交通のあり方検討ワーキ

今回の要

行った︒
望書には︑

の鉄道を考える議員フォー

グを実施しており︑ＪＲ連

﹁今後も地

共同会派﹁立国社﹂とし

ラム所属の白石洋一衆議院

が必要不可欠﹂とあり︑ま

た政策を実行していくこと

め︑中長期的視点に立脚し

助成の仕組みの見直しも含

指すべき将来像を検討し︑

系のあり方とを区分して目

り方と地域における交通体

を図るとともに︑経営のあ

て︑国土交通省に﹁Ｊ Ｒ

同ＷＴにおいては５月

要望書を手交した︒

法川信英国土交通副大臣に

ＷＴ座長︶らが参加し︑御

ＪＲ連合国会議員懇談会

書﹂を提出した︒
副会長の泉健太衆議院議員

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

41

29

ングチーム﹂︵立憲Ｗ Ｔ︶及
び国民民主党﹁Ｊ Ｒ二島・
貨物問題検討ワーキング

御法川副大臣から鉄道をはじめとするエッセン
シャルワーカーへの感謝と、税制改正の議論が
重要との認識が述べられた

29

35
セット加入でパワフル補償

家族の幸せを災害から守る

21

コロナの影響と今後の社会変化を見据え
ＪＲ産業の持続的な成長への支援求める

チ ー ム﹂︵国民Ｗ Ｔ︶は︑ ︵国民ＷＴ座長︶︑ 世紀

守るのはあなた自身とマイカーです

守るのは
あなたの家族と
マイホーム

「令和2年7月豪雨」により
被害を受けられた皆さまに心
よりお見舞い申し上げます。
また、災害復旧に従事されて
いる職場で働く仲間に敬意を
表します。
この度の
「令和2年7月豪雨」
によりお亡くなりになられた
方々のご冥福をお祈りすると
ともに、ご遺族の皆さまにお
悔やみ申し上げます。
また、被災された方々の一
刻も早い復旧をお祈り申し上
げます。

ＪＲ二島・貨物経営自立実現PTの主張が反映さ
れた要望書が提出された

さにＪＲ連合の主張が反映
された形となった︒

グループ全体で力を合わせ団結してがんばろう

組合員の思いを込めた要請書を御法川副大臣に手交

28

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

「令和２年７月豪雨」
により
被害を受けられた皆さまへ

21

29

国土交通省への要請行動
29
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