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ＪＲ連合のホームペー
ジに特設ページを設置し、
加盟単組の企業が直営し
ている施設・店舗を紹介
して利用促進を促すこと
で、全国で奮闘している
仲間を応援するとともに、
全組合員一丸となって現
下の経営危機を克服する
ことをめざします。
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設・店舗の利用で、全国
の仲間を応援しよう！
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（ＨＰに掲載）
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お盆輸送の結果を踏まえさらなる支援を求めた
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業政策副委員長︶︑尾 形 泰
コロナ禍の影響が明らかになって以降、国交省には４月、
６月に続く要請行動となる

ＪＲ連合は︑８月 日︑
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ＪＲ産業は発足以降、基幹事業である鉄道事業と、駅ビル・不動産、
飲食・物販、ホテル等の関連事業とが相乗効果を発揮し、これまで成
長してきました。そうした中、新型コロナウイルス感染症拡大により、
鉄道利用が激減したことで、関連事業も大幅な減収となり、ＪＲ産業
は発足以来最大の経営危機に直面しています。
ＪＲ産業の最大産別であるＪＲ連合には、現在、ＪＲ７単組の他、
グループ93単組が加盟し、86,000人の仲間が結集していますが、そう
した厳しい状況下におい
ても、多くの仲間が日々、
歯を食いしばって職場で
頑張っています。
ＪＲ連合は、すべての
仲間と一丸となって現下
の困難を克服し、将来に
希望が持てる産業を創出
するため、「ＪＲ連合ふ
れあいキャンペーン〜全
エリア毎に
行き先を
国の仲間を応援しよう〜」
選べます！
を展開します。
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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）9月1日

ＪＲ連合
（１）第 617 号（毎月1日発行）
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いう理念に基づき︑今後も力強く活

抜き︑ポストコロナにおい

を行った︒

さん
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や︑Ｊ Ｒ二島・貨物経営自

てもＪ Ｒ産業の持続的な発
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どを︑わかりやすい教材に

８月 日に京都市内にて

教育・広報担当者会議

当日の会議では︑まずは
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流通経済大学板谷和也教授

活動について︑交通重点政
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る︒今こそ﹃ＪＲ連合ビジョ
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