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ＪＲ連合は、２０２１春季生活闘争方針の策
定をはじめとした労働政策議論に反映すべく、
第27回賃金実態等調査を９月支給分の賃金を対
象に実施しています。
基本賃金の向上ならびに諸制度改善を図るべ
く、全組合員の協力をお願いします。

次代を展望した運動で労使双方向の努力を進める
と訴える昆中央執行委員長

八木大星代表幹事
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厳しい経営状況下で
あらゆる取り組みへの努力を

ＪＲ北労組合第 回定期大会

感染拡大が襲った経営危機を全力で支える所信を述べる荻山会長

本大会は７月に開催予定
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加盟単組・労使が
一丸となって難局を克服
コロナ禍の厳しい局面を乗り越え、将来にわたって
持続可能なＪＲ産業であり続けるために、①雇用調整
助成金の特例措置の延長、②固定資産税をはじめとす
る諸税や社会保険料など公租公課の負担軽減、③ＪＲ
北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物の経営自立の絵姿を明確
にした上での2021年度以降における支援（予算・税制）
の継続・拡充、以上３点が実行されるよう、それらを
所管する総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び国土
交通大臣に宛てて要請行動を展開し、
その際に提出す
るための署名活動に取り組みます。
詳細は、組合役員にお尋ねいただくか、下記ＱＲコー
ドからＪＲ連合ＨＰを参照してください。
ＪＲ7単組、グループ93単組の全組合員
と家族はもとより、ＪＲ連合加盟単組に
加入されていない皆さんも含めた積極的
なご協力をお願いします！

●発行者／荻山市朗 ●編集者／今井孝治

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階
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げ︑道内各地から約 人が
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ＪＲグループ労組連絡会第28回総会
「ＪＲ産業に関わる緊急政策課題の解決を
求める署名」
へのご協力をお願いします
！
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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）10月1日

ＪＲ連合
（１）第 618 号（毎月1日発行）

ＪＲ東海連合第 回定期大会
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たいと考えています︒

創意工夫で新たな活動を進めていき

るという気持ちを持ち︑全組合員の

できます︒ピンチをチャンスに変え

歩︑３歩と歩みを進めていくことが

ことを楽しみにしています︒︵最近

戴したこともあります︒翌日以降
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も︑職場から駅にむかう間にご遺体

たします︒

愉快な役員と職員がおもてなしをい

組本部にぜひお立ち寄りください︒
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織強化・拡大︑政策課題解
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後︑すべての

質疑・討論の

案が提起され︑

よび活動方針
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した︒
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決︑コ ロ ナ 禍 へ の 対 応 ︑ 春

プへの影響︑政治情勢に触

この新型コロナウイルス感染症に

行委員としては４年目となり︑主に

通した時には︑みんなで歓喜したの

組織グループ︵政治・教育等︶を担
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で︑駅・車掌を経験し︑在来線運転
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士を 年あまり経験してきました︒
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て中原議長とする役員体制
ＪＲ連合九州地方協議会
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﹃出会い・ふれあい・語り合い ﹄
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役員紹介
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季生活闘の５点にわたって
挨拶をした︒とりわけ︑組
織強化・拡大の取り組みに
ついては︑﹁ＪＲグループ
全体がコロナ禍の大変厳し
い経営状況下で多くの仲間
が不安を抱えている中︑Ｊ
Ｒ連合ビジョンのめざす
﹃出会い・ふれあい・語り

マイカー共済（自動車総合補償）/自賠責共済

火災共済/地震風水害共済
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「ＪＲ連合ビジョン」の実践を呼びかける

合い﹄の理念のもと︑今こ

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
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みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

29

そ労働組合の意義・役割を

不安を抱える仲間を支え、Ｊ Ｒ連合への総結
集を呼び掛ける

12

セット加入でパワフル補償

家族の幸せを災害から守る

29
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【ＪＲ四国労組】
・本人申請に基づく始終業時刻の変
更が可能に
・女性特有の休暇制度の名称を変更
・育児・介護休業法施行規則等の改
正への対応
・職務手当の支払い範囲を拡大
・特殊健康診断を兼ねる定期健康診
断受診を勤務扱いに
・コロナ禍の影響による結婚休暇特
例措置の延長
・列車乗務員として雇用する契約社
員の社員採用時の初任給等の新設
・契約社員の賃金控除項目の拡大

【ＪＲ西労組】
・育児する場合の保存休暇の使用範
囲拡大［社員、シニア社員及びシ
ニアリーダー社員］
（2020年10月１日から適用）〈コロ
ナ禍における時限的措置〉
・コロナ禍で実施した勤務等の制限
を撤廃した時限的措置を延長
・介護休暇の時間単位での取得可能
に［社員、契約社員、シニア社員
及びシニアリーダー社員］（2021
年１月１日から適用）
・新型コロナウイルス感染症に社員
等が感染した場合等の取扱い整理
・コロナ禍での会議・出張等の今後
のあり方の周知と整理
・テレワーク環境の更なる整備の検討
・電子決裁機能の支社展開

・中央新幹線各工事事務所長の決裁
権限拡大 等

労働組合の存在意義を訴え組織力と創造力の
発揮を促す

【ＪＲ九州労組】
・積立保存休暇及び保存休暇の使用
事由の拡大
・積立保存休暇及び保存休暇の使用
事由の見直し
・子を養育する場合の無給休暇の新
設
・育児を行うための勤務措置の適用
条件の見直し
・育児・介護を理由に退職した社員
及び地域社員を対象とした再雇用
制度の適用条件の見直し
・フレックスタイム制の適用範囲の
拡大
・テレワークの新設
・嘱託再雇用社員の出向期間の見直し
・宿泊料の見直し
・インフルエンザ予防接種費用の全
額負担

36

面しているが︑このような

ＪＲ各単組は、コロナ禍における働き方を含め、労働協約をはじめとす
る労使間のルール等を改訂する交渉を展開し、以下の通り４単組が各種労
働条件を改善する回答を引き出した。
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【ＪＲ東海ユニオン】
・在宅勤務の規定化
・フレックスタイム制の変更
・所定労働時間の短縮措置制度等の
変更
・育児休職（小学校）の変更および
育児休暇（小学校）の新設
・保存休暇制度の変更
・育児看護休暇および介護休暇の変
更
・６５歳定年に関する協定の条文の
改訂
・職務手当の支給方法の一部見直し
・特許等補償金制度の変更
・被服類定期貸与の見直し
・Jネットリモート端末、Ｗ Ｅ Ｂ会
議用可搬型インターネット端末の
導入
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労働協約【労働条件等】改訂内容（概要）

第 618 号（２）

ＪＲ連合
令和 2 年
（2020）10月1日

