１月

日︑厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置について︑緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月ま

３／４↓
／

︶さらには︑緊急事態宣言解除後︑翌々月から２ヶ月間につい

で延長することを公表した︒また︑あわせて売上等が大きく減少する大企業に対しては︑助成率を引き上げ
た︒
︵解雇等を行わない場合
ても︑一定の要件により︑当該特例措置の継続的取り扱いを想定していることを明らかにした︒
ＪＲ連合は︑昨秋実施した﹁ＪＲ産業に関わる緊急政策課題の解決を求める署名﹂でコロナ禍が収束するま
での間︑特例措置を延長するよう求めてきた︒また︑年が明けてからも交運労協や連合と連携し︑政党や厚労
省などに対し要請行動を展開してきた︒
そして︑今回の支援が大企業に対しても拡充されることになったのは︑この間ＪＲ連合が﹁ＪＲは体力があ
るから大丈夫と思われがちだがコロナ禍は次元が違う﹂と繰り返し主張してきた成果である︒深刻な影響を受

れる中︑榛葉賀津也会長

た︒緊急事態宣言が発令さ

合国会議員懇談会を開催し

意思統一を図った︒

る当面の取り組みについて

れる関係法案をはじめとす

る課題や︑今国会で提出さ

守るための支援措置に対す

を維持するためには支援の

会的使命は重要であり︑
それ

会長は﹁Ｊ Ｒ産業が担う社

た︒続いて︑Ｊ Ｒ連合荻山

なければならない﹂と述べ

支援強化に取り組んでいか

報告された︒特に︑雇用調

余儀なくされていることが

どを強いられ︑一時帰休が

プ会社で休業や営業縮小な

大きく影響を受けるグルー

販など感染再拡大によって

１月 日︑第 回ＪＲ連

︵参・静岡︶をはじめとす

での開催となった︒すでに

ブでつないだ初めての形式

合が出席し︑各単組とウェ

参議院本会議での代表質問

コロナ国会といえる︒先の

会長は︑﹁今国会はまさに

冒頭︑挨拶に立った榛葉

め︑雇用調整助成金の特例

この苦境を乗り越えるた

延長・拡充が必要である︒

は︑大幅な減便等が実施で

められるＪ Ｒ各社において

共機関として事業継続が求

整助成金について︑指定公

金の特例措置など︑足下の

一方︑連合に対しても政

定数必要であることから︑

現在緩和されている休業規

模要件が必要不可欠との認

た︒大臣か

を強く訴え

援の必要性

に鑑みた支

通の厳しさ

るようお願いする﹂と政府

もＪ Ｒへの支援に適用でき

金︑各種予算措置について

れている地域創生臨時交付

とや︑すでに地方で執行さ

を維持した上で延長するこ

の必要な取り組みについて

選挙を中心に議論し︑今後

改正︑次期衆議院解散・総

支援︑災害復旧等に係る法

要望事項︑Ｊ Ｒ二島・貨物

るＪ Ｒ産業を支えるための

例措置の延長をはじめとす

協議事項では︑雇調金特

識が示された︒

らもＪ Ｒ二

等に対する働きかけを求め

確認した︒引き続き議員懇

島・貨物支

リモート形式で出席した

た︒

所属議員と連携を図り︑Ｊ

各種支援に

Ｒ産業が抱える課題の解決

である﹁雇用調整助成金の

活を守るための最重要施策

踏まえ︑働く者の雇用と生

発令が確実となったことを

高い﹂とし︑﹁人の移動が

下振れする可能性が極めて

の通期の業績予想はさらに

言の発令により︑ＪＲ各社

再拡大︑そして緊急事態宣

たことに触れ﹁現下の感染

たず影響が長期化しており︑ 主党・枝野幸男代表︑１月

彦議長は﹁収束の目途は立

対して︑交運労協の住野敏

れる懸念を示した︒これに

がより困難な状況に見舞わ

交運労協が加盟する各産業

日には国民民主党・玉木

交通省︑１月 日に立憲民

月９日に厚労省および国土

そして︑交運労協は︑１

応えた︒

措置の延長決定があり︑
まさ

取り組みの上に今回の特例

行動を実施した︒これらの

も１月 日に厚労省に要請

を訴えた結果︑連合として

現行の特例措置の延長拡充

と生活を守ることを第一義

を図りつつ︑働く者の雇用

引き続き各関係者との連携

念されており︑ＪＲ連合は

影響は長期化・深刻化が懸

ロナ禍によるＪＲ産業への

たい﹂と早急に対応する旨︑ の窮状を説明するとともに︑ るい兆しが見えつつも︑コ

ス産業に対する支援強化が

実施した︒

雄一郎代表への要請行動を

繋がるものにしていかなけ

成し遂げられた大きな成果

に︑働く者の連帯によっ て

で十分と感じる可能性もあ

﹁地域からすると国の支援

開していく︒

に積極果敢に取り組みを展

も参加していただいたが︑

し︑決起集会には鉄道局長

大学板谷和也教授︑当該単

学太田和博教授︑流通経済

後︑アドバイザーの専修大

鉄道局から説明を受けた

ことを求めてきた︒四国で

おいても︑地域と向き合う

は﹁監督命令や行政指導に

問いかけに対して︑鉄道局

とも重要ではないか﹂との

ていきたい﹂と答えた︒

した場を活用して︑対応し

関係主体と連携しながら将

することにある︒引き続き

に向けて取り組む︒

Ｊ Ｒ各単組代表者からは︑

特例措置﹂について︑交運

交通・運輸・観光・サービ
必要である︒雇用調整助成

ればならない﹂と今後の一

的な課題が残っている﹂と

組委員長から質問等が出さ

ともに︑ホテルやバス︑物

ついて答弁

しっかりと

を受けたが︑ 激減する鉄道の利用状況と

援を含め︑

連携強化を

今国会での課題解決に向け

と言える︒

労協に対して︑政府をはじ

抑制されることによって︑

ワクチンの開発など︑明

めとする関係各所への要請

関連するホテルや観光業等

や地域との連携が不可欠︒

ＪＲ連合の荻山市朗会長

行動を実施するよう求めた︒ 交通事業全体のみならず︑

というべき将来像を明確に

社会の理解や地域との連携が不可欠

して︑引き続き︑国・地方・

組合員の問題意識の高さ︑

離職拡大に歯止めがかかっ

冒頭︑共同座長の小川淳

ＪＲが連携して取り組む必

ていない︒昨秋の署名活動

也議員︵衆・比例四国︶は

要性を語った︒

と述べ︑同じく広田一議員

常国会で提出される見込み

﹁非常に強力な支援を決定

︵衆・高知２区︶からも

となった支援の根拠となる

したことに感謝している︒

では 万４０００筆を集約
貨物経営自立実現ＰＴ﹂第

法律である﹁国鉄債務等処

国交省と意見交換

８回会合を開催した︒今回

理法﹂等の改正法案につい

行った︒

は国交省鉄道局を招き︑
昨年

の支援措置﹂および︑今通

末に公表された﹁ＪＲ北海

﹁経営自立に向けては根本

していくという課題もある﹂ こうした中︑若手・中堅の

18

きないうえ︑固定要員が一

措置については現行の要件

も深刻な状況に陥ることに

回ＪＲ連合国会議員懇談会

では︑Ｊ Ｒをはじめ公共交
ており︑Ｊ Ｒ産業の一層の
危機的状況について共有す

からは︑ＪＲの年末年始の

策委員会等の場でＪＲ産業

るとともに︑経営と雇用を

１月７日︑ＪＲ連合は︑政

なる﹂とＪＲ産業とともに︑ 下支え策を強く求めていき

第

第２０４回通常国会が始まっ

る議員懇所属議員とＪ Ｒ連

75

利用状況が 〜 ％に留まっ

リモート参加の単組代表と情報共有を図る国会議員

け て い る ＪＲ 産 業 に と っ て も 大 変 重 要 な も の と な っ た ︒

27

府による緊急事態宣言の再

１月22日 国民民主党・玉木代表（中央）に要請

り︑地域に課題を与えるこ

18

層の取り組みを求めた︒

22
一方で︑グランドデザイン

１月 日︑﹁ＪＲ二島・

１月18日 立憲民主党・枝野代表（左端）に要請

て説明を受け︑意見交換を

国土交通省鉄道局を招いて経営自立実現に向け意見交換

75

22

ＪＲ二島・貨物経営自立実現ＰＴ第８回会合

雇用調整助成金の特例措置が延長決定

道︑ＪＲ四国︑ＪＲ貨物へ

﹁経営自立には社会の理解

Ｊ Ｒ連合の荻山会長は

も︑法 改 正 を 含 め ︑ 将 来 へ

支援を有効に活用しながら

︵衆・京都３区︶からの

れた︒そして︑泉健太議員

期待の高さを実感している︒ れ︑活発な意見交換がなさ

上がっており︑今後もこう

という一歩進んだ形も出来

は﹃ネットワーク懇談会﹄

じ︑各社の経営自立を実現

視点で提言を行うことを通

本ＰＴの目的は︑働く者の

実現に向け取り組んでいく︒

し︑バックキャスト思考で

来の経営のあり方を明確に

22
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ＪＲ連合の主張により大企業にも拡充
27

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 3 年
（2021）2月1日

ＪＲ連合
（１）第 623 号（毎月1日発行）

北陸地協第

も含め様々な課題に果敢に

禍や北陸新幹線の工期延伸

部執行委員長︶は︑コロナ

みについて課題提起を行っ

る労働組合としての取り組

陸新幹線の工期延伸に対す

２０２１春季生活闘争︑
④北

下の厳しい情勢を踏まえた

強化・拡大の必要性︑③現

ビジョン﹂を通じた組織の

成果と課題︑②﹁ＪＲ連合

報告された︒

着実に進捗していることが

して共感の輪が職場段階で

していること︑その結果と

を配布する取り組みを展開

した提言書﹁会社と共に﹂

ンがＪＲ東日本に宛てて発

仲間に対し︑ＪＲＥユニオ

本︑ＪＲ金沢メンテック労

本︑ＪＲＥユニオン新潟地

西労組金沢地本・西バス地

なお︑本幹事会は︑ＪＲ

認された︒

ついても執行部の再任が承

で承認され︑役員の選出に

質疑と答弁の後に満場一致

み締め︑厳しい局面をとも

がんばることの大切さを噛

このような時こそ団結して

いて情報共有するとともに︑

コロナ禍での取り組みにつ

交換を実施した︒この間の

閉会後は同会場にて︑意見

う貴重な機会であるため︑

回幹事会︵総会︶

冒頭︑挨拶で沓掛勇介議
取り組んでいく決意を示し

11

ＪＲ連合北陸地方協議会

国会議員懇 榛葉会長が代表質問

30

ＪＲをはじめとする
あらゆる交通事業者への経営支援を
雇用調整助成金の特例措置の延長求め

会︶を開催した︒

難局にも仲間との団結で果敢に
長︵ＪＲ西労組金沢地方本

西日本連合金沢地方本部第

た︒また︑本幹事会はＪＲ
行部より提起され︑活発な

その後すべての議題が執

沢労組︑関西工機労組が集

組︑ＪＲサービスネット金

い合った︒

に乗り越えていくことを誓

回定期大会

た上で﹁制限のある中で労

ＪＲ四国連合第

働運動を練れていない部分
回幹事会と並行して議事

おける年末手当交渉へ敬意

からは︑各グループ労組に

いて︑﹁最大の経営危機を

は 月 日︑高松市内にお

合連合会︵ＪＲ四国連合︶

ＪＲ四国グループ労働組

が運営され︑Ｊ Ｒ西労組

もあるが︑若返りを図りな

ＪＲ連合からは︑今井孝
を表すとともに︑２０２１

加盟単組・労使が一丸となっ

がら周囲を巻き込み︑魅力

治企画部長が︑コロナ禍に
春季生活闘争への意気込み

て克服し︑安全・安心で将

スローガンに︑第 回定期

整助成金の特例措置の延長

守る生命線として︑雇用調

いためにも雇用とくらしを

﹁重大な雇用不安を招かな

成金の特例措置について︑

限とされていた雇用調整助

榛葉議員は︑２月末で期

をはじめ関係大臣に対して

立ち︑菅義偉内閣総理大臣

也参議院議員が代表質問に

議員懇談会会長の榛葉賀津

これらの発言に対し︑菅

Ｒをはじめ︑あらゆる交通

の雇用を生み出しているＪ

割を担い続け︑かつ︑多く

本経済を根底から支える役

がある︒地域を︑そして日

の赤字が計上される可能性

事態宣言によりさらに巨額

込まれており︑再度の緊急

計で既に３兆円の減収が見

度通期予測ではＪＲ７社合

程度に激減し︑２０２０年

線の維持や事業の継続のた

を行うべき﹂と力強く訴えた︒ 算案等にも各交通分野の路

事業者への一層の経営支援

めの支援の措置を盛り込ん

算案や２０２１年度当初予

２０２０年度第３次補正予

援措置を講じているほか︑

る公共交通への支援等の支

や地方創生臨時交付金によ

公共交通の感染対策の補助

助成金の拡充︑

ら︑雇用調整

嘉国交大臣か

また︑赤羽一

弁があった︒

ている旨の答

支援の拡充を講ずるための

資制度の創設など前向きな

設備投資に対する新たな出

延長し︑経営基盤の強化・

期限を２０３０年度末まで

年度末となっていた支援の

に対する支援について︑今

て︑ＪＲ北海道・ＪＲ四国

だ旨の答弁があった︒加え

国に対する経営支援策につ

限を迎える経営支援策の取

るとともに︑来年３月に期

国連合の取り組みを確認す

えるべく︑この間のＪＲ四

では︑現下の難局を乗り越

そうした中で行われた大会

将来を見据えた労働運動の

合が加盟組織と培ってきた

申し述べた上で︑﹁ＪＲ連

名活動の取り組みに御礼を

尾形事務局長は︑改めて署

二郎事務局長が出席した︒

席︑ＪＲ連合からは尾形泰

の会社幹部が来賓として出

賀浩総務部長や加盟各単組

役員については︑大谷会

いて︑﹁Ｊ Ｒ四国グルー プ

り扱いや２０２１春季生活

意義と労使関係の真価が今

長︑幸大事務局長︵ＪＲ四

新型コロナウイルス感染

闘争をはじめとするＪＲ四

まさに問われている︒職場

国労組副執行委員長︶をは

の明るい将来展望が切り拓

国連合運動のさらなる強化

で組合活動を展開すること

じめ︑加盟各単組から副会

けるよう︑総力を挙げて取

を見据えた２０２０年度活

が難しい局面であるが︑Ｊ

長︑幹事︑会計監査がそれ

症の影響の長期化により︑

動方針を︑多くの代議員の

Ｒ連合ビジョンを胸に組合

ぞれ選出された︒

ＪＲ四国グループはこれま

補強意見を得て︑参加者全

員に寄り添った活動に尽力

大会には︑ＪＲ四国高須

大谷清会長︵ＪＲ連合副

頂きたい﹂と述べた︒

り組んでいこう﹂と訴えた︒

会長・ＪＲ四国労組執行委

で経験したことがない極め

員長︶は現下の厳しい経営

て厳しい経営状況にある︒

大会を開催した︒

グループの明るい将来展望を切り拓く

おいても日々の運行とサー
や各単組との繫がりの重要

来に希望が持てるＪＲ四国

白壁靖子中央副執行委員長

ビスを支えて頂いている点
性が語られた︒さらに︑Ｊ

ある運動作りをしていこう﹂

と︑緊急政策課題の解決に
ＲＥユニオン新潟地方本部

︵Ｊ Ｒ連合特別執行委員︶

向けた署名に精力的に取り

と力強く呼び掛けた︒

組んでいただいた点への感

などの特例措

船山勝広執行委員長からは︑ グループを創造しよう﹂を

置を延長する

課題認識を共有する多くの

総理の決意を求めた︒さ

謝を述べ︑①要請行動を通

らに﹁年末年始のＪＲの利

方向で調整し

じて見えてきた政策活動の

用状況は対前年比で約 ％

を速やかに決断し︑平時に

総理から︑雇用調整助成金

質問を行った︒

回復するまで継続すべきと

法案提出に向けて検討を
進めている旨︑言及があっ
た︒

員で意思統一を行った︒

状況に触れ︑﹁難局を乗り
越えるためには︑ＪＲ四国
グループ一体となった取り
組みが必要であり︑そのた
めにもＪＲ四国連合の役割
が今後極めて重要﹂と述べ
るとともに︑﹁ＪＲ四国グ
ループの健全な発展と魅力
ある職場づくりのためにＪ

を表するとともに︑ＪＲ四

の取り組みに対し感謝の意

課題解決に向けた署名活動

く呼び掛けた︒さらに政策

の総結集を図ろう﹂と力強

ＪＲ連合は︑今国会でも︑ Ｒ四国グループで働く仲間
国会議員懇や 世紀の鉄道
所属議員との連携を深め︑
ＪＲ産業の持続的な発展に

グループ労組めぐり

30

は︑ 月 日︑金沢市内に
12

おいて︑第 回幹事会︵総

会した︒ 日の参議院本会

29

強く主張する﹂と訴え︑菅

26

ＪＲ連合
ふれあいキャンペーン

ジェイアール西日本伊勢丹労働組合

26

代表質問に立つ榛葉議員

１月 日︑通常国会が開

団結してがんばることの大切さを噛み締め、厳しい局面をとも
に乗り越えていくことを意志統一

議において︑ＪＲ連合国会

15

向けて取り組んでいく︒

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

家族の幸せを災害から守る

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

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

12

を考える議員フォーラムの

21

当社は、百貨店を中心とした小売業で、
京阪神の拠点である京都駅と大阪駅で事業
展開をしています。大阪駅では、
「ルクア
〜全国の仲間を
イーレ」
に
「isetanショップ」
を出店してい
応援しよう〜
ますが、核となるのは京都駅にある「ジェ
イアール京都伊勢丹」です。京都店は、 そうした経験が、
「お客さまとお話しした
1997年の開業以来、最大規模となる下層 い」
「おもてなしをしたい」という想いの
階のリニューアルを１年以上かけて実施 醸成に繋がり、ご来店頂けることへの感謝
みんなで暮らしをガード
し、2020年２月末に完成を迎えました。
や一緒に働く仲間との絆を再認識する機会
交運共済
ニュース
ここから更なる成長を遂げようとスタート となりました。営業が再開した日、社内は
した直後、新型コロナウイルスにより大 まるで開業日のような盛り上がりで、皆や
きな環境変 る気に満ちていました。
現在は、コロナ禍で入店客数が前年の
化を余儀な
くされまし 60〜70％程度となっています。そうした
中、私たちは、働く環境の変化も加速させ
た。
４月には るべきと考え、２０２１春季生活闘争にて
店舗が一時 所定労働時間の大幅な削減をめざします。
休業となり、 一人ひとりの生産性とモチベーションを上
多くのスタイ げること、そして仲間と支え合うことが、
リ
スト
（販売 これから先の未来を創るためには不可欠に
セット加入でパワフル補償
員）
が 一 時 なります。自分のために、仲間のために、
Ｊ Ｒ京都駅に直結する「ジェイアール 帰 休となり 一歩ずつでも前に進んでいきたいと思いま
京都伊勢丹」
ました が 、 す。ともに頑張りましょう。

ＪＲ四国グループの健全な発展と魅力ある職場づくりのた
めグループで働く仲間の総結集を呼び掛けた

30
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