第30回臨時大会・第33回中央委員会

化・拡大、政策課題解決な

関係者相互間の自由かつ闊

な不測の事態においても、

の総括答弁を経て、スロー

執行部答弁、尾形事務局長

央委員の発言で補強され、

を最優先に取り組むことと

純ベア要求を行うこととし

のうち１０００円を目安に

め、労働諸条件の改善原資

た」水準へと引き上げるた

賃金を「働きの価値に見合っ

提言」に基づく働き方改革

えた働き方に関する第一次

た「今後の社会変容を見据

委員会で内外に明らかにし

に取り組むとともに、中央

賃上げ要求では、まず、

にも取り組み、産業の魅力

新規加盟組合紹介では、

をより高めることとした。

年度初における定期昇給の

加えて、当該ビジョンの

ＪＲ西日本福岡メンテック

提言に基づく総合生活改善

労働組合の神菊委員長より、

完全実施を求める。その上
正の観点に立

さらに、
中期労

当分を求める。

展望の持てるＪＲグループ

時にこそ、働く者が将来に

の挨拶があり、満場の拍手

ら努力する決意である」と

組む決意を固め合い、会を

諸課題に一致団結して取り

山会長の団結がんばろうで、

全力で取り組むことを前提に、

対する支援についての緊急要請

協とも連携してＪＲグループに

国会議員懇談会や連合、交運労

組とグループ労組の方針を統一し

季生活闘争では初めてＪ Ｒ７単

取り組むこととする。なお、今春

名で得た組織力を活かしながら、 達目標賃金」への到達に最大限

念を堅持するとともに、国や地

発展させるという国鉄改革の理

民間活力を発揮して鉄道を再生、

Ｒ各社が経営の自主性を持ち、

必要もある。そのためには、Ｊ

と働き方改革を進めることが求

会変容を見据えた業務の見直し

の趨勢に取り残されないよう社

職増加の実態も踏まえて、時代

不足がさらに深刻化する中、離

締めくくった。

コロナ禍の危機克服に向けた当

て提起した。全単組が一丸とな

委員会宣言を採択後、荻

が送られた。

面の活動と、ポストコロナの社

を継続している。

集する一員として微力なが

会変容を見据えた取り組みの方

共交通の安全性の発信などを国

グループへの支援や、鉄道や公

ＪＲ連合は昨年４月よりＪＲ

◆危機克服のための緊急的対応

を最優先課題に位置付ける。そ

保して賃金水準を維持すること

用を守り、定期昇給相当分を確

ループに働くすべての仲間の雇

い取り組みになる。まずＪＲグ

春季生活闘争はかつてない厳し

こうした中で迎える２０２１

ばならない。ＪＲ連合はＪＲの

労使を挙げて変革を進めなけれ

には、社会の変化に向き合い、

ＪＲ産業の持続的発展のため

◆将来の社会変化への対応

で臨んでいく。
「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」

り、
Ｊ Ｒ連合の総力を結集して

ついて議論を深め、国や地方自

ら、鉄道や公共交通のあり方に

る「チーム地域共創」の視点か

るとともに、ＪＲ連合が唱道す

る中、最大限の自助努力を進め

であ る 。 各 社 の 体 力 が 低 下 す

域との連携の強化が一層重要

通じてＪＲ産業の持続的発展を

為な人材を確保し、人材育成を

場が求められる産業である。有

意欲を持って働き続けられる職

定雇用の下に技術・技能を高め、

ンで提起するように、ＪＲは安

められる。中期労働政策ビジョ

針について提起する。

加盟証書を受けっとったＪＲ西日本福岡メンテック労組

を築くため、ＪＲ連合に結

れるようになった。厳しい

労使関係の重要性が認識さ

くほど、健全な労働組合と

で職場に不安が広がってい

入報告に加え、「コロナ禍

１６０人に及ぶ組合員の加

ち、労働諸条

で、総合生活改善や格差是

た。

した。

２０２１春季生活闘争方針決定
Ｊ Ｒ連合は︑２月２日︑北九州市において︑第 回臨時大会・第 回中央委員会を開催

臨時大会では︑機関会議の運営に関する規約・諸規則の改正が承認された︒そして︑
中央

急事態宣言下にあっても全国の仲間と難局を克服すべく意志統一を図った︒

委員会では︑安全の確立を最優先に︑コロナ禍への対応や２０２１春季生活闘争方針を含

む当面の活動方針を︑真摯な討議を経て満場一致で決定した︒
また︑新たに加盟した﹁Ｊ Ｒ西日本福岡メンテック労働組合﹂の神菊敏士委員長と藤田

裕也書記長が出席し︑Ｊ Ｒ連合への加盟証書が贈呈され︑盛大な拍手で迎え入れられた︒

件の改善原資
として月例賃

ＪＲ各単組とグループ労組

金総額２％相
の方針を一本化し「ＯＮＥ

神菊委員長からは︑コロナ禍で労働組合の必要性が高まっている現状が語られ︑Ｊ Ｒ連合

は、尾形泰二郎事務局長か

続く中央委員会の議案で

た。

への総結集に向けた決意を会場全体で共有した︒

冒頭、開催エリアの単組

を代表した中原博徳副会長

ＴＥＡＭ」で臨む。そして、 働政策ビジョ

に未達の単組

（ＪＲ九州労組中央執行委

においては、

ンで設定した

Ｒ産業に集うすべての仲間

必達目標賃金

の雇用と生活を守る」こと

ＪＲ産業を取り巻く現下の

による社会・環境変化への

危機的状況を踏まえ、「Ｊ

臨時大会・中央委員会両方
対応、２０２１春季生活闘

に、安全の確立、コロナ禍

の成立が確認された。そし

員長）の開会挨拶で始まり、 らこの間の経過報告ととも

て、議長に相良夏樹中央
争勝利、「ＪＲ連合ビジョ

ＪＲ連合荻山市朗会長の

どを柱とする当面の活動方

達な意思疎通を十分担保し

ガンを含めたすべての議案

最優先課題である安全確立に

委員
（ＪＲ東海ユニオン）
を

挨拶の後、臨時大会の議案

針が提起された。 人の中

選出し、議事が進められた。 ン」の実践を通じた組織強

としては、コロナ禍のよう

つつ、インターネット通信

が満場一致で決定した。
２０２１春季生活闘争は、

等を活用して機関運営を行

うための規約・諸規則の改

に求める緊急要請を繰り返し実

◆

支える環境を築いていかなけれ

ばならない。

苦境を克服するためには上意

下達でなく、働く仲間が正しく

ＪＲ連合の存在感や影響力は高

要請を行った。この運動により

厚生労働大臣等に署名を手交し

羽一嘉国土交通大臣や田村憲久

の決起集会で思いを結集し、赤

や、社会変容を見据えた働き方

きの価値に見合った賃金の実現

にも、社会を支える私たちの働

向けた人材の確保と定着のため

ナ後のＪＲ産業の持続的発展に

する実態に危機感を持ち、コロ

会社で若手や中堅の離職が増加

のうえで、ＪＲ各社やグループ

の財産である鉄道産業を今後も

みが求められる。また、わが国

雇用と生活を守るための取り組

確保できる経営体制を構築し、

変化に対応して安定した利益を

とする。

を発信し、実践に取り組むこと

働政策の両面から将来への提言

責任産別として、産業政策・労

しているものの、今後は労働力

禍で一時的に雇用問題が表面化

労働政策に関しては、コロナ

に積極的に取り組む。

流政策を描き実践していくため

地域交通の将来像や総合的な物

いかなければならない。ＪＲ二

などに関する具体策を見出して

治体との役割分担や財源の確保

連合への総結集と健全な労使関

を深め、創意工夫しながらＪＲ

ン」で掲げるように、仲間の絆

チャンスである。
「ＪＲ連合ビジョ

ピンチは転機であり、転機は

各社が経営自立を果たしながら、 ばならない。

島・貨物に対しても同様の視点

係の確立に全力で取り組もう。

る。難局にこそ、その役割を担

携し発信力を強化する必要があ

政策要求の実現には、労使が連

臨むことが重要である。さらに

危機感を共有し主体的に変革に

まり、ＪＲ７社の連携を後押し

の改革を求めていく。賃上げに

磨き高め、社会を支える役割を

会長 荻山市朗

危機を乗り越えよう

全単組が﹁ＯＮＥ ＴＥＡＭ﹂となり

施した。また、各単組と連携し
て組合員の雇用と生活を守る取
り組みを進めてきた。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
は 万４０００筆を集約するこ
とができ、精力的な協力に感謝

して、組織力、求心力を強化す

ついては、連合方針に基づき、

果たし続けるための展望を示す

申し上げる。そして、 月 日

るなど大きな成果を収めること

底支えと格差是正を重視し、中

から、短期的な支援に止まらず、 う労働組合が力を発揮しなけれ

ができた。そして、第３波の感

期労働政策ビジョンに定める「必

産業政策に関しては、社会の

染拡大と再度の緊急事態宣言に

25

会長挨拶
（要旨）
伴う利用の激減に対しても、署

11

ＪＲ連合を結成して初めて

円滑な議事進行を担った相良議長
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正が提起され、承認を受け
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の確立に向け意志統一を図る
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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 3 年
（2021）3月1日

ＪＲ連合
（１）第 624 号（毎月1日発行）

法で開催したい。協力をお

れず、今できる最大限の方

も今までのやり方にとらわ

組みを断行する決意である。 賃金には到達しておらず、

して空虚感を一掃する取り

る一体感と危機感の欠如、
そ

一体となり、職場にはびこ

の家族を守るため、労使が

ループ会社を含む社員とそ

労使改革」を提起した。グ

の意識改革」
「職場改革」「

高年齢者を中心に必達目標

態調査の結果から若年層、

とを覚悟しつつも、賃金実

非常に厳しい交渉となるこ

継続した組織拡大に向けた

使命を果たしていくための

ＪＲグループに与えられた

ワークの維持・確立という

・２０２１春季生活闘争は、 持続可能な公共交通ネット

活動を強化する。

緊急措置に、継続して尽力

と交渉する。ＪＲ連合には、

条件の改善に向けしっかり

〈中央委員発言要旨〉

願いする。

菊池中央委員
【ＪＲ東海ユニオン（青年・女性）】

建設的な発言で活動方針を補強

切さを実感した。５月に予

と共に！～ＪＲ東日本にお
繋げる。

し、早期に組織拡大へと

【ＪＲ北労組】

れた決起集会は、ＪＲ産業

に取り組む決意である。

とができる職場環境づくり

者が安心して働き続けるこ

針に賛同し、すべての労働

のあるものとなった。結果

初めて顔を揃え、大変価値

幹部が

の経営

は、Ｊ

に働くすべての仲間のＪＲ

ＪＲ産業を代表する責任産

・２０２１春季生活闘争は、 起集会

人見中央委員

願いたい。

定されているユースラリー

ける真の変革に向けて～」を

賃金をはじめとした諸労働

・コロ

・ＪＲ
発出し、３つの改革「社員

【ＪＲＥユニオン】

東日本

添田中央委員

その取り組みを通じて健全

ナ禍に
より世
働き方
は、昨

で強固な労使関係を構築

は大きく変化しているが、

の中の

青年・女性委員会世代が今
に赤字
・コロナウイルス感染症の
連合への総結集をめざして

Ｒ７社

て働くために、子育て中の
の通期連結業績予想を発表
諸経費への補助など、関連

し、今年１月下方修正した。 予防対策と、それに関わる

別であるＪＲ連合の運動方

組合員も含め誰もが働きや
２年連続の赤字は是が非で

【ＪＲ九州労組】

年９月

すい労働環境をつくること
する政策課題の解決に向け、 策定された「ＪＲ連合ビジョ

木村中央委員

後もＪＲ産業で長く安心し

が必要である。一層の取り
も回避したく、この間のＪ

・ＪＲ北海道では昨年８月、 として今後 年間の支援策

組み強化をお願いしたい。
の活動はコロナ禍により中

・現在、青年・女性委員会
動には大きな価値があると

Ｒ連合の要請行動や署名活
連携を密にして取り組みを

ＪＲ連合、地方交運労協と
行動指針を、まさに実践し

ン」の中で示された６本の

課題提起により安全の確立

点である職場から、対話や

働災害事故が発生した。原

２人が亡くなる交通死亡労

・昨秋の緊急署名では、多

に感謝する。

がり、ＪＲ連合の取り組み

が閣議決定されることに繋

本給が低く、手

たものだった。ＪＲ九州連

当に依存してき

合としても、引き続きコロ

構造改

強化す

革が必

る。

ピールすることで組織拡大

考えている。

くの他労組組合員から協力

を成し遂げたい。

止、延期が相次いでいる。

を得られたことから、政策

・昨年

を進める。

課題解決への取り組みをア

・ＪＲＥユニオンは、困難

・ＪＲ北海道の経営自立の

開催さ

ジョン」の浸透に取り組み、 実現に向けた昨年 月の決

応とあわせ、「ＪＲ連合ビ

な状況を乗り越えるため、
維持・発展に向けた「会社

よう取り組んでいく。

増やし、様々な世代が働き

スなど、働き方の選択肢を

んだテレワークやフレック

コロナ禍を転機に議論が進

出をめざしたい。

に応じた女性執行委員の選

連合の執行部へ、女性比率

産業の責任産別であるＪ Ｒ

割近くは女性である。Ｊ Ｒ

みを求めたい。自動車連絡

きＪＲ連合に政策の取り組

なども考慮すると、引き続

で体力を消耗してきた経緯

機関でありながら規制緩和

定公共

る。指

要にな

闘争は厳しい環

０２１春季生活

状況にある。２

も非常に苦しい

％が保障されて

内賃金の１００

休業協定で基準

た。そのため、
から構

るとこ

やすい制度として定着する

２０２１春季生活闘争では

ろが大きく、今後も人数や

善が図られたが、中期労働

・昨年、 年ぶりに賃金改

た水準へと引き上げるべく、 脈によ

もらいたい。

に向け取り組んでいく。

るために衆議院選挙の必勝

会としても政治力を発揮す

示していく。

勢をしっかりと

境だが、闘う姿

きた人

この取り組みにより来年度

グループ労組一体となって

引き続き、コロナ禍に対す

用したリモート会議となっ

時的な災害と違って需要が

賃金を働きの価値に見合っ

以 降の支援が閣議決定され

政策ビジョンで掲げる必達

が作業

・コロナ禍により、男女平

・コロナ禍でバス事業が苦

産労であることを、職場の

利益変

る。不

組もあ

健全で建設的な労使関係を

に納得して取り組めるよう、 基軸とするＪ Ｒ連合への総

【ＪＲ九州労組（男女平等参画）】

る雇用調整助成金の特例措

・Ｊ Ｒ連合男女平等参画推

吉田中央委員

置の延長をはじめとする課

たが、活発な意見交換がで

・バス事業は、従前から基

仲間にも会社にも強く訴え

【ＪＲ西労組（自動車）】

中に交通事故で亡くなる労

等参画推進委員会や連合の

元に戻らないのであれば、
でいる成果が現れている。

掛けていく。

西原中央委員

災が発生した。グループを
題 解決に向けた取り組みを

境に立たされているが、一
この間の取り組みに感謝申

ＪＲ産業の持続的発展と組

して、ＪＲ西日本グループ

労働者にふさわしい労働条

名では、グループ労組を合

余地が残されている。労使

意識の定着や深度化にまだ

・安全の確立については、

ある。

闘争を牽引していく覚悟で

機関車のごとく今春季生活

ベア要求額を設定し、ＪＲ

に意識

新人事制度や労働条件向上

と組織拡大が進んでいる。

・グループ労組では、着々

産業内の格差是正を根拠に、 的に取り組む。

を持っ

ている雇用調整助成金の特

による応援や、命綱となっ

ふれあいキャンペーンなど

営状況にあるが、ＪＲ連合

・グループ会社は危機的経

・就業規則の変更につい

る。

一層の取り組みをお願いす

なければならない対応であ

ただ、今後も想定していか

らなる支援策の拡大を含め、 ながら慎重に進めている。

行動に感謝申し上げる。さ

り、組合員の不満や疑問を

定にしており、さらに活用

解しやすいよう改定する予

を、現場で使いやすく、理

る。ＪＲ西労組の安全提言

し、ＪＲ連合の春季生活闘

生活を守ることを最優先と

雇用と

公課の負担軽減も含め、
ＪＲ

れている状況である。公租

が、さらなる延長も求めら

件獲得へ相乗効果が発揮で

わせ組合員数の 倍を超え

ともにその現実を重く受け

・昨秋の決起集会における

て建設

争方針に則った要求を確立

島田特別中央委員

【ＪＲ九州連合（グループ）】

れかねない内容であり、
ＪＲ

捉えら

知山線列車事故から間もな

・安全の確立について、福

闘争は、

季生活

２１春

・２０

例措置が一旦延長される

あり、雇用調整助成金の特

・昨秋の緊急署名の効果も

ていく決意である。
連合やエリア連合と相談し

（３面に続く）

く 年を迎えようとしてい

の先頭に立ち、全力で闘っ

きるよう、Ｊ Ｒ 西 日 本 連 合

る３万７０００筆を集約す

止め、会社に対しＪＲ貨物

政労使の枠組みが、完全民

的に取

していく。

【貨物鉄産労】

合員・家族の幸せを実現で

員同士の対話の場を設けて

含め事故を引き起こさせな

進計画について、次期第４

挙げて引き続き取り組んで
いく。

し上げる。今年の衆議院選

ることができた。支援策を

連 合 としての具体的な提言

営化には政策課題の解決が

解消しながらあらゆる施策

結集が必要である。
挙には政策実現のため積極

実現させなければ、自分た

を行っていく。

不可欠なＪＲ貨物にとって

て 会社から打診を受けた単

【ＪＲ西労組】

ちの労働条件はもとより、

・「Ｏ Ｎ Ｅ Ｔ Ｅ Ａ Ｍ」で

例措置の延長に関する要請

松原中央委員

四国の移動の足が守れなく

挑む方針に賛同し、貨物鉄

り組ん

更とも

なるといった課題を、組合

は得策であり、ＪＲ連合の

きるのはＪＲ連合、貨物鉄

員一人ひとりが認識し最大

産労とグループ労組は同じ

小山中央委員

きた。しかし、これは昨年

が、数値目標だけではなく、 ・Ｊ Ｒ連合の組織人員の２

場所を考慮しながら女性役

運動を展開する決意である。 厳しい現状を認識しつつも、 築して

来る衆議院選挙では積極的な

次計画の策定が迫っている

月に

そのような中、昨年 月に
は電力総連青年委員会と産
別を越えた意見交換会を行

委員会宣言

取り組む決意である。

た。この間のＪ Ｒ連合の取

【ＪＲ四国労組】

い、改めて仲間づくりの大

武智中央委員
・昨年
８月、
協力会

月に雇用を守り、会社の

ナ禍に関わる諸課題への対

10

お願いする。ＪＲ四国労組も、 中央女性集会もウェブを活

り組みに感謝を申し上げる。 目標は達成されておらず、

19

限 取 り組んだ成果である。

・昨秋に取り組んだ緊急署

発言に対し真剣に耳を傾ける中央委員

11

11

い職場風土づくりに組織を

社社員

11

11

本日、私たちはＪ Ｒ九州ステーションホテル小倉において第33回中央
委員会を開催した。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経営環境の
悪化は深刻さを増しているが、Ｊ Ｒの責任産別として、加盟100単組・組
合員87,000人の強固な団結と労使関係でこの難局を克服する決意を固め合っ
た。そして、以下の重要課題に対する活動方針を満場一致で決定した。
第一に、コロナ禍への対応では、Ｊ Ｒグループ全体で苦境を乗り越え
るため、労使挙げての自助努力を前提としつつ、昨秋の署名活動や決起
集会の成果を糧に、要請行動に継続して注力する。また、職場における
労働組合活動を停滞させないための世話役活動を後押しするとともに、
将来の社会変化を見据えた産業政策・労働政策両面の提言の策定を進め、
運動と政策をともに進化させるべく取り組む。
第二に、安全の確立では、福知山線列車事故をはじめとする重大事故
の反省と教訓を胸に刻み、風化させることなく「安全は絶対に譲らない」
との信念を共有し、実効性のある取り組みを深度化させていく。そして、
Ｊ Ｒグループ全体での安全を確立するべく、第29回定期大会以降に発生
した痛ましい７人の方の労災死亡事故を直視し、原点である職場におけ
る安全衛生活動を、グループ会社や協力会社も含めて一層の強化を図る。
第三に、２０２１春季生活闘争は、現下の環境を踏まえれば厳しい取
り組みになることが避けられないが、Ｊ Ｒ産業で働くすべての仲間の雇
用と生活を守るとともに、感染リスクを抱えながらもさまざまな職場で
奮闘し社会的使命を果たし続けている仲間が希望を持って働き続けられ
るために、諸労働条件を「中期労働政策ビジョン」で掲げる「働きの価
値に見合った」目標に到達させるべく、「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」で統一闘争
を展開する。
第四に、組織の強化・拡大については、Ｊ Ｒ連合運動の羅針盤である
「Ｊ Ｒ連合ビジョン」を実践し、Ｊ Ｒ産業で働く仲間の総結集をめざす。
コロナ禍においても各単組の世話役活動の活性化を支援し、組合員の声
に基づく労使協議を充実させることで労使関係をさらに強化し、会社の
真のパートナーとしての存在感を高めていく。加えて、民主化闘争の完
遂やグループ会社における組織化を通じ、組織拡大の取り組みを一層強
化する。
第五に、Ｊ Ｒ産業が将来にわたり持続的に発展していくために、取り
巻く経営環境を踏まえ、個別労使では解決できない政策課題の解決にむ
けて、Ｊ Ｒ連合が関係主体と連携し、能動的に解決に向け取り組む。と
りわけＪ Ｒ北海道、Ｊ Ｒ四国、Ｊ Ｒ貨物の課題は、「チーム公共交通」、
「チーム地域共創」の形成を念頭に、支援策のあり方を巡る議論の深度
化を図る。
Ｊ Ｒ連合は、Ｊ Ｒ産業に集うすべての仲間の明るい将来のために、取
り巻く社会構造の変化を冷静かつ客観的に捉え、柔軟な発想に基づき関
係主体と胸襟を開いて語り合い、自らの力で未来を切り拓いていく決意
である。
以上、宣言する。
2021年２月２日
日本鉄道労働組合連合会
第33回中央委員会
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第 624 号（２）

ＪＲ連合
令和 3 年
（2021）3月1日

マイカー共済（

・災害からの早期復旧に資

い。

立って取り組んでもらいた

連合には課題解決の先頭に

（２面から続く）

陸新幹線敦賀延伸の課題に

に感謝申し上げる。また、
北

られ、ＪＲ連合の取り組み

労災防止にも繋がると考え

一歩でも二歩でも前進をめ

続け、各種労働条件も含め

金を引き上げることを求め

まっており、対価として賃

働く者の労働密度は年々高

践に資する取り組みを、Ｊ

「ＪＲ連合ビジョン」の実

めには

そのた

ない。

極めて厳しい交渉になるが、 ばなら

れ、今国会で審議となった。 ・２０２１春季生活闘争は、 なけれ

が会う尊さ、価値観を重要

た、産業政策では、人と人

らの提言としてほしい。ま

の改善を行うという立場か

を取り入れ、環境、賃金等

不足を補う観点で先進技術

て、労働政策では、労働力

・グループ労組からの発言

な意見をもらいたい。

大会に向け活発に、建設的

より働きやすくすることで

を持っている。産業として

をお願いするとともに、各

立つので、都度の注意喚起

回一次提言を取りまとめた。 つの行動の積み重ねで成り

魅力を高めていこうと、今

労使の取り組みの水平展開

えられる。安全は一つひと

中できない環境があると考

務にもコロナ禍により、集

携しながら取り組めるよう、

合や地協、交運労協とも連

ある。各単組で、エリア連

用するかという点も大事で

方創生臨時交付金をどう活

算として執行されている地

いる予算案や、もう既に予

は非常に重要であり、この

会世代の仲間づくりの活動

言したい。青年・女性委員

して実施する。

と、そしてその方法を模索

状況下においてもできるこ

を使うことは日本にとって

や、日々の生活の中で鉄道

れかねないような制度の見

不利益取り扱いとも捉えら

あり、社会変容を見据えた

が繰り返されている傾向も

に努める。同種の労働災害

をしっかり議論しなければ

スも含め公共交通のあり方

コロナの提言活動では、バ

・産業政策としてのポスト

情報を展開する。

視するキャンペーンの展開

牽引してもらいたい。民主

働き方に対する提言活動に

Ｒ連合には引き続き力強く
化当該単組を支援する立場

直しがあることが想定され

ざす。
・組織強化・拡大に向け、
良いことなのだと広く訴え

事業法の改正が閣議決定さ
組合員に改めて、働く者と
からも、サポートを要請す

ならない。交通政策基本法

にあった通り、今後各社で

会社のことを真剣に考える

おいても、安全な働き方や

【ＪＲ東海ユニオン】

や情報発信を行う活動、様々

職場環境を創り上げていく

渡邉中央委員
・安全の確立は労使の最重

る。エリア連合と連携し、

の附帯決議はかなり踏み込

丁寧に対応していきたい。

んだ内容になっている。各

るような取り組みを検討し

ための議論を重ねていく。

労使でも公共交通のあり方

てもらいたい。

・産業政策について、今の

を議論し、提言に反映でき

る。

危機をどう乗り越えるかが

るよう発意してもらいたい。

・社会変容への対応につい

そして、全体で情報を共有

第一義にある。雇用調整助

民主的な労働組合の存在が

化していく。

成金に関しては、緊急署名

いかに大切かを伝えていか

こう。方針の基調は、まず、 導き出してもらいたい。

・青年・女性委員会につい

な最新の知見等を共有する

交渉しなければ要求を実現

・今後の社会変容を見据え

て、ユースラリーは何より

取り組みを展開する。
下にある。しかし、下を向
することはできない。各労

た働き方について、各社で

でも求めていた通り、収束

要課題であり、引き続きＪ

かずに、一歩ずつ前に進む

働組合への関心が高まって
何といっても雇用を守るこ

までの間、特例措置を延長

Ｒ産業としての教訓の抽出

〈執行部答弁要旨〉

いるからこそ、他労組の動

使の中でしっかりと成果を

い。また、次期計画の策定
向に注意を払う必要もある。 と。ＪＲ産業には元々安心

ことでゴールに近付いてい
では、社会変容を見据えた

接点づくりは難しい。一方で、

観点や、女性役員の育成・

も大事なイベントなので、

その手段についての知見は随分

中堅、若手の離職が相次い

ている。ぜひとも安全衛生委員

と蓄えられてもいる。世話役活

という強みがあったが、も

絶対に中止しないことを明

会等の活動を展開し、会社に対

動の徹底によって組織は強化さ

ＪＲ連合と民主化当該単組・

するよう訴えていく。一方

長を遂げる道筋を明確にしたい。

して労働者側としての発意を積

登用についても具体的に盛

で、現在国会で審議されて

自助努力を超える部分について

極的に行ってほしい。特にグルー

れ、その先に組織拡大がある。

・安全について、現場の業

は、止血措置としての要請行動

プ会社・協力会社などでは、活

魅力のある労働組合に人は集ま

でいることに強い危機意識

等に総力を挙げて取り組む。そ

動の質と量を高めていかなけれ

ろくも崩れかけている。だ

して、昨秋の決起集会で我々が

ばならない。

支援単組との連携を強化し

到達した政労使が一体となった

▽２０２１春季生活闘争

関係が不可欠である。それぞれ

り込めるよう議論を重ねて

取り組みを加速させていく。そ

ＪＲで働く仲間が今、見失い

の単組において、会社の発展と

からこそ、各労使で議論を

うやって我々が考えて行動する

かけている安心、これをいま一

組合員・家族の幸せ実現を労使

ていきたい。

一変させた。早く元の世界に戻

時間を用意し、その上で、将来

度確かなものにしたい。具体的

いきたい。

りたいという気持ちは誰もが抱

を見据えた中長期的な政策論を

な要求は、そのためのツールで

ＪＲ産業で働くすべての仲間に

く願望であり、その実現のため

展開したい。そのことが、場当

共通の合い言葉に置き、時にぶ

尽くし、安心を取り戻すた

ＪＲ産業はここまで成長を遂げ

に、一日も早く、世界中の人々

たり的ではなく、労働組合とし

つかり合いながら信頼に裏打ち

・政治について、この間、

てきた。そして、私たちは、自

に、そして日本中の人々にワク

ある。我々の目的は、安心を

された労使関係を築いていこう。

尾形事務局長

だろうと想定をしていた。だか

考と行動を止めていいのだろう

のような楽観的な願望だけで、
思

の生活を一手に預かる我々が、
そ

く。

来を見通したあるべき姿を描

てもらいながら、大会までに将

皆さんから様々な知見を提供し

たい。

上げ、会社と向き合ってもらい

み取って具体的な要求をつくり

い 。 各単組では、この想いを汲

そして加盟単組と手を携えてい

ういう状況だからこそＪＲ連合、

まない。会社にも訴えたい。こ

信頼関係に裏打ちされた労使

▽労使関係

らこそ、ＪＲ二島・貨物問題を

か。私は、そうは思わない。現

国鉄改革から 年が経過し、

「自信」と「安心」を

信とともにＪＲ産業で働くこと

チンが行き渡ることを切に願っ

ての軸になると考えている。

取り戻すこと。そのために方

るのである。

の安心を確かなものにしてきた。

ている。一方で、心配は必要な

起こっているか丁寧に読み解き、 針をつくり込んだ。この根底に

めにも雇用を守らねばなら

定期昇給相当分は年度初に

しかしながら、今、その自信と

いといった向きで将来を捉えて

政策活動で国会議員には協

政治には無関心でいられて

おいて確保する。その上に

安心が大きく揺れ動いている。

いて良いのだろうか。ＪＲ産業

ない。そして、生活を守る

も無関係ではいられないこ

立って、中期労働政策ビジョ

確かに、中長期的なトレンド

ＪＲ連合は、どんな支援も惜し

はじめとした様々な政策課題に

「出会い ふれあい 語り合

こう。

取り組んできたわけである。し

▽組織の強化・拡大

◇

▽安全の確立

い」、我々の合い言葉を胸に、

仲間が今何に困っているのか、

仲間が今何に悩んでいるのか、

こういうご時世だからこそ浮

り越えていきたい。全力で次期

き足立たずに、目の前の業務に

大会まで突っ走ろうではないか。

我々自身が考えて動く。そして、

活動を充実させ、「ＪＲ連合ビ

ともに頑張ろう。

皆さんと連携し、この難局を乗

ジョン」の実践を通じて組織を

何に不満を持っているのか。双

死亡労災・重大労災を根絶させ

躍動させてほしい。確かに今、

方向の対話を繰り返して世話役

これを も う一度、確かなものにす

る決意である。加えて、職場の

る。そうした積み重ねによって
べく、考え、行動していく。

衛生活動にも非常に関心が高まっ

まず、ＪＲ産業が持続的に成

▽コロナ禍への対応

上げてきた自信と、
そして安心、 安心して取り組める環境をつく

我々ＪＲ連合は、
これまで積み

いているはずである。

に職場では、不安と心配が渦巻

そのためにも、今現実に何が
で見れば、我々ＪＲ産業は少子

流れる想いを皆さんと共有した

力を求めてきた。今年は衆

・コロナ禍における組合活
とを強く認識できたからこ

ンで働きの価値に見合った

労使の中で解決に向けて取

グループにおいては、とて

複眼的な視線で将来を見通し、

家族の幸せを災害から守る

に集う 万人の仲間とその家族

という観点からすれば、賃

資するような取り組みの付
動について、様々な工夫を

そ、選挙活動に繋げていき

水準として設定した必達目

に取り組んでいきたい。
り組み、あわせてＪＲ連合

もではないけれどベア要求
できないという単組もある

火災共済/地震風水害共済

ついても連携を深めていき

セット加入でパワフル補償

たい。

守るのはあ

守るのは
あなたの家族と
マイホーム

する沿線地の一時使用や樹

交運共済 ニュース

交運共済 ニュース

高齢化もあり厳しい状況になる

議院選挙の年であり、我々

想いを受けさらなる取り組みを誓う

・「ＪＲ連合ビジョン」に
ついて多くの単組から発言
があったが、引き続き浸透
を図っていきたい。具体的

加を検討する。また、ふれ
して世話役活動などに取り
たい。

が協力していく機会である。 金水準を下げてはならず、

あい自体が難しい状況にあ
組んでいる点に感謝を申し

には、「ふれあいキャンペー

るが、本日のズームを活用
上げる。不安や不満の声を

・男女平等参画について、
に教えてもらいたい。そう

かもしれない。しかし、要

組においては、可能な限り

まず、対話の重要性は強く

いった取り組みを通じ、組

・今春季生活闘争は、これ

求しなければ交渉できず、

ン」に組合員の福利厚生に

したライブ配信や動画の活
一つずつ摘み取り、それを

標賃金に到達していない単

用など、できることを着実

認識するところであり、３

織強化・拡大は図られるも

までと違い計測不能な逆風

ベア要求してもらいたい。

月８日の国際女性デーのタ

のと信じている。ただ、労

中村交通政策部長

かしながら、コロナ禍が状況を

30

中山組織部長

イミングで機会を創出した

北村労働政策部長

34

今井企画部長

みんなで暮らしをガード

木の事前伐採に関する鉄道

令和 3 年
（2021）3月1日

ＪＲ連合
（３）第 624 号（毎月1日発行）

ＪＲ各単組で委員会を開催
の組合員と共有した上でユ

する当面の重点活動を全て

要不可欠であり、本日提起
フルカンパニーの実現に向

題、組織の活性化、ハート

確立をはじめとする業務課
署名活動に対する謝意と雇

長が出席し、昨年実施した

策課題解決」等

生活闘争」「政

「２０２１春季

輸送の確立」

冒頭、挨拶に

志統一を図った。

用調整助成金の延長、ＪＲ

議事では、提起された活

の当面する取り

ニオン運動を実践しよう」
執行部から丁寧な答弁と
動方針案に対して、 人の

産業の将来を見据えた議論

と述べ、２０２１春季生活
政所大祐書記長（ＪＲ連合

等、今後の活動に対する一

闘争方針をはじめとする当
執行委員）による総括答弁

けた取り組みなどについて

た取り組みが重要。そのた
面する諸課題に対して真摯

発言があった。

めに、従前にも増して各級
な議論と決定以降の職場に

組みについて意

機関・組合員との意思疎通

層の協力を求めた。

を深め、対話を重ね、３年

春季生活闘争方針を決定

⇒

時帰休が実施されている。

２０２７﹂を着実に推進

ＪＲ東海ユニオン第 回中央委員会
﹁ＵＮＩＯＮ ＦＵＴＵＲＥ
ＪＲ東海ユニオンは、２
２０２７」を

目となる「ＵＮＩＯＮ Ｆ
質疑では７人の中央委員

おける推進を呼び掛けた。
活闘争方針をはじめとする

が行われ、２０２１春季生

ら、安全確立に向けた取り

中央委員・特別中央委員か

行委員長（ＪＲ連合副会長） 全力で取り組む」と決意を

立った大谷清執

⇒
議員懇談会所属の泉健太議

活動方針を決定した。

０２１春季生活闘争、組織

計画の見直しへの対応、２

感染症への対応、中期経営

組み、新型コロナウイルス

不可欠。コロナ禍による業

投資﹄﹃賃金改善﹄が必要

職防止のためにも﹃人への

定されるが、要員確保や離

争は極めて厳しい交渉が想

は、「２０２１春季生活闘

上で、来る衆議院議員選挙

目標を達成させる」とした

合として労使で一致協力し

努力も前提となる。責任組

支援措置は、さらなる経営

決に向けて「昨年末の経営

語った。また、政策課題解

声が届けられた。そして、

ともに、職場からの切実な

あり、活動方針の肉付けと

を訴えた。

いて提起し、さらなる連帯

連合の当面の活動方針につ

御礼を述べた。続けてＪＲ

署名活動や決起集会、数次

課題の解決に向けた昨秋の

連合副会長）は、緊急政策

博徳中央執行委員長（ＪＲ

展開することを意志統一し

現すべく総がかりの闘いを

円をはじめとする要求を実

ＵＴＵＲＥ

２０２１春季生活闘争につ
員（衆・京都３区）、岸本

り、羽野敦之書記長からの

周平議員
（衆・和歌山１区） 課題などについて発言があ

への積極的支援を要請した。 嶋田剛好書記長の総括答弁

り越えるためにも、これま

いては﹃年度初における基
から連帯のビデオメッセー

績悪化を理由に賃金改善や

回中央委員会を開催した。

準 昇 給 完 全 実 施 ﹄﹃ ベ ー ス

労働環境整備に向けた議論

会社存続と雇用と生活を守る

まえ、構成員の多くがウェ
ＪＲ西労組第 回中央委員会
ブ会議システムを活用して

ン会場に、各地本をウェブ

延長される中、大阪をメイ

た。緊急事態宣言が発令・
員会としつつ、安全をはじ

とのない状況下での中央委
ることを最優先する方針に

存続させ、雇用と生活を守

りは忸怩たる思い。会社を

遠隔から参画する中で執り

冒頭、挨拶に立った鎌田
会議システムで繋ぐ形式で、 めとする主要課題に対する

から、春季生活闘争、安全

アップ要求見送り﹄﹃年間

総括答弁を経て、全議案を

着実に推進させることが必

冒頭、上村良成中央執行

満場一致で決定した。

茂中央執行委員長（ＪＲ連
見解を語り、建設的で将来

を示した。２０２１春季生

邁進していく決意を表明し

じめとした組織拡大行動に

来賓には、ＪＲ連合国会

ＪＲ四国労組第 回定期本部委員会

﹃活き活きと働ける職場づくり﹄
に全力で

Ｊ Ｒ連 合からは、今 井

見解を示した。

催し、「安全・安定・安心

ＪＲ四国労組は２月５日、 第 回定期本部委員会を開
香川県宇多津町において、

質疑では、４人の中央委

べた。

の衆議院北海道２区補欠選

への課題等について発言が

強化、
ＪＲ連合運動への協

社員の処遇改善や組織拡大 の共 有 と一層の取 り 組 み

企 画 部 長が出 席し、情 勢

挙において、政策課題解決

員から、エルダースタッフ

円の純ベア要求を行い、

力 を 要 請 し た 。そ して 、

を怠れば、人材基盤に影響

施の署名活動における、組

企画部長が出席し、昨秋実

ＪＲ連合からは今井孝治

会宣言を採択し、本委員会

場一致で承認された。委員

を経て、すべての議案が満

命線となっている雇用調整

題を述べた上で、雇用の生

の要請行動による成果と課

冒頭、挨拶に立った中原

が及び取り返しがつかない

助成金の特例措置の延長や、

質疑では、 人の発言が

ことになる。﹃あるべき雇

は大谷委員長の団結がんば

の改善のため月例賃金２％

「賃金を含める労働諸条件

う共通の課題に労使で取り

く「コロナ禍への対応とい

からの反転攻勢を果たすべ

拡充を実現させ、コロナ禍

公課の負担軽減措置の延長・

諸税や社会保険料など公租

合員数の 倍を超える３万

７０００筆もの集約に対し

ろうで締めくくられた。

用と働き方﹄や﹃活き活きと
働ける職場づくり﹄に向け

を求める」「グループ会社

労働組合側からの働きかけ

組む体制を構築するため、

社員の完全雇用を求める」

を強めたい」と述べた。そ

とした。

質疑は、事前に書面で本部
弁を行った後、すべての議 「この間の取 り 組みによっ

へ提出。その多くは最大の課

実現に奮闘していく。そし

た。

ＪＲ西労組は２月５日、

臨給３・５个月﹄を提起し、 ジが寄せられた。ＪＲ連合

中での開催であることを踏

行われた。ＪＲ連合からは
「初となるベア要求の見送

合副会長）は、「会社を取
感染症対策に万全を期して
に繋がる討議を要請した。

参加した。

り巻く環境は極めて厳しい
短時間での開催とした。

活闘争については、ＪＲ連

た。さらに、４月 日予定

理解を」と訴えた。

状況である。先月からは一

ＪＲ北労組第 回中央委員会
合方針を踏まえ、１０００

てくれるといった﹃他人事﹄ 「一職場 要求」とともに

あり、人見圭一書記長が答

は、要請すれば国が支援し

﹁組織春闘﹂で﹁一職場 要求﹂を実現
ＪＲ北労組は２月６日、
札幌市内で、第 回中央委

に向けた重要な取り組みと

て、「組織春闘」と位置づけ、 の認識の下、連合北海道と

して、掲げた春季生活闘争

の風潮が蔓延していること

方針に対しては、「この春

を危惧。赤字を抱えて企業

題でもある組織展望を中心

季生活闘争において、闘い

員会を開催し、当面する活

に、２０２１春季生活闘争・

の先頭に立ち、しっかりと

動方針を決定した。ＪＲ連

安全問題、さらに身近な課題

結果を出していく」と力強

案が満場一致で採択された。 て構築された﹃ 政労使 ﹄
の

として職場実態が報告され

く決意を語った。

連携して対応していくと述

た。議案は一括採択で、すべ

質疑では、ベアにこだわっ

新規採用者の加入促進をは

闘争の取り組みを通じて、

ての議案が可決された。

た取り組みとグループ労組

に閣議決定された「国鉄清

営課題に関して、１月 日

の挨拶で、ＪＲ北海道の経

（ＪＲ連合副会長）は冒頭

境を見つめ直し、実効性あ

亡労災に関して、「働く環

た、昨年８月に発生した死

要性を改めて主張した。ま

提言に基づく取り組みの必

央委員会を開催した。感染

静岡市において、第 回中

貨物鉄産労は２月７日、

求する根拠は、Ｊ Ｒ連合の

では「ベア１０００円を要

行った。春季生活闘争方針

０３０」に集中し挨拶を

合員に説明するべき」との い」と意気込みを語った。

果たすメリットをもっと組

また、会社は完全民営化を

させていかなけ ればならな

貨物が１月８日

長
（ＪＲ連合副会

美中央執行委員

冒頭、大杉正

年の完全民営化をめざして

について「会社は２０３０

見合った水準﹄へと賃金を

ないから。﹃働きの価値に

と課題を確認する機関会議

の間の運動を検証し、成果

組む」と決意を述べた。また、 ８回定期大会・第７回中央

押し上げ、格差是正に取り

として、感染症予防に万全

闘争方針と、
ＪＲ 「 長 期 ビ ジ ョ ン ２ ０ ３ ０ 」 委員会を同日開催した。こ

長）
は、
春季生活

いるが、政策的な課題は山

日、東京都内において、第

ＪＲＥユニオンは２月８

会長）は、「多くの仲間は

央執行委員長（ＪＲ連合副

挨拶に立った菅野一位中

長、
中山組織部長が出席した。

た。Ｊ Ｒ連合からは荻山会

議システムで繋ぐ形式とし

地本・仙台地本をウェブ会

こそ、会社の持続的発展を

い」と力強い決意を語った。 組合」をＪＲ東日本に築き、 織の求心力に係る課題など

人からの発言があり、執

春季生活闘争の要求内容と

未来に継承していくことを
考え行動する労働組合の存

しては、「定期昇給の実施」 満場一致で確認した。

行部からの答弁と芦原秀己

書記長の集約答弁があった。

件改善に取り組み、「中期

て経営基盤の確立と労働条

える運動を展開していくこ

結集し、組合員の負託に応

けるためにも組織の総力を

希望の持てる企業であり続

ＪＲ九州が将来にわたり

労働政策ビジョン﹃チャレ

ＪＲ九州の責任組合とし

ンジ２０２３﹄」の目標達

とを満場一致で確認した。

福岡市内において、第 回

﹃チャレンジ２０２３﹄
﹂達成へ総がかりの闘いを

中、会場では感染症予防に

ＪＲ九州労組は２月９日、 緊急事態宣言が延長される

成に向け、純ベア１０００

ＪＲ九州労組第 回定期中央委員会

在が重要である。春季生活

ている。こういう時だから

質疑では、
７人の委員から

政策の取り組みに留まらず、 春季生活闘争方針の補強や、 職場の仲間に労働組合の必

経 営 自 立 実 現Ｐ Ｔといった

要性・将来性を語り掛けて

ＪＲＥユニオンは、働く

算事業団債務等処理法の一

症予防に配慮し、各地をウェ

中期労働政策ビジョンに掲 ＪＲＥユニオン第８回定期大会・第７回中央委員会

枠 組みは、Ｊ Ｒ二島・貨 物
組みが不可欠である。﹃政労

組織拡大に向けた決意などの

いく。そして、私たちとと

仲間の雇用と職場の安全を

への波及を求める声があっ

が存続することはあり得な
い」と指摘し、﹃ＪＲ二島・

発言があった。辻村和裕書記

もに運動を展開し、会社の

た他、会社施策の課題、組

合からは、北村公次労働政
策部長が出席した。

長の総括答弁を経て、
すべての

守るべく運動を創造し、変
ブ会議システムで繋いでの

昆 弘 美 中 央 執 行 委 員 長 貨物経営自立実現ＰＴ﹄の
貨物鉄産労第 回中央委員会

ものとしていく必要がある。 民主化闘争の完遂に向けた

使﹄の枠組みをより強固な

組 織の強 化・拡 大にも 活 用

議案が満場一致で承認された。 将来を切り拓いていくこと

革された「真の企業内労働

部改正法案」の早期成立に、 る安全対策の構築。誰もが

形式となった。

働きの価値に見合った賃金水準へ

20

ＴＥＡＭ運動﹄を展開した

安心して働き続けられる環

に公表した「Ｊ

先の見えない不安に苛まれ

げる必達目標に到達してい

12

を全社員に求める﹃ＯＮＥ

境整備が必要」との危機感

Ｒ貨物グルー プ

を期した上で、本部・新潟

会社の将来を切り拓く
﹃ＯＮＥ ＴＥＡＭ運動﹄
を

ＪＲ連合と連携して取り組

貨物鉄産労第34回中央委員会

JR九州労組第33回定期中央委員会

34

39

む一方、「社員や自治体に

JR北労組第18回中央委員会

34

積しており、政治的な取り

11

34

長期ビジョン２

33

25

34

39

10

からは中村鉄平交通政策部

委員長（ＪＲ連合副会長）

ＪＲ四国労組第34回定期本部委員会
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