回定期大会

連合第 回定期大会で事務

起され︑執行部答弁の後す

０２１年度運動方針等が提

とする規約・規則改正︑２

等での機関会議開催を可能

出された尾内裕昭中央執行

なった︒最後は︑新たに選

特別中央執行委員も退任と

局長を退任した尾形泰二郎

めたほか︑バーチャル形式

コロナ禍の中でも最大限の

委員長が団結がんばろうで

私たちの働き方﹂の実現に向けた運動方針を決定
需要回復が必要︒この間政
べての議案が満場一致で採

り力を合わせ歩んでいきた

描く︒労使が将来宣言に則

の退任があったほか︑政所

てきた鎌田中央執行委員長

東海ユニオン運動を牽引し

書 記 長 今井 孝治 新

同

同

中央執行副委員長

中央執行委員長

丸山 知章 再

尾内 裕昭 新
入谷 政治 新
鎌田 隆司 新

題が山積しており︑政策課

最後に︑大谷執行委員長

題解決の取り組みを通じて
人の代議員︑特別代議員か

真に強い会社にするために
ら質疑を受け︑嶋田剛好書

として選ばれなければなら

長を中心とする新たな役員
Ｒ産業が国や社会を支える

ない﹂と訴えた︒

私たちが会社のパートナー
役割を持続的に果たし続け

共に〟を掲げるＪＲＥユニ

は︑健全な労働組合のチェッ

し運動方針を着実に実践す

オンへの結集に向けてＪＲ

ク機能が不可欠︒〝会社と

ることで︑組合員と家族の

が団結がんばろうで定期大

議事では２０２１年度の

ナ禍という異常事態下にお

た政所事務局長は︑﹁コロ

部長が出席し︑挨拶に立っ

務局長︑森安祐貴交通政策

ＪＲ連合からは︑政所事

会を締めくくった︒

連合としても取り組む﹂と

記長の総括答弁の後︑すべ

︽新三役︾

ての議案が満場一致で可決
された︒

化に対応しこの難局を乗り

また︑挨拶に立った荻山

越えなければならない﹂と

運動方針等が提起され︑質

いてこそ︑安全と人を守る

訴えた︒

疑・答弁︑菅井正和事務局

武智 義治 新

長の集約答弁の後︑すべて

取り組みを意識的に行い︑

大谷

の議案が満場一致で可決さ

副執行委員長

不安を解消していくことの

れた︒

執行委員長

できる労働組合は〝会社と

また︑役員改選では幸大

けたほか︑宮野勇馬企画部

共に〟を掲げる私たちだけ

スは変わらない︒コロナ禍

を創り上げるというスタン

寧に行い︑全員参画で運動

出席し︑連合香川の森信夫

ＪＲ連合からは荻山会長が

ンに﹁団結 創造 実践﹂を

ている中︑ＪＲ四国労組も

う苦難を乗り越えようとし

に︑﹁会社がコロナ禍とい

方針を満場一致で決定した︒ 沿った所信を述べるととも

掲げ︑２０２１年度の運動

社会変容に対応しなければ

仙台と新潟の会場をＷＥＢ

日︑東京をメイン会場に︑

ＪＲＥユニオンは７月９

から会社の持続的成長と組

げた〝会社と共に〟の実践

局を乗り越え︑私たちの掲

東日本も大幅な赤字決算

産業が危機に陥る中︑ＪＲ

会長︶は﹁コロナ禍でＪＲ

央執行委員長︵ＪＲ連合副

冒頭の挨拶で菅野一位中

た政所事務局長は﹁ＪＲ産

ＪＲ連合から挨拶に立っ

意を述べた︒

行動を実践していく﹂と決

であり︑仲間を増やすべく

中央執行委員長

︽新三役︾

くった︒

ばろうで定期大会を締めく

中央執行委員長が団結がん

最後に︑再任された菅野

にも︑政 策 と 組 織 の 力 を 高

貨物グループの将来のため

り組みが必要︒また︑ＪＲ

にて結び︑第

度の運動方針を満場一致で

よう﹂を掲げ︑２０２１年

いる︒このような中で労働

付けるような状況となって

課題として早期の需要回復

失しており︑政策面の重要

中央執行副委員長

秋山 順一 再

国井 道徳 再

菅野 一位 再

たちの働き方﹄を一層磨き

えたＪＲ産業のあり方と私

たに策定した﹃将来を見据

までの提言内容に加え︑新

めていく必要がある︒これ

職場の風通しを良くする取

という異常事態下でも︑知
会長︑四国交運労協の砂田

業で３兆円の売り上げが消

書 記 長 中村 鉄平 新

長と相良組織部長がリモー

恵を出し合い︑工夫を凝ら
篤志議長︑ＪＲ四国の西牧

となり︑人件費にも手を

立﹂
﹁組織の強化・拡大﹂
﹁労

し︑ユ ニ オ ン 運 動 を 力 強 く

合員・家族の幸せを実現し
９回定期大会

決定した︒
は﹁組織の総

スローガンに

務局長と中山耕介特別執行

ＪＲ連合からは︑政所事

た︒過去に回帰しない形で

員も多くいることが分かっ

組合の必要性を実感する社

進めている︒安全を守り︑

策を言わば会社が一方的に

ＪＲ東日本では︑様々な施

事務局長 菅井 正和 再

同

に向けてしっかり取り組む︒ 同

瀬藤 正樹 新

添田 寿男 再

旨を述べた︒

合への総結集に繋げていく﹂

あげ︑実現を図り︑ＪＲ連

ス感染症の影響について触

長︶は︑新型コロナウイル

行部答弁の後すべての議案

成﹂などの質疑があり︑執

策課題の解決﹂﹁人材の育

﹁組織の強化・拡大﹂﹁政

れつつ︑﹁ＪＲ貨物が事業

を乗り越えよう﹂をスロー

の負担軽減などの政策課題

連合の一員として公租公課

らなければならない︒ＪＲ

まずは旅客会社が元気にな

くった︒

が団結がんばろうで締めく

された大杉中央執行委員長

最後に︑役員改選で再選

を営む仕組みを勘案すれば︑ が満場一致で採択された︒

ガンに掲げ︑２０２１年度

︽新三役︾

会社のパートナーに

の運動方針を満場一致で決

解決に取り組む﹂と述べる

静岡市において第 回定期
全国大会を開催した︒リモー

定した︒

貨物鉄産労は７月 日︑

議事では︑代議員から
会社に向き合い︑組合員の

回定期全国大会

委員がメイン会場に駆け付

同
を開催した︒

働環境の改善﹂の３本柱に 会社に向き合い
仲間を増やすべく行動を

展開していく﹂という決意

会議ツールであるＺｏｏｍ

らが退任し︑大谷執行委員

ト形式で出席した︒

副執行委員長︑嶋田書記長

清 再

会長は︑新たに策定した政

運動方針等が提起され︑

議事では２０２１年度の

力強く訴えた︒

働き方﹂に触れつつ︑﹁Ｊ

Ｒ産業のあり方と私たちの

策提言﹁将来を見据えたＪ

幸せに繋げよう﹂と訴えた︒ るために︑私たちは社会変

体制を確立した︒

貨物鉄産労第37回定期全国大会

トによる出席を含めた総勢
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挨拶に立った大杉正美中央

冒頭︑執行部を代表して

制度に係る課題など政策課

コストルールや貨物調整金

とともに︑﹁アボイダブル

中央執行副委員長

中央執行委員長

小笠原浩文 再

大杉 正美 再
人の参加のもと︑﹁労使
が一体となり︑コロナウイ

執行委員長︵ＪＲ連合副会

書 記 長 辻村 和裕 再
ルス感染症拡大という難局

37

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

ＪＲ７単組が﹁将来を見据えたＪＲ産業のあり方と

ＪＲ東海ユニオン第
収益拡大と︑業務改革や費

ＪＲ産業の回復と持続的な
い﹂旨の挨拶があった︒

大祐書記長と相良夏樹中央

定期大会を締めくくった︒

府や政党等に他産別とも連

発展をめざし︑引き続き政
議事では︑書面持ち回り

執行委員︑および先のＪＲ

︽新三役︾

策を磨きつつ︑組織強化に
形式で開催した昨年度の定

来賓として駆けつけた︒
冒頭の挨拶で大谷清執行
委員長
︵ＪＲ連合副会長︶
は

本大会では︑長年︑ＪＲ

その後︑ＪＲ連合荻山市
も取り組んでいく﹂旨の挨
期大会等について追認を求

択された︒

ＪＲ東海ユニオンは７月
朗会長からは﹁ＪＲ産業は
拶があった︒またＪＲ東海

携のうえ働きかけてきたが︑ 用低減に努め︑成長戦略を

５日︑名古屋市において︑
の巣山芳樹副社長からは﹁

回定期大会

界となり︑何よりも早期の

新型コロナウイルス感染防
止に向けて最大限の配慮を
行ったうえで︑約２年ぶり ＪＲ四国労組第
にすべての大会構成員を招
集し︑第
催した︒

高松市において第 回定期

ＪＲ四国労組は７月９日︑ 国バスの吉良次雄社長らが

回定期大会を開 総団結で運動方針を
着実に実践へ

大会冒頭︑執行部を代表
して挨拶に立った鎌田茂中
大会を開催した︒代議員︑

央執行委員長︵ＪＲ連合副
会長︶は︑コロナ禍のもと
特別代議員ら総勢約１１０

ＪＲ東海ユニオン第30回定期大会

力をあげて難

貨物鉄産労第

37

政策課題解決の取り組みを通じ
ＪＲＥユニオン第９回定期大会

を述べた︒

また︑全国各地において︑災害復旧を担う職場で

し上げます︒

し上げます︒皆さま方の一刻も早い復旧をお祈り申

﹁令和３年７月の大雨﹂で被災された皆さまへ
﹁令和３年７月の大雨﹂で被災された皆さまに心
よりお見舞い申し上げます︒とりわけこの大雨に伴
う土砂災害でお亡くなりになられた方々のご冥福を

昼夜を問わず働く仲間に敬意を表します︒

ＪＲ四国労組第40回定期大会

●発行者／荻山市朗 ●編集者／相良夏樹

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-10
東興ビル9階

31

ならない︒組合員が総団結

ともに︑﹁今後も対話を丁 人の出席のもと︑スローガ ﹁安全・安定・安心輸送の確
ＪＲＥユニオン第９回定期大会

での参集に謝意を述べると

40

世博社長︑ジェイアール四

29

40

会場を２箇所に分けるなど︑ 経費削減など自助努力も限

対話を丁寧に
全員参画で運動を

30

ＪＲ北労組に、２人の仲間が誕生
した。１人は新入社員で、研修期間
中の他労組の強引な勧誘に違和感を
覚える中、自由で民主的なＪＲ北労
組の存在を知り、加入した。もう１
人はジェイアール北海道バスで働く
スタッフ社員で、複数の組合が存在
する中、自らの意思で加入した。
これらは、私たちの運動を様々な
場で伝えてきたことの一つの成果で
あり、引き続き魅力ある組織作りに
取り組んでいく。

JR連合

JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERATION

TEL（NTT）03-3270-4590 （JR）057-7848
FAX（NTT）03-3270-4429 （JR）057-7849

h t t p : / / w w w. j r - r e n g o . j p

30

ＪＲ北労組で
２人が新たに加入

お祈りするとともに︑ご遺族の皆さまにお悔やみ申

15

日本鉄道労働組合連合会
「ＪＲ連合ビジョン」と
政策提言の実践を通じて
ＪＲ産業の持続的成長と
組合員の幸せを実現しよう！

令和 3 年
（2021）8月1日

ＪＲ連合
（１）第 630 号（毎月1日発行）

を採択した︒また︑新規加
いを受け止めた運動を展開

果︒
引き続き働く仲間の想

加入を勝ち取ったことは成

﹁コロナ禍のもとで３人の

組む﹂との決意を述べ︑

ＪＲ連合からは荻山会長と

︵小樽市議会議員︶︑ＪＲ

方議員団の林下孤芳団長

大会には︑ＪＲ北労組地

防止の取り組みは重要であ

課長が来賓として出席した︒ 確保していくためにも離職

北海道総務部の杉浦徹担当

り︑Ｊ Ｒ連合としてもしっ

き︒また︑持続的に人材を

り議論をリードしていくべ

くためにも労働組合側がよ

要︒踏み込んだ話をしてい

いしたい﹂
との要請を行った︒ とのパートナーシップが重

承認され︑最後は昆中央執

すべての議案が満場一致で

の総括答弁を行ったうえで︑

経て︑人見圭一書記長から

の後︑執行部からの答弁を

要望の意見が出された︒そ

度の見直しに対する確認や

けた提言﹂について︑賃金制

海道における離職防止に向

営自立を果たすために取り

入した仲間が紹介され︑満
するＪＲ北労組への結集を
相良組織部長が参加した︒
かり向き合っていく﹂と 連

回定期大会

大会を開催した︒大会では︑ 場の拍手で歓迎し︑さらな
めざす︒そのためにも相次
荻山会長は︑３人の加入

ＪＲ北労組第

る組織拡大に向け意思統一
ぐ若年層の退職防止に向け

札幌市において第 回定期

ＪＲ北労組は７月 日︑

コロナ禍での加入は大きな成果

２０２１年度運動方針を確
が図られた︒

道における社員の離職問題
冒頭︑挨拶に立った昆弘
た取り組みは必須︒提言に
﹁経営自立に向けては地域

について激励するとともに︑ 帯の挨拶を行った︒

がなされた︒さらに大会終

質疑では︑特に﹁ＪＲ北

ついて積極的な討議をお願

回定期中央本部大会

美中央執行委員長︵ＪＲ連

ＪＲ西労組第

した︒代議員ら約１５０人

回定期中央本部大会を開催

として駆けつけた︒また︑

仲川げん奈良市長らが来賓

長︑荒井正吾奈良県知事︑

良県交運労協の橋義之副議

Ｒ産業が国や社会を支える

また︑荻山会長は︑﹁Ｊ

う﹂と力強く訴えた︒

絆でこの難局を乗り越えよ

保田雅晴公共交通物流審議

その後︑国土交通省の久

運動方針等が提起され︑本

議事では２０２１年度の

強く訴えた︒

こそ企画提案運動を﹂と力

越えなければならない︒今

に対応し︑この難局を乗り

で定期大会を締めくくった︒

行委員長が団結がんばろう

立するとともに︑ＪＲ北海

10

について﹁ＪＲ北海道にお
Ｔや要請行
了後︑ＪＲ西日本の長谷川
冒頭︑上村良成中央執行

一明社長も来場した︒

は︑安全確立︑社会変容の

委員長︵ＪＲ連合副会長︶
宮野企画部長が出席し︑連

れることと
の出席のもと︑２０２１年

京都港区において︑コロナ

の今後の展望についての基調

貨物鉄産労中央本部

執行委員

７月３日︑静岡県熱海市伊豆山地

る者として︑改めて自然の恐さを実

来を見据えたＪＲ産業の

動や新たな政策提言﹁将

原中央執行委

引してきた中

労組運動を牽

たりＪＲ九州

冒頭の挨拶で中原博徳

区で大規模な土石流が発生し︑甚大

感しました︒災害により鉄道設備に

中央執行委員長の団結がん

あり方と私たちの働き

員長らが退任

北九州市において第 回定

な被害が出ました︒謹んでお悔やみ

ます︒ＪＲ貨物連合は︑貨物鉄産労

被害が出れば︑ＪＲ産業に多大な影

ばろうで難局に打ち勝つ誓

方 ﹂に触れるとともに︑

し︑芦原中央

ションでは︑荻山会長が交

申し上げす︒静岡県在住の私にとっ

と南関東ロジ労組・中国ロジ労組・

響を及ぼします︒昨今︑頻繁に言わ

けても組合・防災組織ともに鋭意に

人︶におい

いを新たにした︒

﹁ＪＲ産業が持続的に成長

執行委員長を

運労協政策委員長としてコー

て︑非常に身近な災害であり︑地域

九州ロジ労組のグループ３労組の仲

れている災害に強い鉄道強靭化に向

さん

間で構成していますが︑各ロジ労組

います︒ＪＲ連合の知恵を頂きなが

取り組んでいきます︒

ても熱い質

︽新三役︾

し︑社会的役割を果たすた

中心とする新

んばろうで定

員長が団結が

合を今後もよろしくお願いします︒

最後に︑貨物鉄産労︑ＪＲ貨物連

ら︑将来に亘り安心して働ける職場

環境実現に向け︑鋭意取り組んでい

きます︒

疑を受け︑

本田 雅明 再

上村 良成 再
同

白壁 靖子 再
すべての議

書 記 長 羽野 敦之 再

めに︑私たちは社会変化に

は︑﹁交通運輸・観光産業

防災組織である水防団に所属してい

も非常に厳しい労働条件下で働いて

小山 達礼

日頃より︑貨物鉄産労への激励や

心温まるお言葉・ご支援を頂き誠に

ありがとうございます︒中央本部執
行委員の小山です︒

私は︑１９９３年にＪＲ貨物に入

社し︑現在は西浜松駅で輸送業務を

担当しています︒組合業務ではＪＲ

貨物連合事務局次長とＪＲ連合グル

ープ労組連絡会エリア担当をしてい

長年にわたりＪＲ西労組運

れた︒また︑役員改選では

動を牽引してきた松原伸芳

会議 人に加え︑ＪＲ西労
組を特徴づける各小委員会

中央副執行委員長らが退任

した︒

︵組織・財
人︑業務

政小委員会

羽野敦之書

中央執行委員長

最後に︑再任された上村

記長の総括

中央副執行委員長

小委員会

答弁の後︑

案が満場一

致で可決さ

ビス連合・航空連合との

期大会を開催した︒代議員︑ 中央執行委員長︵ＪＲ連合

対応しこの難局を乗り越え

３産別共同による要請行

副会長︶は﹁安全の確立﹂

は転換期を迎えており︑こ

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

中央執行副委員長

木村 智隆 再

北村 公次 新

書 記 長 吉田 祥司 新

同

《訂正とお詫び》
本紙第629号
（7月1日）
の
「2021年夏季手当要求及び妥結状
況表」
で、Ｊ Ｒ西労組の妥結内容を
「1.3ヵ月」
と表記しまし
たが、「1.3ヵ月＋3万円」が正当でした。訂正し、お詫び
いたします。

動等の取り

ＪＲ西労組は７月 日〜

対応等について︑﹁団結と

なったが︑
度の運動方針を満場一致で

禍により２年ぶりとなった

官から交通政策や物流政策
会を開催した︒ＪＲ連合か

講演があり︑ＪＲ連合より交

回定期大会

﹁政策課題の解決﹂﹁組織

後半のパネルディスカッ

特別代議員ら総勢約１００

冒頭︑住野敏彦議長から

ディネーターを務め︑交運

人の出席のもと︑スローガ

ＪＲ九州労組は７月 日︑ が出席した︒
れまで以上の連携・協働の

労協顧問の戸崎肇桜美林大

たな役員体制

原中央執行委

最後に︑芦

を確立した︒

なければならない﹂と力強

運動方針等が提起され︑

く訴えた︒
る組合員に寄り添い︑不安

人の代議員︑特別代議員か

の強化・拡大﹂の３点に触

の解消に向けて強固な組織

れ︑コロナ禍で不安を抱え
動方針を満場一致で決定し

運営を推進し︑ＪＲ連合ビ

を掲げ︑２０２１年度の運
慶島事務局次長とともに︑

た︒ＪＲ連合からは荻山会

合・サービス連合の代表者︑ ンに﹁協働・創造・前進﹂
各産業の持続的発展に向けた

長︑政所事務局長︑来賓に

議事では２０２１年度の
ＪＲ連合は︑本研修会に

政策について討論を行った︒

ら質疑を受け︑芦原秀己書

は︑連合福岡藤田桂三会

ジョンを着実に実践してい
おいて得られた知見も活か

期大会を締めくくった︒

く決意を述べた︒

︽新三役︾

長︑ＪＲ九州労組議員団会

記長の総括答弁の後︑すべ
議団長松尾哲也大牟田市

ての議案が可決された︒ま

し︑引き続きＪＲ産業の持

また︑ＪＲ連合から挨拶
続的発展に向けた政策実現

芦原 秀己 新

中央執行委員長

議︑遠田孝一苅田町長ら

た︑役員改選では長年にわ

に取り組んでいく︒

生命共済/入院共済/総合医療共済

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

火災共済/地震風水害共済/交通災害共済/入院共済

組みにより 団結と絆で
利益剰余金
難局を乗り越えよう

を活用した

支援策が延
合奈良の西田一美会長︑奈

あらためて
三日月大造滋賀県知事から

日︑奈良市において第

持続可能な
決定した︒ＪＲ連合からは

長・継続さ

交通体系を

るため︑私たちは社会変化

役割を持続的に果たし続け

はリモート形式で連帯の挨拶

荻山会長︑政所事務局長︑

り組む﹂との挨拶があった︒

構築し︑経

交運労協は６月 日︑東

第 回交通運輸政策研究集
らは︑荻山会長︵交運労協

運労協に派遣している慶島 ＪＲ九州労組第

委員長として参画したほか︑ 譲治事務局次長からは︑コ
コロナ禍で不安を抱える
政所事務局長をはじめとす ロナ禍における交運労協の
組合員に寄り添う

みんなで暮らしをガード

学教授や私鉄総連・航空連

取り組みの報告がなされた︒

30

しっかりと医療を保障する

家族の幸せを災害から守る

役員紹介

もと︑政策実現に向けて取

る７人が出席した︒

気になる費用。
気にせず治療。

自然は強い。
共済も強い。

共済でひろがる、
安心できる毎日。

22

災害は避けられない。
安心はふやせる。

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

ＪＲ西労組第33回定期中央本部大会

33

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

交通災害共済/生命共済/入院共済

契約引受団体：明治安田生命保険相互会社

ＪＲ北労組第19回定期大会

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

19
19

交通運輸・観光産業の
持続的発展に向けて討論

ける離職防止に向けた提言﹂ 合副会長︶は﹁この間のＰ

交運労協第26回交通運輸政策研究集会

家族の幸せを大きくサポート

火災共済/地震風水害共済/
交通災害共済/入院共済

家族の幸せを災害から守る

30

副議長︶が交運労協の政策

26

みんなで暮らしをガード

交運共済 ニュース

33

15

に立った荻山会長は︑サー

21

ＪＲ九州労組第30回定期大会

30

16

30

16

15

コロナ禍での取り組みや今後の各産業の持続的発展につい
て討論が進められたパネルディスカッション

第 630 号（２）

ＪＲ連合
令和 3 年
（2021）8月1日

