結成 年の節目に 次代を見据えた運動を展開

Ｊ Ｒ連合は︑８月１日より各種委員会等を開催し︑第

活闘争や︑労働協約改訂交

た︒また︑各種委員会にお

を共有し︑成功に向けて残

について︑現在の準備状況

進委員会 ︵８月 日︶

□ 第１回男女平等参画推

に向けて意見交換を行った︒

し︑ＳＮＳのさらなる活用

ＪＲ連合﹁第４次男女平

﹁民主化闘争﹂のあり方に

響に伴うご利用の減少もあ

コロナウイルス感染症の影

どの環境変化に加え︑新型

高齢化や高速道路網整備な

事業者は︑人口減少・少子

ＪＲをはじめとする鉄道

ＪＲ連合がアドバイスを受

内容を整理し︑﹁提言﹂

る検討会は︑それぞれ議論

の鉄道物流のあり方に関す

に関する小委員会︑③今後

道運賃・料金制度のあり方

うに︑地域の問題意識と今

る緊急提言に象徴されるよ

した︒これらの会議体には︑ う見直すこと﹂などを求め

﹁中間取りまとめ﹂を公表

回の提言との間には乖離が

きを容易に実施できないよ

業法における鉄道廃止手続

すること﹂﹁現行の鉄道事

よってすべての路線を維持

スキームに則り内部補助に

事が発した﹁国鉄改革時の

委員会

︵８月 日︶

沖縄

月６日に開催予定の
﹁Ｊ

■ 平和行動

日︑連合﹁平

沖縄﹁慰霊の日﹂であ
る６月

和オキ ナ ワ 集 会 ﹂ が ３
年 振 り に現地・沖縄県
で開催され︑Ｊ Ｒ連合
から３人が参加した︒
第一部では︑法政大学
法学部政治学科の明田川
融教授より︑日米地位協

は︑
機関紙・誌﹁ＪＲ連合﹂﹁て

の検討を行った︒広報関係

員研修会における教育内容

教育関係は︑青年女性役

た専門部会を立ち上げた︒

働政策ビジョン改訂に向け

意思統一を図り︑新中期労

に向けた取り組みについて

識し︑平和運動の輪を広げ

ていこう﹂と呼び掛けた︒

最後に︑連 合 沖 縄 の 東 森 政

行会長から次の平和行動の

開催地である連合広島の大

野真人会長へピースフラッ

広島

グが引き継がれた︒

８月５日〜６日︑広島市

■ 平和行動

内各地で開催された集会や

すことができない︒米 軍 基

地方議員団連絡会所属︶と

本忠則広島県議︵ＪＲ連合

Ｒ西労組・貨物鉄産労・柿

翌６日には︑﹁国鉄

向けた思いを共有した︒

の実現︑核兵器廃絶に

慰霊式等に︑ＪＲ連合はＪ

地や日米地位協定の問題を

定の歴史的経緯や課題︑
みについて︑本 集 会 の 基 調

主催者を代表して連合の芳

連合は課題解決に向けて取

労働者全体の問題と捉え︑

委員会・女性委員会のスタッ

り組んでいく︒平和の尊さ︑ ク﹂では︑連合広島の青年

５日の﹁ピース・ウォー

であり︑被爆して死没

とともに︑鉄道の先人

族代表やＪＲ関係者ら

した旧国鉄職員３１０

参列した︒ここでは遺
野友子会長が挨拶に立ち︑

戦争の悲惨さについて再認

原爆死没者慰霊式﹂に

となる講演があった︒

沖縄だけでなく︑日本全体︑ ともに︑総勢 人で参加し

﹁平和で安全な社会は私た

フによるガイドを受けなが

に献花し︑哀悼の誠を捧げた︒ とを両輪として︑核兵器廃

絶に向けた取り組みを進

柱の御霊を祀る慰霊碑

長崎

ら︑原爆ドームや平和記念

■ 平和行動

ク﹂では︑連合長崎の青年・

翌９日の﹁ピース・ウォー

女性委員会とともに︑原爆

めるべき﹂
と参加者に訴えた︒

落下中心地公園と平和祈念

８月８日〜９日に長崎内

﹁ピース・ウォーク﹂に︑

戦争の惨禍を改めて学んだ︒ ０２２平和ナガサキ集会﹂

像がある長崎市平和公園を

各地で開催された﹁連合２

その後︑市内で開催された

ＪＲ連合はＪＲ四国労組・

見学し︑核兵器がもたらし

﹁連合２０２２平和ヒロシマ

と︑Ｎ Ｐ Ｔ再検討会議

核兵器禁止条約の批准

を自認するのであれば︑

保有 国 の ﹃ 橋 渡 し 役 ﹄

本が核兵器保有国と非

清水秀行事務局長が﹁日

催者を代表して連合・

８日の集会では︑主

し︑恒久平和を誓った︒

を学び︑犠牲者に想いを致

込められて建立されたこと

冥福を祈る〟という想いが

し︑〝その霊に水を捧げて

求めて亡くなったことに対

爆者が体内まで焼け︑水を

には︑この泉が︑多くの被

る﹁平和の泉﹂を訪れた際

巡った︒祈念像の近くにあ

Ｊ Ｒ九州労組とともに参加

の議論をリードするこ

した︒

集会﹂に参加し︑世界平和

た筆舌に尽くし難い悲劇︑

か︑広島平和記念資料館を

公園内の慰霊碑を巡ったほ

た︒

ちが暮らし︑働く上で欠か

第二部の平和式典では︑

課題解決に向けた取り組

使関係における過去経緯や現状
も隠すことなく伝えている。そ
の中での加入という決断には頭
が下がる思いであり、ＪＲ連合
としてもその期待に応えるべく、
より一層の運動の強化を図って
いく。
また、今回加入した仲間の大
半は新入社員を含む若手組合員
である。いわゆるユース組織を
持つ民主化支援単組を中心に、
全国の仲間から新たな仲間への
絶大な支援を強く要請する。

Ｒ連合結成 周年記念行事﹂ るみに﹂の掲載内容を確認

りの期間で実施すべきこと

ン﹂推進委員会

□ 第１回﹁ＪＲ連合ビジョ

の整理と共有を行った︒

いて専門部会を立ち上げる
労使関係の強化に向け︑
﹁民主

等参画行動計画目標﹂達成

︵８月 日︶
化闘争﹂のあり方等について

□ 教育・広報担当者会議

ことも確認した︒
︵８月４日︶

□ 第１回組織担当者会議
組織強化・拡大に向けて︑ 意見交換を行った︒また︑
交運共
ついての意見交換を実施した︒

︵８月 日︶

情勢や課題を共有し︑各労
済の契約移転に伴う諸課題に

31

運動方針に基づく具体的な取り組みについて意思統一

回定期大会で掲げた運動方針の具体的な取り組みをス
取り組み方針について一定
の意思統一を図るとともに︑ 組の取り組み状況も踏まえ
実施に向けて細部事項の確
ついての意見交換も行った︒

て意見交換を行った︒また︑ □ 第１回 周年事業企画

認を行った︒

り︑極めて厳しい経営環境

ける有識者や交運労協の代

29

渉︑期末手当交渉に対する

日投開票の参議院選挙に伴い︑ＪＲ

タートさせた︒例年は７月中から取り組みをスタートさ
せているが︑７月
﹁第 回賃金実態調査﹂の

24

26

各単組の定期大会が７月末まで続いたことから︑８月１
年の節目の年にあたる︒引き続きコロナ

日が実質的なキックオフとなった︒
本年は結成

ビジョン策定ＰＴ

□ 第１回新中期労働政策
︵８月３日︶

に置かれている︒そのよう

表なども参画しており︑提

あり︑さらなる理解促進に

in

禍の苦境からの反転攻勢に注力するとともに︑次代を見

期労働政策ビジョンの改訂

据え︑未来志向の運動を力強く展開していく︒
□ 第１回安全対策委員会
新中期労働政策ビジョン
を２０２４年６月の第 回

に向け︑安全部会の立ち上
げも行った︒
定期大会で提起することを

︵８月１日︶

めざし︑労働政策委員をＰ

重大事故・労災の原因等
︵８月３日︶

□ 第１回労働政策委員会

な中︑国土交通省は今年に

言にはＪＲ連合の政策提言

努めていく必要がある︒
きと相乗して﹁チーム公共

in

34

について共有し︑事故・労

入ってから今後の鉄道政策

と同趣旨の内容が多く盛り

交通﹂﹁チーム地域共創﹂

連合オキナワ平和集会
「国土交通省ホームページに掲載の各提言等を基にＪＲ連合作成」

災防止の取り組みに係る意

30

結論を得しだい実施する。
鉄道運賃・料金 ・現行の運賃・料金制度を前提に以下を検討し、
① 今日的な投資やコストを総括原価に反映する手法の検討
制度のあり方に
② 現行制度の運用の改善・工夫
関する小委員会
③ 地域の関係者の合意のもとでの認可運賃と異なる制度の検討
（７月2 日）
・現行の運賃・料金制度そのものの見直しについても検討課題とする。
・柔軟な運賃・料金制度の実現には、ＩＣカード等の決済システムの
見直しも必要。

Ｔメンバーに討議を開始し

に関わる有識者会議を立ち

込まれた︒その内容は今後︑
の反映が想定され︑ＪＲ産

り︑
７月下旬に課題や論点︑ 政府予算編成・税制改正へ

の形成を進め︑我々の政策

今後の鉄道物流 ・貨物鉄道が抱える課題を３つの視点に立ち提起し、今後の取り組み
の方向性を整理。
のあり方に関す
① 貨物鉄道の輸送モードとしての競争力強化
る検討会
② 貨物鉄道の他モードとの連携に向けた課題
（７月28日）
③ 社会・荷主の意識改革に向けた課題

当面する２０２３春季生

上げ︑公共交通の再構築に

具体的な解決策を示した提

業の持続的成長に向け︑
私た

理解や共感の輪を築き連携

言等を続けて公表した︒

進が期待される︒

を実現するべく︑関係者と

ＪＲ連合は今回の国の動

向けた議論を進めてきてお

オキナワ・ヒロシマ・ナガサキ

30

23

鉄道事業者と地 ・基幹的な鉄道ネットワークを形成する線区は、ＪＲによる維持を期
待。自治体と協力して活性化に取り組む。
域の協働による
地域モビリティ ・危機的な状況のローカル線区は、法定協議会を設置し地域モビリティ
のあり方を検討。
の刷新に関する
・輸送密度が1,000 人未満など特に厳しい状況の線区は、
「特定線区
検討会
再構築協議会（仮称）」を設置し、存廃を前提とせずに、上下分離
（７月25日）
方式の導入やモード転換などによる再構築を検討。

連合平和ナガサキ集会

ＪＲ北労組・貨物鉄産労

１年間でそれぞれ10人を超える新たな仲間が加入

ＪＲ北労組と貨物鉄産労へ、
昨年７月以降、本年７月までの
１年間にそれぞれ14人と11人
の新たな仲間が加わった。まず
は、加入を決断した組合員の勇
気に敬意を表し、歓迎したい。
また、両単組における日頃から
の地道な世話役活動にも感謝を
申し上げる。
加入を決断した組合員らに対
しては、ＪＲ総連側の活動や自
組織の活動を伝えるだけではな
く、ＪＲ北海道・ＪＲ貨物の労

in

働く者の立場から平和を希求し
平和の輪を広げよう
を強化していく︒

平和行動 IN 広島

連合２０２２平和行動

ちの政策の実現へ大きな前

①鉄道事業者と地域の協
働による地域モビリティの

一方︑５月に 道府県知

提言の概要
会 議

34

８月４日第1回組織担当者会議

10

【有識者会議の主な提言内容】

29

10

ＪＲ連合の政策提言と
同趣旨の内容が
複数盛り込まれる

JR連合

1部20円（但し組合費に含む）

30

30

見交換を実施︒また︑新中

鉄道に関する提言・中間取りまとめを公表

●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

２０２２年度
活動スタート

32

【国土交通省】

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

８月３日第1回労働政策委員会

刷新に関する検討会︑②鉄

28

日本鉄道労働組合連合会
JR連合結成30年を
次代への起点に据え
JR産業の持続的成長と
組合員・家族の幸せを実現しよう！

令和 4 年
（2022）9月1日

ＪＲ連合
（１）第 645 号（毎月1日発行）

コロナ禍情勢の回復に伴い
活動を力強く再開

冒頭︑中国地協を代表し

年間の方針を決定した︒
て友景克典副議長︵ＪＲ西
労組中国ＪＲバス地本執行
委員長︶が挨拶に立ち︑安

の取り組みなどを共有し︑

題︑それに対するＪＲ連合

地方路線に関する現状と課
とを確認した︒

体制を次年度も引き継ぐこ

役員選出では︑現行の三役

をはじめ積極的

やＳＮＳの活用

要であり︑ＨＰ

織と運動〟が必

ある開かれた組

に運動の﹁見え

︿三役﹀

る化﹂を行って

石松大介︵広島︶
いこうと呼びか

副議長 飯国永睦︵米子︶

議 長 大瀧浩二︵岡山︶

議事では︑運動方針などを

事務局長

副議長 友景克典︵

中バス
︶

ＪＲ連合への一層の結集を

宮野局長は︑﹁確認会話﹂
一括で提起し︑すべての議案

予定であることを述べた︒

く前向きな提言を発する

場一致の承認を受けた︒最

提起を行い︑満

案・予算案等の

報告︑活動方針

を締めくくった︒

結がんばろうで定期委員会

その後︑経過

けた︒

また︑ＪＲ北労組や貨物鉄

後は︑丸山議長が力強い団

に︑Ｊ Ｒ産業として力強

また︑貨物鉄産労への支援
産労における若手の組織拡

組織拡大・強化に向け連携強化を
ＪＲ連合東海地協は７月
大に触れつつ︑〝透明性の

決意を述べた︒

回定期委員会を開催し︑ り組みを力強く進めていく

産別共同行動を振り返り︑

立ち︑コロナ禍における３

など︑組織拡大・強化の取

第
来賓として︑中部交運労
協冨田和夫副議長︑伴野豊

式で開催し︑向こう１年の

貨物鉄産労での組織拡大に

訴えた︒また︑ＪＲ北労組・

政治・政策活動の必要性を
活動方針を確立した︒

関東の地における民主化闘争を強化
ＪＲ連合関東地協は８月
日︑港区内において第

の謝意を伝え︑コロナ禍の
ロナ禍対応の取り組みや︑

大祐事務局長が出席し︑コ

開催したが︑本年は参集方

昨年は書面審議で委員会を

回定期委員会を開催した︒

本部執行委員長︶が挨拶に

Ｒ東海ユニオン新幹線地方

冒頭︑山本康平議長︵Ｊ

来賓として︑関東交運労協

組織拡大への決意を語った︒

も触れ︑関東の地における

けた︒ＪＲ連合からは政所

成議長︵ＪＲ連
厳しい状況下における政策・

第 回参院選の取り組みへ

は主催者挨拶に立ち︑冒頭︑ 県議会議員が激励に掛けつ

ユニオン中央執行副委員長︶ 衆議院議員︑河合洋介愛知

丸山知章議長︵ＪＲ東海

決定した︒

変化等について︑ 向こう１年間の活動方針を

各単組での取り

組みを改めて要

請した︒
ＪＲ西日本連

合副会長・ＪＲ

化当該単組支援を目的とし
◇ ３月

︻連帯行動の開催経過︼

交流を図っていく︒

ためて組織間の活発な人的

・ＪＲ連合東海地協

◇ ７月

・ＪＲ九州労組
︵ＪＲ北労組︶
・ＪＲ四国労組
︵ＪＲＥユニオン︶
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応援しよう〜
であるジェイアール四国メンテナン
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