民主化闘争を進めることの意義
「あるべき労働組合像・労使関係像」を掲げ、ＪＲ連合への総結集を

の必要性を訴えてきた。

そして、前述のように、この間、浦和

電車区事件の完全勝利をはじめ、民主化

闘争の進展により、ＪＲ東日本、ＪＲ北

海道、ＪＲ貨物の職場の民主化が進んで

きた一方で、労使関係軽視と言える姿勢

が強まり、私たちがめざす労使関係に

程遠い状況になりつつある。その一方

で、ＪＲ総連は、組織内の国会議員を誕

る。そして、一九九九年から取り組んできた民主化闘争は、

標とする「一〇万名組織」が夢物語ではない状況まできてい

比べて一千名増の八万二千名（九九単組）となり、当面の目

調査によれば、二〇一五年度のＪＲ連合の組織数は、前年と

は、グループ労組数の拡大であるが、厚生労働省の労働基礎

で結成して以来、大きく飛躍を遂げている。その主な原動力

私たちＪＲ連合は、一九九二年に七万五千名（一〇単組）

てその主たる要因ともいえる革マル派浸透の危険性を今一度

像・労使関係像」を念頭に、際立つＪＲ総連の異常性、そし

いて、二〇〇九年にあらためて提起した「あるべき労働組合

しい現状に直面している。ＪＲ連合は第二五回定期大会にお

一方で、民主化当該単組は組合員数の減少と高齢化という厳

など、私たちがめざす労政転換が非常に困難な状況にある。

の、むしろあるべき労使関係像とはかけ離れた姿勢を強める

東日本会社が力を強め、民主的かつ健全な労使関係とは真逆

ある。

題の危険性とともに内外に訴える必要が

立っており、あらためて革マル派浸透問

にみられるように、その異常性は昨今際

批判、ＪＲ北海道での平和共存否定運動

二〇一六春季生活闘争での連合や他産別

運労協傘下の産別にアピールしている。

合」であるかのように、連合あるいは交

題が過去の事象であり、
「普通の労働組

上村 良成

三鷹電車区事件、そして浦和電車区事件の勝利によって、と

内外に訴え、
「民主化闘争」の取り組みを、これまで以上に

ＪＲ連合総合組織・政策局長

生させ、政策活動を全面に押し出すこと

りわけＪＲ東日本における「職場の民主化」が進み、
「ＪＲ

強化を図り、ＪＲ連合・民主化支援単組・民主化当該単組と

などにより、あたかも革マル派浸透問

東労組にあらずんば、人にあらず」といった、ＪＲ東労組絶

が三位一体となって闘いを進めることを確認してきた。

Ｒ連合の考える労働組合や労使関係のあ

員、あるいは経営陣や管理者に対し、Ｊ

括するとともに、ＪＲ総連などの組合

二〇〇九年に、それまでの取り組みを総

て内外に訴えていく必要がある。

すことが出来ない組織であることを改め

発言にみられるように、ＪＲの未来を託

あるが、ＪＲ三江線の存続を巡る無責任

みを図っており、引き続き注意が必要で

も、組織の存亡をかけ組織拡大の取り組

また、内紛で混乱が続く国労について

対主義・排他主義はその影を潜めた。しかし、相対的にＪＲ

「あるべき労働組合像・
労使関係像」とは
あるべき像を提起した背景と再

ＪＲ連合は、一九九九年から取り組

掴み、ＪＲ連合への総結集と民主化闘争

を示すことで、良識ある組合員の人心を

るべき方向を示し、私たちの求める姿勢

む民主化闘争から一〇年を経過した

提起することの意義について

（１）
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（ ２ ） ＪＲに健全な労働組合と労使関
係が求められる理由

て訴えていかなければならない。

（ ３ ） Ｊ Ｒ 連 合 が 求 め る「 あ る べ き 労

どを考えれば、私たちＪＲの労働組合

こうした社業の特性、社会的な影響力な

る、裾野の広い労働集約産業といえる。

ープ企業を含めて様々な職種が存在す

業であり、全国各地に拠点を持ち、グル

役に立つ運動を行い、責任を果たす必要

て認識し、組合員のみならず、社会的に

り、私たちはその意義や役割をあらため

法で認められ、保護されている組織であ

そもそも労働組合は、憲法や労働組合

① 労働組合の存在意義とは

働 組 合 像 ・ 労 使 関 係 像 」と は

は、労働界において、中心的な役割を担

がある。すなわち、組合員のみならず、

ＪＲは国民生活、地域社会を支える企

うべきであり、仮にＪＲの労働組合がＪ

すべての働く者のために、生きがい、働

そのためには、職場の実態、問題点を

Ｒ連合に結集し、すべてのＪＲで健全な

地域にも適正な影響力を及ぼすことがで

最も身近に把握しうる労働組合の強みを

きがいを感じる社会を実現するために活

きると考えている。その一方で、前述の

活かし、チェック・提言機能を果たすと

労働運動や労使関係が進められるとすれ

通り、世界最大の鉄道会社であるＪＲ東

ともに、団結し、仲間を助け合っていく

動を進めなくてはならない。

日本において、労使双方が社業発展にむ

必要がある。これらは、個人の尊重と組

ば、労働界のみならず、政界、産業界や

け健全で互いに切磋琢磨し、信頼し合え

場、企業経営、社会に対して役割を発揮

織への信頼の基に成り立つもので、決し

こうした状況の最大の要因は労使関係

するためには、組織力や政策力を高める

る関係を築くことができない現状は、Ｊ

の問題であり、ＪＲ北海道の一連の事故

とともに、組合員が主権を持ち、自由闊

て暴力や恐怖心、強制によるものであっ

や不祥事の背景としても指摘されている

達な議論ができる、イデオロギーに偏ら

Ｒのみならず、社会にとって大きな損失

国鉄改革とも言える、ＪＲ総連への革マ

ない民主的で透明な組織運営を行う必要

てはならない。そして、労働組合が職

ル派浸透問題についても、多発するテロ

がある。

であると言わざるをえない。

同様、ＪＲに留まらない国家の治安問題

として看過できない状況に変わりはな

く、そうした点からもＪＲに健全な労働

組合、労使関係が必要であることを改め
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民主化闘争のためのパンフレットなど

はない。加えて、昨今では企業の存続

合の最大の使命であるといっても過言で

であり、それを実践させることが労働組

の人材育成は、企業の最大の社会的責任

で安定した雇用の確保と、社会人として

雇用の安定が脅かされつつあるが、良質

安倍政権下、労働法制の改悪により、

② 労働組合が果たすべき役割とは

グループの発展に欠かすことは出来ない

を視野に入れて活動を行うことも、ＪＲ

会社など、ＪＲに関わるすべての労働者

加えて、労使双方がグループ労組や協力

労働運動の基礎となると確信している。

が求める「経営参加」
「参加・提言型」

であり、この認識の共有化が、ＪＲ連合

性について認識を共有し合うことが重要

る企業であり、なかでも安全確立の重要

続していくこととする。

組むとともに、世論喚起の取り組みを継

所属する議員と連携し、課題解決に取り

世紀の鉄道を考える議員フォーラム」に

も、「ＪＲ連合国会議員懇談会」や「二一

さらに、革マル派浸透問題について

引き続き模索していくこととする。

にかかわるような不祥事が多発している

と考えている。

要な内部情報をもって労働組合がチェッ

能を強化するだけではなく、的確かつ重

労使関係を築き、労使が切磋琢磨する関

合、偏向のない「良質の緊張感のある」

そして、すべてのＪＲで、癒着、迎

設的な提言を通じて、民主化当該エリ

は、組織戦略会議等の会議体における建

民主化闘争を側面から支える支援単組

いて

（ ２ ） 支援単組における取り組みにつ

が、企業自らコーポレートガバナンス機

ク・提言機能を発揮することも求められ

ア・単組を支援する取り組みに積極的に

ついて～あるべき像をめざして～

（ １ ） ＪＲ連合における取り組みにつ

方針及び当該単組からの要請に対して、

現地支援を含めこれまで以上にサポート

する取り組みを展開する。具体的には、

像・労使関係像」を念頭に、ＪＲ連合が

私たちがめざす「あるべき労働組合

拡大に対するバックアップを行うととも

地協や県協を中心として当該単組の組織

合員の組織拡大に全力をあげるほか、各

自らの単組における他労組の良識ある組

「平和共存否定」といった論理や方針に

取り組む安全・政策・連帯活動などを前

いて

参画することとする。また、ＪＲ連合の

係を創り上げていかなければならない。

民主化闘争の具体的な取り組みに

ている。
そして、対外的には、連帯・共闘活動
などを通じ、健全な社会の発展のための
運動に取り組むべきであり、健全な社会
勢力として政治への影響力も行使する必
要があると考える。こうした役割を鑑

みられるようなＪＲ総連の排他的な性質

の組織拡大を支援するとともに、真の民

に、当該単組の新規加入者に対するフォ

③私たちが求める労使関係

主化勢力の結集をめざしていく。具体的

みについて

面に押し出し、他労組との違いをわかり

私たちＪＲ連合は、是々非々で議論

な戦術については、組織戦略会議及び執

①ＪＲ東日本

は相容れず、その異常性は際だってい

し、労使が互いの立場や存在を認め合え

行委員会で議論し、当該単組の諸行動を

私たちがめざす「あるべき労働組合

ローアップを行うこととする。

る関係になることが必要だと考えてい

全面的に支援するとともに、民主化諸行

像・労使関係像」からかけ離れているＪ

やすく示すことに加え、民主化当該単組

る。とくにＪＲにおいては、地域との関

動に対して、連携可能な勢力との共闘を

（３） 当該エリア・単組における取り組

わりが強いことから、社会から信頼され

る。

みた場合、
「積極攻撃型組織防衛論」や

2
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り組むこととする。

ＪＲ連合が先頭に立って取

などを内外に訴える行動を

して革マル派浸透の危険性

本来あるべき労使関係、そ

ており、これらの異常性や

常性は連合傘下では際立っ

声明を発するなど、その異

大手産別の妥結を非難する

のみならず、連合あるいは

にもかかわらず、ＪＲ連合

れた三月三一日に妥結した

第一のヤマ場から大幅に遅

季生活闘争にあたり、
「格差ベア」と称

また一方で、ＪＲ東労組は二〇一六春

単組が直接的に支援していくこととす

連合各地協のみならず、ＪＲ連合、支援

行動をはじめとした諸行動に対し、ＪＲ

具体的には、ＪＲＥユニオンのオルグ

みが求められている。

が三位一体となった民主化闘争の取り組

えるだけではなく、ＪＲ連合、支援単組

ＪＲＥユニオンの主体的な取り組みを支

全な発展を遂げるためにも、当該単組の

命やＪＲの安全、そしてＪＲと地域の健

Ｒ東日本において、労働組合の社会的使

っては、ＪＲ連合の仲間がＪＲ北労組と

こととする。また、組織拡大行動にあた

労組合員に訴え、組織拡大に繋げていく

運動の違いを明らかにし、良識ある北鉄

合像・労使関係像」を掲げて北鉄労との

いて、私たちがめざす「あるべき労働組

Ｒ北海道の今なお続く歪な労使関係につ

た取り組みに加え、北鉄労の異常性やＪ

ていかなければならない。また、こうし

組の組合員に訴え、組織拡大を前進させ

自信と確信を全組合員が共有化し、他労

Ｒ連合、ＪＲ北労組の運動が不可欠との

提言している。ＪＲ北海道の再生にはＪ

と本質的な議論を行うことなどを会社に

う徹底すること、安全に関して労働組合

の決定に労働組合の介入が疑われないよ

を適切かつ厳正に行うことや人事・賞罰

提言書を策定し、会社が職場規律の維持

道再生推進会議」は、二〇一五年六月に

また、ＪＲ北海道が設置した「ＪＲ北海

頼回復と再生にむけて取り組んでいく。

の具現化を側面支援し、ＪＲ北海道の信

プラン」ならびに「新たな五つの提言」

ＪＲ北労組が提唱した「ＪＲ北海道再生

導するとの強い決意をもって、引き続き

安全問題はＪＲ連合、ＪＲ北労組が先

②ＪＲ北海道

ていくこととする。

し、ＪＲ連合への総結集の重要性を訴え

ンあるいは国労との民主化共闘を模索

織拡大に繋げていくこととする。

ＪＲ連合各地協と連携を深めながら、組

員への働きかけをこれまで以上に行い、

労運動に疑問を抱く良識ある日貨労組合

労働組合像・労使関係像」を掲げ、日貨

た、拠点や重点職場を定め、
「あるべき

の差異の「見える化」に努めていく。ま

係る取り組みなどを通じて、政策提言力

ほか、二〇一七年度の税制特例措置に

識ある日貨労組合員に参加を呼びかける

などを通じて共有化を図るとともに、良

た政策活動の強化の一環として、学習会

トの最終答申を策定した。具現化にむけ

「貨物鉄道モーダルシフト」プロジェク

ＪＲ連合と貨物鉄産労は、昨年六月に

③ＪＲ貨物

行って組織化を模索していく。

か、グループ会社関係者への働きかけを

位性を保つことで組織拡大につなげるほ

した政策提言における他労組との比較優

と連携して強化していく。そして、こう

ス事業に関する政策活動も自動車連絡会

に対して積極的に対応するとともに、バ

した企業存立を大きく左右する政策課題

しい経営環境や北海道新幹線をはじめと

さらに、ＪＲ北海道が置かれている厳

援単組が積極的にサポートしていくこと

道地協の活動に対しても、ＪＲ連合、支

貨物鉄産労に限られていることから北海

民主化に関する情報を発信し、運動を展開する

とする。

さらには、こうした行動

し、各地で集会を開催し、連合がめざす

る。

などに対し、東日本ユニオ
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