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JAPAN RAILWAY TRADE UNIONS CONFEDERATION

新春

二〇二二年

ＪＲ連合ビジョンの実践を通じてＪＲ連合への総結集を図り
結成30周年の本年を充実した１年にしよう！
写真：朝日を受けて輝く由布の山並み
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〜連合・芳野会長〜

策実現に向けて取り組みを展開してきた︒他方︑新たな変異株の出現など昨年も新型コロナウイルス感染症の

すので︑ＪＲ連合さんでも

ていく活動を進めていきま

力を得ながらすそ野を広げ

重要だと思っています︒協

実効性を高めて頂くことが

構成組織もしくは単組でも

だけでは限界があるので︑

す︒そのうえで︑連合本部

推進していきたいと思いま

い状況にあるので︑さらに

国際的に比してまだまだ低

るのですが︑一人ひとりの

﹁よくやってくれた﹂にな

怩たる思いを持っています︒ までなら出来るのか﹂を明

けが報道され︑私たちも忸

せん︒組織率が低いことだ

要性が世間に伝わっていま

す︒しかし︑その役割や重

きな影響力を発揮していま

るなど︑社会の安定化に大

最低賃金の決定にも参画す

て国の政策に関与したり︑

相手があることなので︑労

組合員の課題を解決すると︑ のではないかと思います︒

︻芳野会長︼組合活動は︑

使関係もそうですが︑審議

のか出来ないのか﹂﹁いつ

まずは受け止めて﹁出来る

で難しさはあるのですが︑

れない﹂となってしまうの

分たちの課題を解決してく

かった方たちからは︑﹁自

その中で︑解決して貰えな

ものがあるのも現実です︒

ＪＲ連合は︑昨年６月の第 回定期大会で新役員体制を構築し︑以降︑より一層の組織強化に努めるとともに︑
政

影響は拡大し︑労働組合の生命線とも言える﹁人が集まる活動﹂は︑未だ実施しにくい状況下にある︒

女性の活躍の場を増やして

うになりました︒

私たちは︑今回得られた知見を活かし︑連合運動に邁進するとともに２０２２年のＪＲ連合運動を推進していく︒

もの︑労働組合の役割︑男女平等参画活動のあり方等について話を聞いた︒

長の経験が長く︑連合の女性代表を務めたという芳野会長の経歴も踏まえ︑あらためて連合運動に求められる

ＡＭ出身の芳野友子氏が会長に就任した︒そこで今回︑荻山市朗ＪＲ連合会長との新春対談を企画し︑単組委員

このような中︑２０２１年 月６日の連合﹁第 回定期大会﹂において︑機械・金属産業の産別組合であるＪ

また︑マスコミにも多く

頂きたいと思います︒

今回は︑荻山市朗ＪＲ連

ておめでとうございます︒

︻相良広報部長︼あけまし

の役員もたいへん勇気づけ

たいと思っています︒女性

ＪＲ連合も全力でお支えし

めでとうございます︒連合

︻芳野会長︼あけましてお

と思います︒

についてお聞かせ頂ければ

たことに︑敬意を表します︒ と役割︑労働組合の役割等

下で会長をお引き受けになっ

会長の芳野です︒よろしく

の色々な思い︑連合の意義

かなければならないと思い

いうものなのか発信してい

に対し︑労働組合とはどう

の皆様︑連合の外の人たち

ました︒もっともっと国民

いということがよくわかり

たく世の中に知られていな

身が連合会長になるとは思っ

お願いします︒まず︑私自

ちの政策を伝えていかなくて

ました︒そのうえでの私た

︻荻山会長︼連合の外にい

課題が変わってきているの

益の代表委員がいるため︑

会においても︑使用者や公

して意見

表委員と

労働者代

で︑必ずしも対応できない

確にすることで理解される

取り上げられ︑たくさんの

合会長と昨年 月に連合会
られ喜んでいます︒私も同

会長就任にあたっての抱負と
連合運動に求められるもの

長に就任された芳野友子会
じ学年ということで︑個人

中で労働組合のことが︑まっ

長との新春対談を企画しま
した︒
的にもたいへん親しみを持っ
ていなくて︑﹁役員推せん

は非常に重要だと思います︒
いない皆様や社会に向けて︑ 例えば︑各審議会に参加し

連合には︑組織化されて

況の中では︑覚悟を決める

労働運動を普及させていく

委員会﹂の推薦を頂いた状

はならないと思っています︒ る方々に対する社会的役割

︻荻山会長︼あけましてお
︻相良広報部長︼早速です

めでとうございます︒また︑ ております︒
ご就任おめでとうございま

︵※１︶連合は昨年︑これま
での男女平等参画推進計
画を改め︑﹁ジェンダー
平等推進計画﹂を策定︒
２０２１年 月〜２０２
４年９月までの３年間を
﹁フェーズ１﹂とし︑女
性役員や組合員の参画目
標を定めて取り組みを進
めている︒

取材を受けています︒その
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が︑まずは就任にあたって

前に報道が出てしまったと

を主張し

ても解決

には至ら

ないこと

もありま

められると思います︒

を丁寧に説明することが求

の立場で考えるのか︑労働

の時ある先輩から︑消費者

す︒だか

らこそ︑

見ておらず︑後から気が付

第一報のニュースを私自身

などを開催してきました︒

がシンポジウムや対話集会

れまでも非正規労働センター

上げを図っていくことも重

るのが実情です︒ここの底

まだまだ低位に置かれてい

掲げて交渉を行っており︑

となると︑当然︑深夜帯に

焼きたてのパンを食べたい

サービス業で例えると︑朝

いけないと言われました︒

方の側面から考えなければ

働いてそれを作る人が必要

要だと思っています︒

者の立場で考えるのか︑両

プロセス

くとＬＩＮＥやメール︑着

具体的には検討中ですが︑

労働組合が役割を発揮する
２０２２春季生活闘争を
信がたくさん入っていて︑

ですが︑その中に育児や介

方が折り合える解決が求め

などとは異なり︑ＪＲ産業

悟しなければなりません︒

︻芳野会長︼お話を伺って

られるということです︒

は相当取り残されているの

業を支援して頂きたいと

明るい展望を示すとともに︑ 連 合 に は ぜ ひ 私 た ち の 産

す︒中長期的にＪＲ産業の

思います︒

いて︑１９９９年の労働基

が増加傾向であることに危

ていくべき︑次期２０２２

当座の課題として賃金収入

また︑ＪＲ連合は︑ＪＲ

準法改正に伴う女子保護規

機感を持っています︒これ

春季生活闘争についてお聞

の減少から早期に回復する

７社に対応する７単組のほ

たからこそ︑生活者の目線

︻相良広報部長︼次に︑コ

それから︑女性の期待を

きしたいと思います︒

こと︑そ れ か ら 長 時 間 か つ

か︑グループ会社における

の労働組合に変えていかな

ロナ禍に伴う課題やここで

背負ってということになる

︻荻山会長︼ＪＲ産業は︑

不規則な泊り勤務や夜間の

定撤廃時の議論を思い出し

いと︑非正規雇用の方々と

こうした取り組みをさらに

は︑﹁就任おめでとう﹂と

と︑ジェンダー平等の視点

屋外作業など︑若手に敬遠

ました︒女性も夜間労働が

の格差是正は実現できず︑

充実させていきたいと思っ

いう内容で︑まだ何も決まっ

くことが必要だと思います︒ あらゆる業種の中で最も影

を運動のすべてに入れてい

響を受けた産業のひとつだ

単組も あります︒グルー

できるようになり︑時間外

例えば働く女性の貧困など

それで報道があったことを

ていない段階でしたが︑女

と思います︒徹底したコス

されるＪＲ特有の働き方を

プ労組はほぼ中小で︑パー

労働が男性と同じ上限３６

知りました︒その中で︑多

性がトップになることに対

多様性の時代ということか

改革することも重要だと思っ

トや契約といった非正規雇

０時間になるにあたり︑フ

護を抱える方がいると苦労

して多くの女性たちが歓迎

ら︑様々な立場の方々に関

ト削減を進め︑雇用調整助

ています︒２０２２春季生

用の組合員が多くいます︒

グループ労組の多くは︑賃

々に支えて頂いています︒

く層の意見対立があり︑大

男性と同じ働き方をしてい

ルタイムで働けない層と︑

規雇用といっても︑時代の

と思います︒そして︑非正

の解決に繋がっていかない

今︑こういう時代になっ

るかで働き方が変わり︑双

まり︑消費者の立場で考え

を強いることに繋がる︒つ

してくれていることに気が

成金を活用した一時帰休︑

ＪＲの産業は︑そうした方

が実情であり︑長期戦を覚

付きました︒それまで自分

わって頂くことによって課

産業雇用安定助成金を活用

活闘争はこうした課題の改

を何とか止めたいと思いま

はふさわしくないと思って

題が明確化され︑課題解決

善に取り組む重要な機会と

生じた課題の解決にも繋げ

るか︑労働者の立場で考え

いましたが︑過去︑優秀な

のスピードも上がっていく

した在籍型出向や︑ボーナ

ています︒

︵※２︶厚生労働省が実施す
る﹁賃金構造基本統計調
査 ﹂の﹁ 中企業 ﹂︵労働者数
１００〜９９９人以下︶
の
調査において︑低い方か
ら数えて全体の４分の１
番目に該当する者の賃金︒

女性役員の先輩たちが︑ガ

スの減額︑超勤抑制も行っ

捉え︑組 合 員 の 安 心 感 を 取

金センサスの中企業第一四

連合の﹁ジェンダー平等

１

と思います︒

計画﹂はフェーズ１に入り︑ て対応してきました︒この

り戻すメッセージを発信す

たので︑そうした私を育て

べく取り組みたいと思いま

２

ような中︑会社によって差

実効性を上げていく必要が

はありますが︑特に 代か

あります︒連合における意

流れの中で社会に欠かせな

て頂いた先輩たちの顔が浮

きな議論になりました︒そ

かび︑これはお引き受けし

任していく姿を見ていまし

ラスの上に行くことなく退

くの女性たちから届いたの

いうのが正直なところです︒ 役割があると思います︒こ

聞き手：相良広報部長

分位への到達を目標賃金に

92
す︒回復基調にある製造業

思決定の場への女性参画は︑ ら 代ぐらいの若手の離職

20

10

す︒コロナ禍の厳しい環境

10

なきゃいけないなと思うよ

30
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丁寧な活動をめざす芳野会長の思いに対し、それを支える決意を表明する荻山会長

第 635 号（２）

ＪＲ連合
令和 4 年
（2022）1月1日

２０２２ 新春対談

連合の役割とＪＲ連合運動

価値に見合った手当をして

い力になっており︑働きの
います︒

いかなければならないと思
して︑会社と交渉して勝ち

げ２％﹂をできる限り要求
解しています︒

る業種もあることは十分理
組合員が困っていることも

なく︑働き方や日頃職場の
働組合があるからこそ会社

で頂きたいと思います︒労

は言えても労使という関係

はできません︒上司に愚痴

踏み込んで頂けるのか︑こ

数で︑どうすればもう少し

当厳しい経営環境に置かれ

考えます︒ＪＲをはじめ相
あって︑賃金改定だけでは

るのは︑﹁春季生活闘争﹂で

一方で連合が発信してい
加盟組合の皆様に取り組ん

あり︑そうした取り組みも

議論していくことも必要で
問題を会社と話し合うこと

合が無かったら︑職場での

と交渉が出来る訳で︑労働組

て頂きたいと考えています︒ リーダーは︑女性が選ぶの

の役割をしっかりと発揮し

は作れないので︑労働組合

︻芳野会長︼私は︑女性の

こが大きな課題です︒

取っていくことが重要だと

連合としての波及効果を考

今年の春季生活闘争は︑
えれば︑﹁定昇２％＋賃上

いかなければなりません︒
しっかりと労働組合として

︻相良広報部長︼続いて︑
じました︒社内結婚も増え

ネットワークが大事だと感

立つと好評で︑女性同士の

くことも必要ですね︒ＪＲ

の皆さんから問題提起を頂

て掲げているので︑現業職

ステージで活躍を方針とし

︻荻山会長︼やはり︑女性

か︒

思いますがいかがでしょう

も重要なポイントであると

推進には︑女性役員の育成

壁を壊していくには︑覚悟

ことがたくさんあります︒

入っていくには︑壁が厚い

立っていて︑そこに女性が

性中心︑男性の発想で成り

今の世の中︑組合活動も男

りかけているママさん組合

現在ようやく子育てが終わ

少しずつ採用を拡大して︑

返ったら誰もいないような

作る必要があります︒振り

いて皆で支えていく構造を

身が選び︑選んだ責任にお

勇気を持てる女性を女性自

ことがあってはなりません︒

員が出てきていますが︑当
も多く︑まだまだ女性のキャ

初は出産を機に退職した方

が課題です︒１９９９年以降︑ と勇気が必要です︒覚悟と

の役員のなり手が少ないこと

が望ましいと思っています︒

底上げを図る活動を行って

男女平等参画の取り組みに
てきたので︑運転士や車掌

様々なステージでの
男女平等参画活動とは
ついてお話を聞いていきた

私が所属しているＪＵＫ

頂きたいと思います︒

いと思います︒
り勤務を調整して︑子供を

連合さんからもぜひご提起

一人で家に残さないように

の乗務員同士の夫婦間で泊

女平等参画の取り組みは︑

︻荻山会長︼ＪＲ連合の男
未だ発展途上の段階にあり
Ｉ労働組合では︑職場の意

後々楽しい思い出となって

して育児期間を乗り越える

います︒それから︑組合役

ます︒深夜労働が可能に

ケートな問題は︑若い方で

員を務めることは︑人生に

女性の役員が︑女性の権利な

はなく︑人生経験を備えて

リアプラン︑先輩の背中が

見えていないのが現状です︒ どを代弁者として主張してく

いる方の方が相談しやすい

見に基づき短時間勤務を充

れなければ︑信頼を得られな

とってプラスになることは

実させてきました︒職場の

他の産別に比べても活発で︑ いと思います︒役割を果た

と思います︒ 代後半から

よう工夫した運用をしてい

してくれる人材を女性自ら

るところもあります︒これ

ます︒キャリアを諦めず働

女性も多く参加してくれて

なった１９９９年以降︑

部門に職場異動することも

き続けられるよう︑現場︑
女

徐々に女性が増えて職場が
スタイルに合わせて対応で

性の声を大事にして議論を

代ぐらいの子育てが終わっ

らかというとホワイトカラー

等や男女平等参画で︑どち

連合では︑ジェンダー平
就業規則のメニューを増や

していくのか︑労働協約︑

うしても育児に専念したい

間勤務が使えないので︑ど

は限界があるので︑出勤日

で日中だけ勤務することに

頂けるとありがたいです︒

もそうした課題に着目して

部︑さらに産別となるとま

したが︑地方本部︑中央本

では女性役員が増えてきま

に支えられて今があります︒ ダーには役員を長く続けて

身も︑その多くの女性たち

望ましいと思います︒私自

きいと思います︒女性リー

た世代の女性がいるのは大

とも知り合うこともできま

もわかるし︑会社の外の人

はなりません︒会社のこと

おり︑分会や支部レベルま

青年・女性委員会の組織は

や女性だけの懇談会も開催

可能にしました︒

重ねています︒連合として

皆さんを集める職場懇談会

と仕事を両立できる環境を

︻荻山会長︼私たちは︑

も労働組合の発案で︑育児

あり︑他の産業に比べ遅れ

きるようにしてきました︒

知恵を絞った結果︑乗務員

拡大してきたという経緯も
ていると思います︒とりわ
して︑意見集約に丁寧に取

製造現場では︑ラインを突

立が課題です︒私たちは︑

だまだです︒専従役員も少

あっても︑絶対マイナスに

働く側が主導して改善しよう

然抜ける訳にはいかず短時

育児休職制度を充実させる

︻相良広報部長︼本活動の

コロナ禍でのコミュニケーションを模索

︻芳野会長︼自分自身の経

復職にあたって休職中の組
デーでは︑ホワイトカラー

性集会とか３・８国際女性

合で取り組んでいる中央女

したいと思います︒コロナ

組合活動についてもお聞き

に関連して︑最後に︑労働

︻相良広報部長︼役員育成

えられた仕事をして成果を

企業はトップダウン型で与

イス トゥ フェイス〟を重

思います︒私たちも〝フェ

できているのかが重要です︒ ︻荻山会長︼その通りだと

通・コミュニケーションが

要視して取り組みを進めて

ワイワイやった仲間とは距

です︒ただ︑かつて合宿で

で︑より一層の工夫が必要

た理由も出てきていますの

かなか参加できないといっ

て中や泊まり勤務の人がな

験からも︑組合活動は就業

合員を集め︑女性中心で職
の職場報告が中心だったか

出していきますが︑労働組

います︒一方︑オンライン

見直す必要があると考えて

ています︒活動のあり方を

も少なくなっていると感じ

さらには︑コミュニケーション

かりやっていかないと︑判

いますがいかがでしょうか︒ 要です︒〝聴くこと〟をしっ

トムアップの活動こそが重

め︑それを改善していくボ

う不満があるのかを拾い集

みにオンライン会議ツール

ります︒これまでの取り組

すくなったという利点もあ

られなかった人も参加しや

これまでなかなか集会に来

しいですが︑人と人との距

言われます︒コロナ禍で難

んって合宿好きですね﹂と

ています︒実は︑﹁芳野さ

離感が近く︑今でも繋がっ

後の時間が多いとか︑子育

場の組合員と交流する機会

禍に伴って人を集めにくく

会議等が普及することで︑

ています︒

を労働組合として企画して

もしれません︒連合として

課題を抱えていて︑どうい

なることで活動の量は減り︑ 合は逆で︑組合員がどんな

多かったからです︒そして︑ ︻芳野会長︼たしかに︑連

いる単組もあります︒会社

も女性の職域拡大︑様々な

友子

す︒だから私は︑ 年やっ

︻芳野会長︼絶対楽しいで

ていきたいと思います︒

伝えて︑そういう風土を作っ

連合の女性役員・組合員に

野会長の言葉として︑ＪＲ

やれということですね︒芳

︻荻山会長︼自信をもって

と思います︒

ですし︑長く続けて欲しい

にどんどん経験して欲しい

になります︒たくさんの人

す︒経験すればわかるよう

うのは︑必ずプラスなりま

さんの人と知り合えるとい

段の生活においても︑たく

す︒職業人生においても普

︻相良広報部長︼芳野会長︑

数を減らす方向で進めてい

頂きたいと思います︒

ぜひＪＲ連合の活動にも参

時には︑そ の 期 間 だ け 事 務

意を強くしました︒

加して下さい︒それではこ

して︑一人ひとりのライフ

また︑介護や育児のデリ

︻芳野会長︼私︑バリバリ

的な仕事を前提に議論され

るので︑それがいいと確信

昭和の運動が好きです︒合

より︑早く復職し︑ペース

を縮めないといけないと思

しています︒やり方を工夫

う取り組みを行うにしても︑

います︒

ていると思います︒ぜひ︑

︻荻山会長︼同世代なので︑ しながらも︑本質は受け継

泊り勤務︑不規則勤務︑あ

離感が希薄になってきてい

を 落 と してでも働いて頂く

る今こそ︑合宿みたいなや

よう促しています︒車両︑

を組み合わせたような︑新

れにて対談を終わります︒

〝フェイス トゥ フェイス〟
にこだわり

しい取り組み方も検討しな

いでいくべきだと思います︒ 宿で︑部屋で飲みながら朝

原点はもちろん︑コミュニ

断を誤ることもあると思い

非常に共感します︒私も先

芳野会長のお考えを聞いて︑ までしゃべったことなどは︑ ありがとうございました︒

るいは屋外作業をしている

︻芳野会長︼私は︑〝フェ

ます︒こういう時だからこ

り方もありだと思います︒

輩からその教えを受けてい

設備︑規 程 な ど が 毎 年 更 新

イス トゥ フェイス〟にこ

がらやっていきたいと考え

労働組合は︑お互いの距離

の面談よりも不安解消に役

（よしの ともこ）
（56歳）
［主な組合歴］
・1999年 9月
ＪＡＭ中央執行委員
・2010年10月
ＪＵＫＩ労働組合
中央執行委員長
・2015年 8月
ＪＡＭ副会長
・2015年10月
日本労働組合総連合会
副会長
・2021年10月
同 会長

■ 芳野

ているのです︵笑︶

30

ケーションだと思います︒

だわっています︒労働組合

そ︑〝フェイス トゥ フェ

ています︒ただし︑どうい

現場で働く方に目を向けて

は︑人と人との集まりなの

イス〟にこだわりたいと思っ

頂きたいと思います︒

が発掘し︑送り出す構図が

職場の働き方をどう整理を

40

され︑長く休むと不安になっ

50

て 退 職してしまうケースが

壁があり︑育児と仕事の両

と努力しているところです︒ り組んできました︒また︑

同世代の対談は、時間を忘れてお互いの思いを語り合った

けＪＲ特有の不規則勤務の

女性リーダーの覚悟と勇気を女性が支える構造が必要

で︑目と目を見て︑意思疎

芳野会長の運動の進め方に共感し、
その風土を作りたい

令和 4 年
（2022）1月1日

ＪＲ連合
（３）第 635 号（毎月1日発行）

革に並ぶ大きな転換期を迎えて
ラーは結果であり原因ではない﹂ 春季生活闘争を通じ組合員が安

機能を強化し︑﹁ヒューマンエ
心感を回復できるメッセージを

離職防止のためにも︑２０２２

新年おめでとうございます︒
いるといえます︒５月 日にＪ
Ｒ連合結成 周年を迎えます︒
との理念に基づき︑職場からの

組合員の皆様の日々の業務への

コロナ禍の長期化︑深刻化に
く仲間の安心を取り戻すために︑ てです︒昨年はＪＲ産業と働く

回復へ確かな見通しをつけ︑働

難局を克服してＪＲ産業の安定
次にコロナ禍への対策につい
上げとともに︑安心して働き続

ムで臨み︑基本給を重視した賃
められると考えます︒秋に記念

けるためには︑大胆な変革が求

て社会を支える役割を果たし続

伝えることが重要です︒ＪＲ７

より︑ＪＲグループは発足後最
責任ある運動を進める決意です︒ 仲間の雇用と生活を守るために︑ けられる魅力あるＪＲ産業を築

行事を開催し︑ＪＲの責任産別

について提起

重要課題３点 結成

単組とグループ 単組がワンチー

悪の経営危機に陥りました︒ワ

として未来志向の政策提言を発

Ｒ各社ともにコロナ前の水準に
しご挨拶とし

新年にあたり︑

は依然遠く︑多額の借入金等の

会長

荻山市朗

周年にあたり
責任ある運動を

︻新年あいさつ︼

します︒

クチン接種が進み︑昨年 月以
くべく︑泊勤

降︑ようやくＪＲのご利用も回

拡大もあり︑本格復調までは長

ＪＲ連合

方の見直しに

遠される働き

など若手に敬

連合への総結集︑さらにＪＲグ

産業に働くすべての仲間のＪＲ

信する予定です︒そして︑ＪＲ

職場不安が広がる危機にこそ︑

頼関係の充実を訴えます︒

も焦点を当て︑ ループの結束の強化︑労使の信
総合的な生活

改善を進めることとします︒

積極的に取り組み成果を収めて

り方と私たちの働き方﹂の提言

﹁将来を見据えたＪＲ産業のあ

てです︒ＪＲ連合は昨年６月に

わる重大事故はなかったものの︑ 請活動を繰り返し実施するなど︑ た中長期的な政策発信等につい

連合の活動への積極的な参加と

りません︒組合員の皆様のＪＲ

ケーションを強化しなければな

す︒組合員に寄り添いコミュニ

サービス連合︑航空連合と連携

きました︒本年も雇用対策をは

労働組合の役割が重要となりま

協力会社の社員７人が尊い命を
じめとする支援策や︑安心利用

先課題である安全確立について

最後に︑結成 周年を踏まえ

落とされるなど︑死亡労災︑重

して大臣をはじめ関係各所へ要

大労災が後を絶ちません︒ＪＲ

協力をお願いし︑新年にあたっ

施することを確認するとと

てのご挨拶といたします︒

もに︑榛葉会長と荻山会長

を発しました︒ポストコロナ時

ている︒ＪＲ産業はこの間

が挨拶でも述べた通り︑採

の促進︑息長い需要の底支えな

の経営悪化により︑地方路

算路線で不採算路線を維持

どを国に求めていきます︒また︑ 代にＪＲ産業が持続的に成長し

線の関係含め︑問題が山積

むこととした︒
冒頭︑榛葉会長

しており︑息の長い支援が

各社が経営危機にある今こそ︑

ＪＲ連合は 月 日︑第
回衆議院議員総選挙後初

となる第 回国会議員懇談
会を開催した︒会議には︑
榛葉賀津也会長
︵参・静岡︶
をはじめとする国会議員懇
談会の所属議員６人および
元副会長である伴野豊衆議
院議員が出席したほか︑Ｊ
Ｒ各単組代表者も出席した︒
国会議員懇談会所属議員

〜全国の仲間を
応援しよう〜

グループ労組めぐり

助けられた︒感謝

仲間の皆様に大変

では︑ＪＲ連合の

向けて取り組んでいく﹂と

制でしっかりと政策実現に

必要と考えている︒この体

いるという問題意識から︑

路線維持のあり方が崩れて

するというこれまでの地方

ついては次の通り︒

合国会議員懇談会の体制に

本会合で確認したＪＲ連

同

小川 淳也︵衆︶

伴野

豊︵衆︶

事務局長

幹 事 長浜 博行︵参︶

岸本 周平︵衆︶

申し上げたい﹂と

関する政策提言﹂をとりま

とめていくことを確認した︒ 副会長 泉

原口 一博︵衆︶

力強く挨拶した︒続いて荻

も聞いている︒しかしなが

同

山会長が挨拶し︑﹁ 月以

らＪＲ各社の経営体力は痛

会 長 榛葉賀津也︵参︶

先の総選挙に対す

泉健太衆議院議員が立憲民

んでおり︑回復には長期戦

﹁ＪＲ地方路線のあり方に ︻ＪＲ連合国会議員懇談会︼ 同
る感謝の言葉を述

降︑鉄道利用は回復基調に

主党の代表︑小川淳也事務

で臨まねばならない︒こ の

大串 博志︵衆︶
あり︑ 月も週末などはか

場に復帰したことから︑同

局長が同党政調会長に就任

同

べ︑併せて﹁ＪＲ

議員をあらためて副会長に

するなど重厚な布陣となっ

なりお客様が戻っていると

先の総選挙で惜敗したこと

迎えることを確認し︑８人

健太︵衆︶
連合の国会議員懇

で１人減の総勢７人の体制

体制で今後の取り組みに臨

談会は︑副会長の

となっていたが︑伴野衆議

は︑広田一前衆議院議員が

は︑﹁ 月の選挙

労働組合のチェック機能︑提言

です︒昨年１年間︑お客様に関

まず︑最優

ます︒

ん︒さらに若年層︑中堅層の離

期戦を覚悟しなければなりませ

復傾向にあります︒しかし︑Ｊ

それでは︑
務︑夜間作業

し︑心より感謝を申し上げます︒ 本年はこの重要な節目にあたり︑ 安全確立に全力をあげることと

ご精励と献身的な組合活動に対

18

院議員が４年ぶりに国政の

謹んで新春の
ご挨拶を申し上げます︒

火 災 共 済 入 院 共 済

交運共済はＪＲ職域生協として職場に働く皆さ
まとそのご家族の福祉向上に向けて︑これまで取り
組んでまいりました︒
現在の交運共済を取り巻く環境は︑年々厳しさ
を増しています︒
そのため︑将来的な事業の安定化
をはかりスケールメリットを追求していくことが組
合員の利益に資するとの判断から︑第一二二回通
常総代会において︑二〇二三年七月一日をもって﹁こ
くみん共済ｃｏｏｐ ﹂に契約移転することを決定い
たしました︒
組合員の皆さまには︑契約移転に関す
るご案 内を逐 次お送りいたします︒円 滑な契 約 移
転に関して取り組んでいきます︒
本年も交運共済役職員一丸となり︑皆さまの信
頼にお応えできるよう努めてまいります︒
これまで
同様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

総 合 共 済 生 命 共 済

経営悪化により︑内部補助

松岡 裕次

交通災害共済 自 賠 責 共 済

理事長

地震風水害共済 マイカー共済

で維持していた地方路線の

３ 保 障 制 度 総合医療共済

問題も待ったなしの状況に
なっている﹂とあらためて強
協議事項では︑﹁ＪＲ産

い危機感をあらわにした︒

子供生命共済

類焼損害保障
個人賠償保障
借家人賠償保障

業が危機を乗り越え︑持続

日時

１

可能な地域公共交通を構築
するための支援措置を求め

第34回中央委員会の開催について

10

ジェイアール東海ホテルズ労働組合は 「ホテルにお越し頂く皆様を笑顔にした
い」
、その気持ちを持ち続け、ホテルに
高山・豊橋・名古屋・新横浜・静岡に６
お越し頂けないお客様にもホテルのすば
ホテルを運営する会社の労働組合として
らしさをお届けしたいと思っています。
約650名の組合員で活動をしています。
私たちジェイアール東海ホテルズ組合員
一昨年結成20周年を迎え、本来であれ
一同、コロナに負けずこれからも誠心誠
ば盛大に祝賀会を開催するところでした
意お客様をお迎えします。
が、コロナ禍真只中で自粛を余儀なくさ
ジェイアール東海ホテルズ労働組合
れてしまいました。
は、そんな健気な組合員とその家族の幸
会社の経営状況は、昨年度より売上は
せの実現に向けて、労使一体となってこ
上向きつつあるものの、コロナ禍前の
の難局に立ち向かっていきます。
2019年度に対しては半分ほどと依然とし
て厳しい状況にあります。当社ではwith
コロナを見据えた新たな取り組みとして
昨年８月に
「名古屋マリオットアソシア
ホテルオンラインショップ」
を開設しま
した。
〝お家〟
時間の充実のお手伝いをさ
せて頂きたいと、ホテルの味をご自宅で
お召し上がり頂ける
「飛騨牛ビーフカレー」
や梨杏の
「特製 XO醤」
、那古亭の
「飛騨牛
のローストビーフ」
など、テイクアウト
商品をオンラインにて販売しています。
来年２月にはＪＲ東海マーケットで
「ジェイアール東海ホテルズオンライショッ
プ」
として、高山・豊橋・静岡のホテル
ジェイアール東海ホテルズ労組
オリジナル商品がお届けできるようにな
執行部の皆さん
（名古屋マリオットアソシアホテルにて）
ります。

交運共済 ニュース

多くの課題に危機感を持ち課題解決に挑む

ＪＲ連合
ふれあいキャンペーン

ジェイアール東海ホテルズ
労働組合
４

30

14

職が増加傾向にあり︑危機感を

「JR連合地方路線のあり方に関する
政策提言」のとりまとめを確認

92

る国土交通大臣要請﹂を実

２
３

2022年２月1日
（火）
13時から17時まで
場所 「ホテルグランヴィア京都」
議題 ①経過報告
②当面する活動方針
③2022春季生活闘争方針
④その他
出席範囲
① J R 連合役員
（特別執行委員、
会計監査員含む）
②中央委員含 35名
J R北労組１名、J R Eユニオ
ン１名、JR東海ユニオン11名、
J R西労組13名、J R四国労組
3名、J R九州労組5名、貨物
鉄産労１名
③特別中央委員含 9名
J R東海連合3名、J R西日本
連合3名、JR四国連合１名、
J R九州連合１名、J R貨物連
合１名
新型コロナウイルス感染症の感染状況に
鑑み、
傍聴者の出席は要請しません。
なお、
Zoomによるライブ配信を予定しています。

※
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こうした中︑私たちは国鉄改

伴野豊衆議院議員が副会長に

30

12

78

高める必要があります︒

第78回国会議員懇談会

30

10

49

第 635 号（４）

ＪＲ連合
令和 4 年
（2022）1月1日

