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図るために も今税制改
正を勝ち取 らなければ
ならない﹂ と改めて決
意を示した︒
さらに︑ 政務・党務
の重要ポス トに就かれ
た多くの国 会議員から
連帯の挨拶 を頂くとと
もに︑ＪＲ 各社︵ＪＲ
北海道︑Ｊ Ｒ四国︵泉
社長︶︑Ｊ Ｒ九州︑Ｊ
Ｒ貨物︶の 会社幹部か
らもＪＲ連 合の取り組
みに対する 御礼︑そし
てＪＲ連合 とともに実
現まで共に 連帯する旨
の挨拶を受けた︒
また︑税 制改正要望
実現に向け て組合員︑
家族また地 域の方のご
協力を得て 精力的に展
開してきた 署名活動に
より集約できた 万２
９５２筆も の署名を︑
ＪＲ四国労 組中濱委員
長をはじめ ︑各単組委
員長からＪ Ｒ連合国会
議員懇談会 副会長の榛
葉賀津也参 議院議員に
提出した︒ その際︑中
濱委員長か ら﹁ＪＲ四
国はＪＲ三 島会社の中
で経営基盤 がもっとも
脆弱であり ︑税制特例
措置は必要 不可欠であ
る︒ＪＲ四 国労組とし
ても最後ま で全力で取
り組んでい く﹂と挨拶

国土交通大臣︑総務大臣政務官へ
署名を提出！

２ ０１１ 年１ ２月２ 日

ＪＲ に関わ る２ ０１２ 税制改 正要 望を実 現し よう！
１２ ．２ 政策実 現院 内集会

えた︒
その後福田総務大臣
政務官を訪問し︑署名
の提出等要請行動を展
開した︒

以上、 決議 する。

なければ︑将来に亘っ
ての安定経営はできな
い︒是非とも最後の最
後までねばり強く交渉
を行っていただきたい﹂
と署名提出とともに訴

ＪＲ は未来 永劫 に亘 り地域 の足 とし て地域 の発 展を 支え 続けて いく 使命 を帯
び てい る。そ の役 割を ＪＲが 将来 に亘 って果 たし 続け るた めにも 、今 次２ ０１
２ 税制 改正に おい て、 我々の 要望 事項 を必ず や実 現さ せな ければ なら ない 。要
望 実現に 向け て総力 をあげ て最 大限の 取り 組みを 最後ま で展 開して いく 。

した︒
最後に 特別決議を満
場一致で 確認し︑最高
潮のまま閉会となった︒
集会後 には︑ＪＲ四
国労組組合員 名など
単組の組 合員でＪＲ三
島・貨物 税制特例に関
して︑全 ての国会議員
への要請 行動を展開し
た︒

地域 の鉄道 を維 持す べく、 １０ ０を 超える 地方 議会 が当 該措置 延長 を要 望す
る 意見 書採択 を行 った 。そし て１ ２万 名を超 える 全国 の仲 間が署 名行 動を 展開
し た。 さる１ １月 ２８ 日には 、民 主党 税制調 査会 がＪ Ｒに 関わる 各種 税制 特例
措 置を重 点事 項に盛 り込ん だ要 請書を 政府 に提出 した。 全て の環境 は整 った。

ＪＲ連合は 月２日
の要望実現集会の終了
後︑ＪＲ連合役員及び
ＪＲ四国労組中濱委員
長をはじめ各単組の代
表者で前田国土交通大
臣︑福田総務大臣政務
官に対し署名を提出し
た︒
まず前田国土交通大
臣へ要請に赴き︑代表
して坪井会長から﹁Ｊ
Ｒ三島会社そしてＪＲ
貨物は極めて脆弱な経
営を強いられている︒
今回で期限切れを迎え
る各種税制特例措置が

ＪＲ 三島会 社及 びＪ Ｒ貨物 が適 用を 受けて いる 固定 資産 税、都 市計 画税 等に
対 する 課税軽 減措 置、 さらに は軽 油引 取税減 免措 置が 本年 度末に 期限 切れ を迎
え る。 こうし た税 制措 置はＪ Ｒ各 社、 とりわ けＪ Ｒ三 島会 社及び ＪＲ 貨物 の安
定 経営 の確保 ない しは 将来展 望を 明確 にする 上で 不可 欠な 措置で あり 、今 次税
制 改正で 適用 期限の 延長を 図る ことを 強く 要望し ている 。
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そうし た中 で迎え る２０ １２ 税制改 正は 極めて 重要な 意味 を持っ てい る。
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ＪＲ が発足 して 間も なく２ ５年 が経 過する 。「 鉄道 の再 生」を 目的 とし た国
鉄 改革 の理念 のも と、 ＪＲは 弛ま ぬ経 営努力 と、 これ を支 える組 合員 の懸 命な
努 力に より、 安全 性と サービ スを 向上 させる とと もに 、国 民の足 とし て、 さら
に は地 域を支 える 社会 インフ ラと して その役 割を 全う し、 日本経 済、 そし て地
域 社会を 支え てきた 。
一 方で、経営基 盤が脆弱なＪＲ 三島会社（Ｊ Ｒ北海道、Ｊ Ｒ四国、Ｊ Ｒ九州）
及 びＪ Ｒ貨物 は厳 しい 経営状 況に 置か れてい る。 この 間、 経営安 定基 金の 運用
益 ない しは税 制特 例措 置によ る支 援策 が講じ られ ると とも に、各 社と も労 使を
あ げた 血の滲 むよ うな 努力を 重ね てき たもの の、 過疎 化、 少子化 の影 響や 、折
り しも の超低 金利 によ る運用 益の 半減 といっ た外 部環 境の 影響等 も相 俟っ て、
依 然とし て自 立経営 確保の 見通 しが立 って いない 状況で ある 。

12

２０１２税制改正
要望実現集会を開催！
ＪＲ連合は 月２日︑
世紀 の鉄道を考える
議員フォーラ ムと共催
で﹁ＪＲに関 わる２０
１２税制改正 要望を実
現しよう！ ・２政策
実現院内集会 ﹂を開催
した︒
集会には議 員フォー
ラム所属議員約 名が
参加した他︑ 秘書︑Ｊ
Ｒ各社の幹部 ︑地方議
員︑ＪＲ連合 執行部︑
ＪＲ四国労組 から参加
の 名 をはじめとする
各単組組合員 ら総勢３
００名ほどが 出席し︑
熱気溢れる集 会となっ
た︒
冒頭松野会 長から︑
﹁今回の税制 改正は今
まさに正念場 である︒
我々の要望事 項を勝ち
取るべく︑最 後の最後
まで連携して 取り組ん
で行こう！﹂ と力強い
挨拶があった︒
続いてＪＲ 連合坪井
会長 が挨拶 を行い ︑
﹁ＪＲ三島・貨物にとっ
て税制支援策 は経営安
定に資する極 めて重要
な措置である ︒１０１
もの議会で税 制特例措
置延長の意見 書を採択
いただき︑ 万を超え
る署名も集ま った︒各
社の経営基盤 の確立を

ＪＲに関わる２０１２税制改正要望の実現を求める特別決議
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第８回
﹁四国の鉄道を考える
国会議員連絡会﹂開催！
政 策 課 題 の 解 決 と 鉄道を維持するための
今 後 の 課 題 に つ い 支援継続に向け︑連絡
会各位のご協力をお願
て意思統一！
いしたい﹂と訴えた︒
また︑ＪＲ連合の坪
井会長から︑﹁多くの
自治体の方々に︑地方
鉄道の厳しさを訴え︑
全国 箇所の議会で意
見書採択を頂いた︒Ｊ
Ｒ連合としても︑ＪＲ
三島・貨物会社の自立
経営を確保するための
課題解決に向け取り組
んで行きたい﹂との挨
拶を受けた︒
その後︑嶋田副委員
長より①三島・承継特
例︑②意見書採択︑③
署名活動それぞれにつ
いて説明と報告を行っ
た︒
続いて︑会社を代表
して泉社長から︑ＪＲ
四国の中長期収支見通
しと税制改正︑西牧常
務から四国の鉄道の高
速化に向けた今後の課
題について説明を受け
た後︑出席した国会議
員による活発な意見交
換が行われた︒
ＪＲ四国労組は︑
月 日︵金︶８時より
参議院議員会館会議室
において︑第８回﹁四
国の鉄道を考える国会
議員連絡会﹂︵勉強会︶
を開催した︒
勉強会には早朝より︑
連絡会に加入する衆参
国会議員︵秘書含む︶
並びにＪＲ連合・ＪＲ
四国労組役員及び会社
幹部ら総勢 名が参加
し︑﹁税制特例措置
︵三島・承継特例︶﹂
等の支援策及びＪＲ四
国の中長期収支見通し
と今後の課題について
意見交換が行われた︒
冒頭︑連絡会を代表
して武内会長は﹁国土
交通部門会議から党の
税調へと議論が進んで
いる︒来週には税調の
総会が開催される予定
であり大きな山場を迎
える︒しっかりと議論
し︑四国選出の国会議
員として声を出して頂
きたい﹂と挨拶があっ
た︒
主催者を代表して中
濱委員長は﹁ＪＲ四国
は︑国鉄から移行して
年を迎えるが︑未だ
自立経営が困難な状況
にある︒そのような中︑
﹃税制特例措置︵三島・
承継特例︶﹄等の支援
策が今年度末に期限切
れを迎えるが︑四国の
11
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係業務体制の見直し
等︑職場における諸
問題をはじめとする
労働条件や今年度末
で期限切れを迎える
税制特例措置に関す
る政策課題等につい
て意見が出され︑執
行部より答弁を受け
た後︑満場一致で採
択され た︒
なお︑各支部の新
三役は 次のとお り
◎香川 支部
議長
山本 達也
副議 長 宮武 賢弘
副議 長 浅地 健司
事務 長 嶋家 正芳
◎愛媛 支部
議長
國重 武人
副議 長 山本 鉄平

副議長 窪内 智
副議長 丹下 隆司
事務長 松浦 正朗
◎ 徳島支 部
議長
弓立 雅博
副議長 前田 卓也
事務長 笹岡 慎平
◎ 高知支 部
議長
佐藤 祐一
副議長 山本 真二
副議長 高橋 裕喜
事務長 岩水 謙典
◎ 本社支 部
議長
田中 英敬
副議長 高橋 渓
副議長 岡林 陽子
事務長 下村 賢司
◎ 自動車 支部
議長
北川 豊大
副議長 堺原 啓
事務長
小 比賀加 津代

第１回
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歳以降の働き方検討委員会を開催！
迎える社員が１ ００
名を超える状況 が９
年間続く中で︑ 今後
のエキスパート 社員
の多様な働き方 を検
討することであ る︒
第１回の委員 会で

は︑今後のスケジュー
ル 等について確認す
る と共に︑アンケー
ト の実施を含め︑エ
キ スパート社員の多
様 な働き方について
議 論を進めていくこ
と とした︒

開会
新春交歓会
（表彰及び成人祝典を含む）
１５：３０ 閉会

２ 場所
３ 内容
１３：００
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ト社 員制度が導入さ
れ１ 年が経過し︑今
後︑平成 年度から
は公 的年金の報酬比
例部 分が段階的に引
き上げられ︑平成
年度からは︑ 歳を

新成人への記念品の
贈呈について
⑤ＪＲ四国労組﹁第
回定期本部委員会﹂
の開催について
・招集について
・特別本部委員︑傍聴
者及び会場係の取り
扱いについて
・活動方針骨子︵案︶
について
⑥当面するスケジュー
ルについて
⑦その他
・分会大会の開催日程
について
・男女平等参画推進委
員会の開催について
・第２回 歳以降の働
き方検討委員会の開
催について
・次期︵第６回︶執行
委員会の開催につい
て

日時

60

月 日︵ 金 ︶
時より﹁第１回 歳
以降の働き方検討 委
員会﹂を開催した ︒
この委員会を設 置
した目的は︑平成
年４月にエキスパ ー

︻議事︼

Ｊ Ｒ 四 国 労 組
２０１２年「新春交歓会」の開催について

Ｊ Ｒ 四 国 労 組
第２５回定期本部委員会の開催について
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① 歳以降の働き方検
討委員会について
②平成 年度の年末手
当・年末賞与の妥結
承認について
③ダイヤ改正実施に伴
う経営協議会の付議
事項について
④ＪＲ四国労組﹁新春
交歓会﹂の開催につ
いて
・出席者︑招待者につ
いて
・特別功労者表彰及び

60

14
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果について
第 ５ 回 本 部 執 行 委 員 会 開 催 ︵部会︶
・工務部会定期委員会
を述べた︒
︵共闘︶
経過報告と議事につ ・ＪＲ四国労組退職者
いては次のとおり︒
連絡会総会
︵ＪＲ連合︶
・安全対策会議
︻経過報告︼
・ＪＲ連合結成 周年
記念作業部会
・地方議員団連絡会総
会
・ 世紀の鉄道を考え
る議員フォーラム政
策勉強会
・青女定期総会
・役員セミナー
・グループＰＴ・幹事
会
・賃金問題専門委員会
・拡大代表者会議
25
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︵組織︶
・組織の強化拡大
︵経協︶
・中間決算︵ＪＲ四国・
ジェイアール四国バ
ス
・保線関係業務体制の
見直し︑確定拠出年
金制度の導入
︵団交︶
・平成 年度の年末手
当・年末賞与︵ＪＲ
四国・ジェイアール
四国バス︶
︵青女︶
・支部青女定期委員会
︵徳島・愛媛・本社・
自動車・香川︶
︵レク︶
・第 回本部ゴルフ大
会
︵政策︶
・第８回﹁四国の鉄道
を考える国会議員連
絡会﹂
・﹁ＪＲ三島・貨物会
社の自立経営確保を
はじめとした︑ＪＲ
が抱える課題の解決
を求める署名﹂の結
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月 日︵金︶第１
回 歳以降の働き方検
討委員会終了後﹁第５
回本部執行委員会﹂を
開催した︒
冒頭︑中濱委員長は︑
﹁ 月９日の経営協議
会において︑確定拠出
年金制度の導入につい
て及び保線関係業務体
制の見直しについて説
明を受けた︒保線関係
業務体制の見直しにつ
いては︑具体的にはマ
ルタイ業務を直轄施工
に戻す内容である︒今
後︑組合員の意見を集
約し︑疑問点等につい
て経営協議会に付議し
解明していく︒
政策に関しては︑今
年度末で期限切れを迎
える税制特例措置につ
いて︑現在︑民主党税
制調査会において議論
されている中︑三島・
承継特例を重点項目に
挙げるべくＪＲ連合・
ＪＲ連合国会議員懇と
連絡を密にし取り組ん
でいる︒今後︑政府税
制調査会での議論に向
け進むこととなるが︑
最後まで精一杯取り組
んでいきたい﹂と考え
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平成２４年１月８日（日）
１３時より
「ホテルサンルート瀬戸大橋」

２ 場所
３ 議題
(1)定期大会以降の経過について
(2)２０１２春季生活闘争方針をはじめと
する当面の活動方針（案）について
(3)その他

21

60

１

平成２４年２月１０日（金）
１３時より１７時まで
「ホテルサンルート瀬戸大橋」

日時
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支部青 年女性 会議 定期委 員会
６ 支 部 全 て 終 了 ！
ＪＲ四国労組青年
女性会議の各支部定
期 委 員会 が ︑ 月 ５
日の徳島支部をトッ
プ に︑ 月 日 愛 媛
支 部︑ 月 日 本 社
支 部︑ 月 日 自 動
車 支部 ︑ 月 日 に
香 川支 部 ︑ 月 日
に高知支部が開催さ
れ︑６支部全ての定
期委員会が終了した︒
各 支部 と も 月 ２
日に開催された本部
青 年 女性 会 議 第 回
定期委員会に基づき︑
スローガン︑経過報
告及び活動方針を提
起︑各委員から安全・
安定輸送︑収入確保︑
来年度から導入され
る半休制度︑保線関
11
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