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東海旅客鉄道労働組合退職者連絡会（ＪＲ東海ユニオンＯＢ会）

発行責任者 坂間

晴二

桜の花が景色に明るい彩りを付け、暖かい春を迎
えましたが、会員並びにご家族の皆様は、いかがお
過ごしでしょうか。
昨年 2 月、中国武漢に端を発した新型コロナウイ
ルス感染症に翻弄され、日々の生活が高齢者である
が故に、不安な日々を強いられてきました。緊急事
態宣言も全国的に解除されましたが、年度替わりの
この時期から「自粛疲れ」と「気の緩み」による、
お花見や歓送迎会、そしてイギリス型やブラジル型
などの変異株の影響による第 4 波が懸念されます。
ＪＲ東海ユニオンＯＢ会
私達高齢者は感染したその後が心配です、効果のあ
会長 坂間 晴二
るワクチンや治療薬や治療法が開発され、家族とも
ども安心した生活を送りたいものだと思います。まず自らの健康第一、そして家族の
ため、孫たちのため「自己防衛」に努めましょう。引き続き、
「三密禁止」
「マスク」
「うがい・手洗い」を励行して行きましょう。
この 3 月 11 日に、あの忌まわしい東日本大震災から丸 10 年が経過しました。し
かし、まだ仮設住宅での生活を余儀なくされている人や、原発事故の除染が完了せず
に故郷へ帰れず避難生活を続ける人、他所に移住する道を選択した人が多くいます。
本当に自然災害は恐ろしいものです。昨年は、7 月 4 日の「令和 2 年 7 月豪雨」や
9 月 6 日の「台風 10 号」と九州地方を襲った豪雨・河川の決壊等、また今年に入り
2 月 13 日には、福島県沖を震源とする地震発生と多くの仲間が被災されています。
お悔み申し上げるとともに、私達にはＪＲ唯一の職域共済「交運共済」があります。
自分がもしもの時に、また仲間がもしもの時に、お互いに助け合う「相互扶助」を目
指して、火災共済と地震風水害共済の加入をお勧めします。是非とも、多くの皆様に
加入して頂き、私達の「交運共済」を更に強固な組織へと育てて行きましょう。
さて、ＪＲ東海ユニオンＯＢ会は、
「高齢者が安心して生活できる社会」を目指し、
各地区本部での活動の充実を運動の柱に据え、多くの仲間との絆を大切に、多いに語
り、助け合い、高齢者の充実した生活、子供や孫の明るい未来を目指して活動してい
ます。令和 2 年度は、コロナウイルス感染症の影響で、幹事会や地区本部でのレクリ
エーション・学習会などが開催できません。コロナウイルス感染症の影響が落ち着い
てきましたら、また各種活動を仲間とともに推進して行きたいものです。
加えて、今年は選挙の年でもあります。「4 月解散」、「オリンピック閉会後解散」
等が、誠しやかに囁かれています。一部の特権階級的意識の政治家のためではなく、
利権に群がる経済界のためではなく、一生懸命、そして慎ましく生活している、より
多くの国民のためにも、高齢者特有の地域の中で培った、人間関係と絆を生かし、Ｊ
Ｒ東海ユニオンの仲間と協力し、その活動の一翼を担いたいと思っています。

ＪＲ東海ユニオン OB 会
事務長 松葉孝三

参考：
「誤職性肺炎を予防するために:東戸大子医療センター海老原覚先生著」
誤嚥性肺炎とは、誤嚥(食べ物や唾液などが誤って気道内に入ってしまうこと)
から発症する肺炎のことで、誤嚥性肺炎の発症には、飲み込みに関係する機能が
えん げ

低下している(嚥下機能障害)ことが、背景にあります。肺炎は、近年日本人の死
亡原因 3 位という高い割合を占めています。入院を要した高齢患者の肺炎の種類
を調べたデータによると、80 歳代の約 8 割、90 歳以上では、9.5 割以上が誤嚥性
肺炎であったと報告されています。つまり、後期高齢者の肺炎のほとんどは、誤
嚥性肺炎だといわれています。「原因」として、食べ物などの飲み込みがうまくで
きなくなることを背景として、発症します。こうした飲み込みに関する障害を、
え ん げ しょう が い

嚥下 障 害といいます。嚥下障害が存在すると、唾液や食べ物などと共に細菌が誤
って気道内に入り込み、肺炎が発症されることになります。口腔内に常在する多
数の細菌に肺炎を起こす可能性があることが、こうしたことから、容易に想像さ
れます。「症状」は、肺炎の名前から想像される通り、発熱、咳、痰などが代表的
な症状となります。「治療」は、急性期においては、抗生物質の投与が重要になり
ます。さらに、口腔内の細菌が誤嚥性肺炎の原因であることから、口腔内ケアを
しっかり行うことも重要です。「対策」として、"
きくち体操(2021.2.26 朝日新聞)"が、お勧めで
す。胸の前を開けば、肋骨に囲まれた肺も広が
り、内臓の働きも良くなり、つばもよく出て、の
み込めるようになります。①肩幅より、やや広く
足を開いて立ち、後ろで手を組む②そのまま上を
向く。口をぐっと結んで、大きく目を見開いて上
を見る。首の前、腕の付け棍、胸、脚の付け根が
伸びたなと感じ取れたら、五つ数える。③腕を体
から離し、さらに上を見る。この動きをして、深
い呼吸が出来れば、免疫力が上がり、血流も良く
なる。気づいたときに後ろで手を組み、胸郭を広
げると良いとのことです。

２月 17 日から医療従事者への先行接種約 370 万に続いて、4 月以降 65 歳の高齢者（2021 年度
中に 65 歳以上になる人）約 3600 万人の優先接種へと進められる予定です。しかし、ワクチン供
給スケジュールに不透明感があり、場合によっては 5 月にずれ込む可能性があります。この情報
が会員の皆さんのお手元に届く間にさらに接種スケジュールに変更がある可能性がありますの
で、日々の情報収集にご注意ください。
ワクチンは原則として住民票がある市町村で接種します。受けるかどうかは個人の判断で全額
公費でまかなわれます。長期の入院や老人ホームなどに入居している人は、その施設で接種する
こともできます。実施方法は市町村によって違いますが大きくは集団接種と個別接種があります。
接 種 場 所
■集団接種：大規模病院、市民センターや公民館などの公共施設、土日だけ小中学校の体育
館を使うケースもある。
■個別接種：インフルエンザの予防接種と同じように身近な「かかりつけ医」で受ける。
申 し 込 み
■市町村から「接種券」（クーポン券）が届く。65 歳以上の高齢者には 3 月中旬から郵送さ
れる予定であるが、ワクチンの接種が 4 月からずれ込む可能性もあります。自治体によっ
ては接種前に体調を確認する「予診票」を同封する場合もあります。
■集団接種はインターネットや電話で予約し、個別接種は近くの診療所に電話予約します。
会場の流れ
当日は接種券に加え、運転免許証や健康保険証など本人確認書類を持参すること。入口で検
温があり、心臓病や糖尿病などの基礎疾患、服用している薬などを予診票に記入し、医師と
問診して接種の最終判断をする。経過観察のため 15 分から 30 分程の待機を求められます。
副

反

応

通常のワクチンと同様、副反応の恐れがあり、腫れや頭痛などのほか、まれに重いアレルギ
ー反応が出るアナフィラキシー症状も報告されているが、今のところ日本においてはまだ大
きな問題となっていない。不安がある場合コールセンタが設置される。

年金生活者をターゲットに
政府、年収 200 万円以上対象
政府は２月５日、75 歳以上の医療費窓口負担について、年金を含む年収 200 万円以上の人を対
象に１割から２割に引き上げる医療制度改革関連法案を閣議決定し、今国会での成立を目指す。
実施時期は 2022 年度後半としている。引き上げ対象は約 370 万人。高齢者に手厚い給付の仕組
みを見直し、現役世代の負担を軽減することを狙いとしている。
現在、75 歳以上の医療費窓口負担は原則１割。単身で約 383 万円以上と現役世代並みの収入の
ある人は３割を負担している。それ以外は１割となっており、今回の改正は１割負担となってい
る人を対象に２割負担の枠を新設するというものである。具体的には単身で年収 200 万円以上、
夫婦世帯では合計 320 万円以上の人を対象としている。
政府が今回の制度改革を決めたのは、現役世代の負担軽減が狙いである。現在の医療費制度は
現役世代からの支援金で約４割を賄っているのが現状である。一方で、団塊の世代が来年から 75
歳になり始め、2025 年には全員が 75 歳となるため、今後数年間で高齢者の人口が急増する。こ
れに伴い、医療費も大きく膨らむ見込みだ。今回の制度改革により 2025 年度で年間 830 億円程
度、現役世代の負担を軽くする効果があると見込んでいる。
立憲民主党はじめ野党は「負担が２倍になれば患者は受診を控える。ましてやコロナ禍での負
担増などありえない。医療機関がつぶれてしまう」と反対を訴えている。
ナショナルセンターの連合は、私たちＪＲ連合をはじめとする加盟産別や各退職者連絡会組織
を通じて、この間意見集約を行い、連合としての政策「要求と提言」において、以下の通り要望
している。
〇基本的な考え方
国民医療費は 40 兆円を超え、高齢化や医療の高度化などによって今後も医療費の増加が見込ま
れる中、高齢者医療への現役世代の被用者保険からの拠出金等は、特に健康保険組合では拠出
金と法定給付費を合わせた経費（義務的経費）の 5 割に迫っている。経済力によって医療アク
セスに差が生じないよう配慮しつつ、被保険者の納得性確保と、保険者機能を積極的に発揮で
きる医療保険制度の確立に向け、高齢者医療制度の抜本改革を進めていく必要がある。
〇具体的な提言
現行の高齢者医療制度は廃止し、保険者機能が十分に発揮される仕組みとするため、被用者保
険全体で退職者を共同で支える「退職者健康保険制度」（仮称）を創設することをめざし、当
面、以下のとおりの見直しをはかる。
①被用者保険による高齢者医療への拠出金が今後も増加していくことに対し、医療の効率的
な提供などによる医療費適正化を推進するとともに、所得再分配機能の強化、公費の拡充
などを通じて、保険者機能を発揮できる保険運営を支援する。
②任意継続被保険者制度や特例退職者被保険者制度を利用しやすくするための要件緩和をは
かる。
以上の通り、足元の医療費逼迫に対して窓口負担を引き上げて急場を凌ぐといった対処療法で
はなく、高齢者医療制度そのものの抜本改革が必要とのスタンスに立っている。
いずれにせよ、医療費 2 割窓口負担を推し進めるよりは、少子化問題を何とかしろと言いた
い。仕事と子育ての両立支援、子育て費用軽減いわゆる「経済的要因」が非婚化と晩婚化による
出生率の低下を招いているのではないか。

三 重 旅 再 発 見

VISON=ヴィソン完成図予想図

三重県は北の方が名古屋に近く、
様々なレジャー施設もあり多くの家
族連れの観光客が訪れます。また、
ご存じのように伊勢志摩や南紀は、
風光明媚な景色と豊富な海の食材・
温泉を生かした泊りがけの観光地に
なっています。一方、松阪から紀州
方面は、目新しい見どころもなく、
お客様が素通りしてしまう地域にな
っています。今回は、中南勢につい
て皆様に知ってもらい、是非来訪し
ていただきたいと思っています。

松阪は、言わずと知れた松阪牛の産地で、松阪駅近
隣には、すき焼きをはじめ牛焼き肉の美味しいい店が
軒を連ねています。しかしあまり知られていないＢ級
グルメとして、テレビでも紹介された松阪鳥焼肉があ
ります。これらの店舗は、市街地から少し離れた主要
街道沿いの、田園の広がるところやと、山裾の静かな
ところに、ポツンポツンとあります。これまた、美味
しくて、大変安価なので、牛焼き肉とはまた違った人
気があります。家族連れや、スポーツ大会の後の打ち
上げなどで、賑わっております。是非一度、ご賞味く
ださい。きっと、リピーターになってしまいます。
もう一つのトピックスは、伊勢自動車道勢和多気インター沿線に出来る『滞在型複合施設ヴィ
ソン』です。
食と健康をテーマにした施設で、ホテル・温浴施設・食と産直市場などが建設されます。２０
２1 年春の開業を目指していますが、コロナ等で少し遅れそうな気配です。完成の暁には、のん
びりゆっくりとした、ひと時を過ごして頂ければと。是非とも、お越しをお待ちしております。

松阪鳥焼肉は甘辛の味噌ダレが絶品!
しかも安い。インターネットで下調べ
をして行けば間違いなし!

ＪＲ東海ユニオン
中央執行副委員長 尾内 裕昭
陽春の候、諸先輩の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃から私ど
もＪＲ東海ユニオンに対し、格別のご厚誼をいただき厚く御礼申し上げます。
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受け、依然として世の中は厳しい状況であります。ＪＲ東
海においても、１月中旬より新幹線の運行本数の見直しとともに、１月下旬から一時帰休を実施し、２月下
旬には今期末の業績見通しの下方修正を行うなど、来期に亘る影響が懸念されております。一方で、予断を
許さない状況ではあるものの、昨春の状況と比して輸送の需要は底固く推移している状況でもあります。
今後に向けては、東京オリンピックの開催可否等も含め、社会・経済・政治の見通しは、依然として不透
明な状況も続いていますが、その一方で、爆発的感染拡大の一定の減退、ワクチン接種開始等の明るい材料
も生まれ始めており、徐々に回復していくことも望まれます。
こうした中、ＪＲ東海ユニオンは２０２１春季生活闘争をスタートさせ、通期の業績予想が大きな純損失
を見込む状況下で、言うまでもなく労使が初めて経験する超異常事態において、手探り状態での交渉を展開
してきました。こうした危機下においてこそ、双方がこの間築いてきた労使関係をベースに、今後も目指す
３世代の鉄道事業の運営をはじめ、急速な世代交代が進み多くの若い力を採用する状況下などを鑑み、
「人
への投資」に重点を置き、
「定期昇給の年度初完全実施」、
「賃金をはじめ、各種労働条件・制度・福利厚生
の改善等を含む『総合生活改善の原資』として月例賃金総額の改善」
、および「夏季手当の満額支給」の要
求を申し入れてきました。
ＪＲ東海ユニオン組合員は、コロナ禍で感染リスクに晒されながらも、各職場で社業を懸命に支え続け奮
闘して頂いております。労使がこれに如何にして報い、応えるかが重要であり、多種多様な事情を抱える組
合員が、安心とやりがいを持って働き続けられる、より魅力的な労働条件・制度・環境を整備していく取り
組みが不可欠でもあります。併せて各種業務ツールやシステムについても、如何にして非効率な状況を変え
ていくか、職場設備・施設の老朽化に、如何にして対応していくのか、これらに早急に措置をすることが、
組合員の更なる頑張りや生産性向上、ひいては将来的な人材確保に繋がると考えています。加えて、グルー
プ会社や協力会社では、ＪＲ東海会社以上に労働力不足が深刻化しており、ソフト・ハードともに切迫した
状況が生まれていることから、グループ会社や協力会社の人材確保、課題解決に向けての議論をＪＲ東海労
使で深め、自らの重要課題として対応していくことも必要であると思っています。
結果として、３月１８日に会社側から回答がなされ、ベースアップは実施しませんでしたが、
「定期昇給
の年度初完全実施」を獲得しました。また、制度政策面での多くの改善を図ることが出来ました。なお、夏
季手当については、満額回答に至らなかったものの、働く者の労苦と抱く感情を直視した回答を強く求め、
２．２箇月の回答を得ました。会社業績が著しく悪化し続ける中でも、組合員の頑張りに報い、今後の更な
る尽力への期待を込めた誠意ある回答と捉え、また現時点で獲得し得る最大限の結果を引き出したものと判
断し、妥結に至りました。
なお、本交渉が力強く展開できるのは、諸先輩の皆さまが、永きに亘り築き上げて頂いた、健全で強固な
労使関係の賜物だと考えております。これからも、私たちＪＲ東海ユニオン現役世代は、諸先輩の皆さまが
築き上げて頂いた、労使関係をより強固なものとし、将来宣言に基づく会社の発展と組合員と御家族の幸せ
の実現を目指して邁進して参ります。
ＪＲ東海ユニオン退職者連絡会の先輩方には、お体に十分気を付けて頂き、現役世代への御指導を引き続
き賜りたいと存じます。宜しくお願い申し上げます。

交運共済では、新型コロナウイルス感染症に感染された組合員で総合共済または入院共済に
ご加入をされている場合、入院給付金は以下の取り扱いとなります。
【入院共済金の支払いについて】
新型コロナウイルス感染症を原因として、医師に指示により入院した場合、入院給付金の支
払い対象となります。※適応条件の詳細は交運共済へお問合せ下さい。
医療機関が満床等の事情で入院ができず、ホテルや自宅での療養を行っている場合も各種証
明書をご提出頂くことで、入院給付金のお支払い対象となります。

「水道管凍結修理費用共済金」
保障内容

専用水道管または水管もしくはこれらに類するものに凍結により１万円以上の
損壊が生じ、その損壊について修理費用を共済関係者が自己の費用で支払った場
合に共済金が支払われます。
（パッキングのみに生じた損壊は対象外）

保障条件

火災共済の合計口数（建物・家財）が５０口以上の場合

保障金額

共済契約関係者が自己の費用で修理を行った金額
ただし、１回の事故につき、１世帯ごとに１０万円を限度

そ の 他

水道管等が凍結したことにより、住宅に損害がおよび火災等共済金が支払われる
場合には、水道管凍結修理費用共済は支払われません。
※「共済契約者関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一緒にする親族

ご不明な点はフリーコールまでご連絡下さい。

フリーコール
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