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大会は、２０１５年度経過
報告 を黒 木副 委員 長が 、２ ０
１６ 年度 方針 案を 千代 森書 記
長が 、組 織検 討委 員会 報告 を
西原 組織 部長 が提 起し 、財 政
につ いて は、 財政 小委 員会 の
的場委員長が報告した。
質 疑は 、５ 名の 発言 があ り
執行 部、 九州 本部 答弁 を受 け
２０ １５ 年度 経過 ・決 算、 ２
０１ ６年 度方 針・ 予算 が全 体
で承認された。
役員改正では、分会との連
携強 化、 運動 の具 体的 展開 の
ため 副委 員長 、執 行委 員を 増

１０月１５日に武公民館で
第２０回地区本部大会を開催
した。
１年間の経過を総括し、株
式上場が行われる中で、今後
の取組みについて確認し、闘
う方針を確立し、大会を成功
裏に終えました。
大会終了後は、「退職者送
別会」を開催し ました。
大会は、西原執行委員の
「１０月２５日にＪＲ九州が
株式上場される、効率化や合
理化が進められる可能性が大
きくなる。上場後の具体的闘
いを進めるためにも、今大会
で議論して方針を確立してほ
しい。」開催挨拶ではじまり
議長に、宮崎分会の下永代議
員を選出し大会を進行した
はじめに、原村委員長挨拶
裏
( 面記 載）その後来賓者５ 名
の皆様からの連帯の挨拶、九
州本部千々岩書記長の挨拶と
問題提起を頂いた。

員することを確認
した。
最後に原村委員
長の団結ガンバロ
ーで今後１年間全
組合員が 主 体的 にな
って取組むことを
誓い閉会しま した。
大会終了後は、鹿児島乗務
センター車掌の外園政光さん
宮崎事業部本所の国部孝志さ
ん、宮崎乗務センターの車掌
有嶋功さんの退職者送別会を
開催した。
３名の皆様は、分割・民営
化以降も国労に残り、積極的
に運動に参加してくださいま
した。本当に有難うございま
した。お疲れさまでした。
今後は、鉄退会で頑張られ
るそうです。
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☆若 手 、 Ｊ Ｒ Ｋ 等 を や っ て い
るが正当な評価がされてい
るかと疑問を持っている。
運動、組合とは何かを分か
っていない状況を考えなけ
ればならない。
☆株上場と言われているが、
今でも、駅には駅員がいな
い、ワンマンは増えている
利益優先に走る可能性があ
る。そのことを情報、掲示
板を活用し訴える行動が必
要。４両ワンマンの話もあ
るが、今反対し闘わないと
大変なこととなる。
☆株上場がされるが、社員株
主の解約等を理解してない
人が多い。組織として、株
主総会に向けた株取得の考
えはないか。
☆超勤関係でパソコンを労基
署が調査した。問題は、適
正要員が配置されてないか
ら、本部として具体的運動
の展開を図られたい。
☆５５歳以上、再雇用の賃金
について「同一労働同一賃
金」の立場からの要求と運
動の展開を進められたい。
☆技術継承ができてない。一
部職種では、若手ばかりで
ある。要員配置と具体的教
育の実施を 求めるべき。
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全力をあげ頑張ります
ご協力をお願いします。

国労鹿児島地区 本部第２０
回 定期大 会に参 加さ れた 代議
員 並びに 傍聴者 の皆 様に 心か
ら敬意を表します。
そして 、ご多 忙の 中、 お越
し いただ きまし た、 ご来 賓の
皆 さまに 心より 御礼 を申 し上
げ ます。 地区本 部執 行委 員長
の 原村で す。地 区本 部執 行委
員 会を代 表し、 ご挨 拶を 申し
あげます。
７月１ ０日に 行わ れた 第２
４ 回参議 院選挙 は、 与党 自民
党 が勝利 し、参 議院 での 改憲
発 動が可 能とな る３ 分の ２の
勢力を与える事になりました
しかし 、安倍 政権 の暴 走を
許さず、安全保障関連法 戦
(
争法 廃
) 止を求めるために野
党 統一候 補を３ ２選 挙区 で擁
立 し１１ 選挙区 で当 選す るな
ど 大きな 成果を 上げ るこ とが
できました。
また、福島県選 挙区と沖縄
県選挙区では現役の大臣候補
を破る結果を作り出しました
国会で は、与 党の 圧倒 的な
数 を背景 とした 、強 引な 運営
が 進めら れるこ とが 懸念 され
る 状況に ありま すが 、平 和憲
法 を守る 闘いや 、労 働法 制の

改悪 反 対 の 大 衆 運 動 を 強 め な
ければなりません。
４ 月１４ 日、 １６ 日に 相次
いで 発生し た熊 本地 震で は多
大な被害が発生しました。
改めて お
､ 亡くなりになられ
まし た方々 のご 冥福 をお 祈り
申し 上げる とと もに 、け がを
され た方々 、そ して 財産 を失
った 方々、 未だ に避 難所 暮ら
しを 余儀な くさ れて いる 方々
にお見舞いを申し上げます。
組 合員の 皆様 にご 協力 をお
願い した熊 本地 震義 援金 は、
国労 本部を 通じ て熊 本県 に届
けら れ、熊 本県 知事 から のお
礼状 がとど けら れま した 。こ
の場 をお借 りし てご 報告 申し
上げます。
地 震発生 以来 運転 を見 合わ
せていた九州新幹線熊本 新
−
水俣 間が４ 月２ ７日 、１ ３日
ぶりに九州新幹線の博多 鹿
−
児島 中央間 全線 の運 転が 臨時
ダイ ヤで運 行再 開さ れま した
が、 豊肥線 では 、肥 後大 津駅
から 宮地駅 間は 未だ に開 通の
目処が立っていません。安全
安定 輸送の 確立 に向 けて 労働
者の立場で復旧の取組を行っ
て行きたいと思います。
福島第一原発事 故で原発の
安全 神話は 完全 に崩 壊し たに
もか かわら ず、 昨年 ８月 １１
日に 川内原 発１ 号機 を、 １０
月１５日には２号機の再稼動
が強 行され まし が、 ７月 １０
日投 開票さ れた 鹿児 島県 知事
選挙 は、「 川内 原発 を停 止し
点検するよう九電に申し入れ
る」 との公 約を 掲げ た三 反園
訓氏が現職を破り、初当選し

ました。
知事就 任後 三反 園新 知事 は
熊本地震 で県 民の 不安 が高 ま
っている と、 九州 電力 社長 に
対して二 度に わた って 川内 原
発の一旦 停止 及び 点検 等を 要
請しまし たが 、九 州電 力は 、
一旦停止要請を拒否しました
しかし 川内 原発 １号 機は １
０月６日 から 定期 点検 のた め
に停止さ れ、 ２号 機も １２ 月
１６日か らの 定期 点検 のた め
に停止される予定です。
福島原 発事 故を 忘れ ず、 原
発に依存 しな い社 会づ くり を
進めるた め、 川内 原発 の廃 炉
へ向けた とり くみ を強 化す る
ことが求められています。
１１月１３ 日、「１１ ・１
３さよな ら原 発！ 全国 集会 」
が鹿児島 中央 駅東 口広 場で 開
催されま す。 全組 合員 の参 加
をお願いします 。
昨年９月強 行採決され た安
全保障関連法は、今年３月２
９日から 施行 され 、憲 法を 無
視して戦 争す る国 とな り、 南
スーダンへのＰＫＯを強化し
武器を携 行し た駆 けつ け警 護
も可能となりました。
また、 オス プレ イや 無人 偵
察機の購 入な ど、 防衛 予算 は
初めて５兆円を超えました。
昨年１０月、鹿屋市は海上
自衛隊鹿 屋航 空基 地で の米 軍
ＫＣ１３０ 空
( 中給 油機 の
)給
油訓練を 受け 入れ 、３ 種類 の
訓練を２ ０１ ７年 から 実施 す
る計画で 、防 衛省 はＭ Ｖ２ ２
オスプレイが給油訓練に参加
することを発表しました。米
軍は日米地位協定を根拠に、

この欠陥 機オ スプ レイ の自 由 特急列車 のワ ンマ ン運 転な ど
飛行、や がて は米 軍の 鹿屋 へ 今後更な る合 理化 、労 働強 化
の移駐な どの 可能 性が あり ま が行われ 、増 収ノ ルマ 等の 強
す。また 、馬 毛島 での ＦＣ Ｌ 要が拡大 され る事 が危 惧さ れ
Ｐ 米
( 空母 艦載機離 発着訓練 ) ます。
移設だけ でな く、 突如 行わ れ
私たちは上場 会社に相応 し
た７月１ ８日 翁長 知事 の馬 毛 い労働条 件を 求め て行 く必 要
島視察に より 、沖 縄基 地の 移 がありま す。 ５５ 歳、 ５７ 歳
設の可能性も出てきました。
の賃金減 額や 、６ ０歳 以降 の
これまで 以上 に反 対の 取組 を 再雇用に 対す る、 賃金 に見 合
強化する必要があります。
った労働 条件 など 強く 求め て
安倍政 権は 、沖 縄県 民の 民 行かなければなりません。
意を無視 して 米軍 優先 の政 策
公共交通とし ての使命を 守
を貫き、 ただ でさ え過 重な 負 り、安全 で安 心し て利 用出 来
担にあえ ぐ沖 縄に 、新 たな 基 る鉄道と 、そ こで 働く 労働 者
地負担を 押し 付け よう とし て の労働条 件を 確保 する 運動 を
います。
しっかり とお こな うこ とが 必
７ 月 の 参 議 院 選 挙 で 勝 利 す 要です。
最後に、今年 は国労結成 ７
るや辺野 古埋 立て 、高 江の ヘ
リ・パッ ド建 設強 行の ため 、 ０年の記 念す べき 年で あり ま
本土から ５０ ０人 もの 機動 隊 す。また 、鹿 児島 地方 本部 か
を投入し 、連 日、 市民 の抵 抗 ら、鹿児 島地 区本 部に 組織 形
を力で排 除し 続け てい ます 。 態の変更 が行 われ てか ら、 ２
また、自 衛隊 のヘ リコ プタ ー ０回目の 記念 すべ き大 会で あ
まで使っ て工 事用 の重 機や 大 ります。 結成 以来 多く の困 難
型トラッ クを 運ぶ とい う異 常 を乗り越 えて きた 歴史 と、 そ
事態になっています。
の闘いの 伝統 を次 ぎの 世代 引
沖縄県民 の民 意を 踏み にじ り き継ぎ、 多く の労 働者 の期 待
続ける安 倍政 権の 暴政 をや め に応えら れる 労働 組合 とし て
させる為 に私 たち も全 力を 挙 国労を継 続・ 発展 させ てい か
げる必要があります。
なければなりません。
１０月３０ 日１４時３ ０分
しかし 、地 区本 部組 織の 現
から、鹿 児島 市「 みな と大 通 状は一刻 の猶 予も 無い 状況 で
り公園」 で「 １０ ．３ ０戦 争 す。その 事を 組合 員一 人一 人
法廃止！ 県民 大集 会」 が開 催 が認識し 、組 織拡 大に 向け 、
されます 。ま た、 当日 １３ 時 さらに大 胆に 国労 加入 を訴 え
からは沖 縄か らの 高江 ヘリ パ ていく必要が有ります。
ッド建設 反対 の報 告集 会も 開
本日の 大会 が、 国労 鹿児 島
催されま す。 ぜひ 、参 加し て の新たな 飛躍 の出 発点 とな る
頂きたいと思います。
ようにお 願い 申し 上げ 、第 ２
Ｊ Ｒ 九 州 の 株 式 上 場 が １ ０ ０回定期 大会 の開 催に あた っ
月２５日 に行 われ るこ とが 決 ての挨拶といたします。
定し ました。

