明けまして
おめでとうございます
今年は熱く燃えて
運動を進めましょう
組合員、家族の皆様，新年明けましておめでとうござ
います。
昨年１０月、ＪＲ九州は株式上場を行いました。今後
これ以上に「労働強化」や「安全」が軽視され、株主本
位の効率が行われる事が危惧されます。
引き続き安全・安定輸送の確立と労働条件の改善を目
指して、運動の強化をして行く必要があります。
また、組織強化・拡大の取り組みも真剣に取り組みた
いと考えます。特に拡大は、僅々の問題から絶対的問題
という意識を組合員全員が持って取り組んで頂くをお願
いします。
地区 本部執 行委員会 は、闘い の先頭 に立 つ決 意を 申し
上げ、年頭の挨拶とします。
国労鹿児島地区本部執行委員長
原村 克則
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１２月１２日に地区本部
におい て、 九州 本部 水流組
織部長 を迎 え、 学習 会を開
催しました。
はじ めに 、水 流組 織部長
から
「平成 ２９ 年３ 月ダ イヤ改
正につ いて 」株 式上 場後初
のダイ ヤ改 正だ が、 特急４
両ワン マン や駅 体制 の見直
し、旅 行セ ンタ ーの 廃止等
の効率 化で １０ ０以 上の要
員削減 が行 われ る。 お客さ
まへの 安全 ・安 定輸 送とサ
ービス がな いが しろ にされ
る。ま た、 職場 では 今以上
の要員 減で 不安 が出 されて
いる。
今後 一層 の効 率化 が危惧
される 。九 州本 部と しては
反対の 立場 から 運動 を展開
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していきたい。
「 組織拡 大」 につ いて は、
最 近組織 拡大 が停 滞し てき
て いる。 若い 力等 を活 用に
つ いて、 もう 一度 総括 して
広 範に訴 える 行動 の展 開を
お 願いす る。 拡大 はま った
な しの状 況で ある こと を確
認して頂きたい。
また、 安全 ・事 故問 題、
Ｊ Ｒ北海 道の ロー カル 線問
題 につい ては 、全 国で 安全
キ ャンペ ーン を取 組む ので
各 地区本 部で 創意 工夫 して
取 り組ま れた い。 」と 提起
された。
続いて 、地 区本 部黒 木副
委 員長か ら、 「今 回の ダイ
ヤ 改正の 効率 化（ ４両 ワン
マ ン）に つい ては 、地 区本
部 として は、 重大 な決 意で
望 んでい く。 その ため にも
組 合員が 真剣 にな って 今以
上 の要求 の掘 り起 こし とあ
ら ゆる取 組み を進 める 事を
強 く求め たい 。」 と話 され
た。
議論の 後、 地区 本部 とし
て 、①組 織拡 大学 習交 流会
を 青年部 を読 んで 必ず 開催
す る。② ダイ ヤ改 正の 取り
組 みにつ ては 、各 組織 と連
携 して取 組み を進 める 。③
一 人一人 が自 覚す る組 織体
制 の確立 を図 る。 事を 確認
した。

平成２ ９年 ３月 ダイ ヤ改 正
の取組み

４両ワンマンをはじめ と
した効 率化 が提 案さ れて い
る、平 成２ ９年 ３月 ダイ ヤ
改正に 対し て、 国労 鹿児 島
地区本 部と して は、 提案 の
是正、 改善 に向 け取 組み を
強化するものとします。
以下 につ いて 提起 しま す
ので、 各分 会は 取組 みを 進
められたい。

①要求 の集 約に つい えは 指

示２ 号に 基づ き各 分会 が

行うこと。

②各分 会は 要求 の前 進を 図

るた めに 、職 場で の教 宣

活動を取り組むこと。

③産別 含め 各組 織と 連帯 し

て取 組み を進 める こと 。

④交渉 日程 及び 交渉 委員 に

ついては後日連絡する。

