◆東日本本部 として一括和解以降

も高崎で

歳の社会人 採用者が加入

名の 仲間を国労に 迎い入れ︑ 今年度
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あけ ましておめで とうござい ます︒ はありますが ︑整備新幹 線と並行在

事を 通じて他労組 組合員から 信頼さ

る大 きな課題です ︒職場にお いて仕

ＰＰ協 議への参加問 題は大企業 によ

が露わ になった結果 です︒また ︑Ｔ

ど︑国 民の期待を大 きく裏切る 姿勢

の穴埋 めのための消 費税増税論 議な

天間基 地移設問題や 法人税減税 とそ

改正な どの公約は棚 上げにされ ︑普

がって います︒労働 者派遣法の 抜本

党連立 政権に対し大 きな失望感 が広

事態は設備関 係にとどま らず︑すで

があることは 明らかです ︒こうした

パー社員の 技術力︑技術 継承の問題

す︒背景に は要員不足や 社員・プロ

働災害という 形で露呈し てきていま

せが相次ぐ輸 送障害や車 両故障︑労

する行き過ぎ た﹁合理化 ﹂のしわ寄

◆設備メンテ ナンス外注 化を始めと

い か な けれ ば な り ま せ ん ︒

課題について も引き続き 取り組んで

四国の経営問 題などの積 み残された

いる時はありません︒

ん︒ 今日ほど労働 組合が求め られて

代後 も依然として 解消されて いませ

ます ︒ワーキング プア問題は 政権交

を悪 くするという 悪循環に陥 ってい

民の 購買力を低下 させ︑さら に景気

◆大 企業に対する 富の一極集 中が国

して行きたいと思います︒

も重 要です︒引続 き取り組み を強化

時に 組織拡大に向 けた特別な 手立て

じて 運動への共感 を広げるこ とと同

れる こと︑目に見 える職場活 動を通

来線問題や

る地球 的規模での利 潤追求と農 業分

に提案されて いる車両メ ンテナンス

挨拶申し上げます︒

野など の弱者切り捨 てであり︑ まさ

外注化施策に ついても想 定されます︒

かり 据えて職場の 課題と同時 に﹁全
年を

一昨 年︑政権交代 を果たした 民主

に日本 の将来を左右 する重要課 題と

会社施策の問 題点・矛盾 点を洗い出
不 採用 問題 は発 生か ら

開 かれ まし た ︒こ の間 ︑ ﹁４ 党 合意 ﹂

会社との業務 分担や責任 分担が不明

外注化が進 行すれば︑ 本体と協力

や反 戦・平和など の課題につ いても

スト ラ﹂など全労 働者に関わ る課題
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と思います︒
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大きな 困難さを克服 しながら今 日の

組 合員︑家族の 皆様にとり まして
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今年も良い年でありますように！
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雇用先の違い や雇用形態 の違うすべ

また ︑東日 本にお いて は
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到達点を迎えることができました︒
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ての労働者に 目を向けた 新たな運動

る支援 ・共闘の力︑ そして世論 の力

瀬下
久米
渡邉
小林

が 求 め られ て い ま す ︒

です︒ それが政権交 代を契機に 政治

の提案 が行わ れよう とし て
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組合員 の団結の力︑ 物心両面に わた

解決へ の機運を後押 したのだと 思い

義を柱 に社員 間の競 争を か

います ︒その 狙いは 能力 主
しか し︑まだ﹁雇 用問題﹂と いう

きたて るもの と考え られ ま

ます︒

課題が 残っています ︒地方本部 も本

す︒公 正・公 平な制 度と 運

き た い と思 い ま す ︒

用をめ ざして 取り組 んで い

部の提 起に応え最終 解決まで奮 闘し
ていきたいと思います︒
一定 の到達点を迎 えた国鉄闘 争で

今年もよろしく
お願いいたします

解決 を押し上げた 力は︑当事 者と

用責任 なし﹂とする 最高裁判決 など︑ 確なってく ることは避け られません︒ 積極 的に取り上げ て闘ってい きたい

を巡る組織の混乱 と分裂︑﹁

に雇

取り組んでい かなければ なりません︒ 遣法 の抜本改正﹂ ﹁反首切り ・反リ

今 年も﹁職場に 労働運動を ﹂しっ
なっています︒

二〇一 一年の年頭に あたり︑一 言ご

貨物・北海道・九州・

組 織拡大は地方 本部の存在 に関わ

入者となっています︒

して くれました︒ ４年連続の 新採加
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国一 律最賃制の確 立﹂や﹁労 働者派
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し︑具体的 対案を示しな がら改善に

◆
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経てよ うやく全面解 決に向けた 扉が
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