新年おめでとうございま

けた流れが強まっていま

いよいよ憲法「改正」にむ

ールや手続きに屋上屋を架

打ち出すものの、既存のル

点を抽出し、新たな対策を

上げを期待したい」と ％

関し「今年並みの水準の賃

会議」で、２０１７春闘に

発生するなど、自然災害が

記録した鳥取県中部地震が

さらに 月には震度六弱を

が東北と北海道を直撃し、

う、数を背景として異論に

整備推進法の強行採決とい

合型リゾート施設（ＩＲ）

法案に続き、衆議院での統

Ｐ）承認案や年金制度改革

の環太平洋連携協定（ＴＰ

また、第１９２回国会で

の確立にむけて取り組んで

すい安全ルール・システム

ています。簡素で分かりや

きだ」という声が寄せられ

「実態に即して見直しすべ

ル・手続きの簡素化」や

係の職場から「安全ルー

してきたため、特に設備関

クスを再加速させたいとい

を刺激し失速するアベノミ

となり、賃金アップで消費

る「官製春闘」は四年連続

した。政府が賃上げを求め

い」と異例の要請を行いま

いて「実施をお願いした

め、特にベースアップにつ

以上の賃上げを経済界に求

れがさらに大きなものと

とともに、この加入の流

心から感謝を申し上げる

る組合員の努力と実践に

的な成果を生み出してい

ました。加入という具体

仲間に加入していただき

本でそれぞれ一名の若き

昨年末に横浜、長野地

大同団結・一元化
にむけて

日本各地に大きな爪痕を残

耳を貸さない自民党の強引

まいります。

昨年 月の熊本地震に続

す。
す。

しました。

な国会運営は断じて容認で

き、今年 月には台風十号

あらためて、犠牲になら

きるものではありませんで

なるよう引き続きの取り

れたみなさまに衷心よりお

り、若い社員から選択され

織拡大」は最大の課題であ

繰り返すまでもなく「組

組みを要請します。

る労働組合として成長し続

経団連は「ベースアップ

アップにこだわることなく

てきたように、ＪＲ本体が

各種手当を含めて「年収全

けなければなりません。そ

は選択肢の一つであり各社
改正案の成立は断念したも

の成長の先に「ＪＲ労働運

の判断だ」と述べ、ベース
のの、暴走を続ける安倍政

体で考えることが必要だ」

動の大同団結・一元化」の

取り組む安全教育・取り組

権に対して、平和と民主主

連合は、第 回中央委員

との見解を示しています。

みをグループ会社はもちろ

義を守る労働組合の真価が

先の国会では労働時間規

問われています。私たちが

制の緩和を柱とした労基法

う狙いがあります。

悔やみを申し上げるととも

した。
まにお見舞い申し上げま

議院議員通常選挙は、選挙

共生・未来への責任」とい

支持する民進党も「自由・

寄与する取り組みを強化し

上げ・底支え、格差是正に

会で賃上げ要求水準は「底

化」という組織方針を掲げ

働運動の大同団結・一元

展望があります。「ＪＲ労

議席を獲得し、憲法改正に

ら再び信頼される政党へと

した政策を対置し、国民か

期昇給相当分含めて計 ％

程度とする」ことを決定し

もちろん、組合員個々の組

織方針の確立と実践をお願

決算では、単体・連結とも

とり）」と呼ばれ「果実

今年は「丁酉（ひのと

いいたします。

に営業収益は五期連続の増

が極限まで熟した状態」

ＪＲ東日本の第 四半期

ています。

信と確信をもち、各機関は

れてから初めての国政選挙

賛同する改憲勢力も三分の

脱皮をしなければなりませ

労使の垣根を越えた

ん。

二を上回る結果となりまし
た。
月の第１９２回国会で
の所信表明演説では、安倍

収かつ第 四半期決算とし

いう異様な光景が繰り広げ

が一斉に起立し拍手すると

を贈ると多くの自民党議員

りません。私たちが求める

越えて取り組まなければな

課題であり、労使の垣根を

鉄道の安全確立は最優先

会社にも積極的に展開し、

ん、パートナー会社や協力

益となったことから、増収

増加し、すべての利益が減

金繰入などに伴い営業費が

の、新幹線大規模改修引当

ては過去最高となったもの

れています。酉年生まれ

果を得られる年とも言わ

が酉年であり、結果や成

頂点まで極まった状態」

という由来から「物事が

安全確立の取り組みを

2
安全確立の取り組みの第一

首相が自衛隊の活動に賛辞

2

70
られ、 月には ヶ月ぶり

2

選過半数を大きく上回る

となりましたが、与党が改

権が 歳以上に引き下げら

第三に、これまでも求め

に、被害に遭われたみなさ

2

4

る唯一の労働組合として自

求

渡 辺

う政治理念に基づき、自民

中央執行委員長

て ％程度を基準とし、定

新年のごあいさつ

す。

信頼される
民進党への脱皮
月に行われた第 回参
24

次派遣部隊から付与され、

維持活動（ＰＫＯ）第十一

衛」が南スーダン国連平和

警護」と「宿営地の共同防

関連法に基づく「駆けつけ

を再開し、そして安全保障

に参議院憲法審査会が議論

す。

能を強化することにありま

働組合としてのチェック機

の場を求めるとともに、労

見も反映するよう労使協議

定プロセスに労働組合の意

生した際の再発防止策の策

は、重大インシデントが発

達成にむけて労働組合とし

ープ安全計画２０１８」の

事故ゼロ」の実現と「グル

の死亡事故ゼロ・重大労災

「すべてのＪＲ関係労働者

き、お客さまは無論のこと

ればなりません。引き続

安全の裾野を拡大させなけ

績は向上しています。競争

の変化にあっても確実に業

口の減少」という社会構造

「少子高齢化、労働生産人

す「不透明な景気動向」や

しかし、経営側が繰り返

減益となっています。

われています。今年が組

る可能性のある年とも言

得られる区切りの年とな

実りの多い一年、成果の

などの長所があり、より

迷いがない、行動力抜群

活動できる一年となるよ

にとってもより積極的に

合員と家族のみなさまに

は、鋭い直感力、決断に

月 日から活動が開始さ

第二に、安全ルールの抜

れました。第一次安倍政権

本的な見直しを求め、職場

を創造し、そこに働く労働

うご祈念申し上げ、新年

の挨拶といたします。

者に相応しい賃上げを求め

す。

て２０１７春闘を闘いま

とって実りある一年とな

から、国家安全保障会議

実態や実際の作業手順に合

安倍首相は昨年 月に開

り、東日本ユニオン組織

（ＮＳＣ）の設置や国民投

わせた安全ルールの確立を

材への投資という将来にわ
票法、特定秘密保護法の制

求めます。これまでの対策

たって成長するＪＲ東日本
定、憲法解釈の変更や安全

催された「働き方改革実現

て取り組んでまいります。

保障関連法など、憲法と安

では事故が起きた際に問題

２０１７春闘の
取り組み
保を巡る政策を推し進め、

11
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作品名：センリョウと折り鶴
作成者：若林正浩さん（長野地本・長野総合運輸区）

グリーンスタッフの採用に関する団体交渉を開催
作化で業務の進め方は変わ

経営側 ＩＣＴ化や遠隔操
では埋まらない」と主張し

の担っている仕事は効率化

ない」「グリーンスタッフ

雑な見積査定業務に多くの

ているにもかかわらず、煩

等）と反復継続的に契約し

れた会社（パートナー会社

羽越線事故現場慰霊碑に献花

安全の確立にむけた決意を新たに

団体交渉では、さらなる
本、業種別協議会との連

働く組合員をはじめ、各地

引き続き、駅や旅行業で

土木部門においては、工

業務を実施する。

ら、より効率的な見積査定

労力を費やしていることか

いと「安全の確立」にむけ

度と事故を起こさせない想

つ慰霊碑に献花を行い、二

い命を失った事故現場に建

本の協力のもと、五名の尊
い。

者の死亡事故も後を絶たな

をつくりだしていこう。
は査定した工種の査定率を

い、その他の工種について
ら丸

生した羽越線脱線事故か

２００５年 月 日に発

画作成等）については、支

会い、社内外調整、工事計

建築工事の計画業務（立

ける既存グループの配置に

支社設備部（施設部）にお

置とするほか、必要により

て、支社土木担当課への配

ーのうち必要な要員につい

土木部門における建設集

②建設
 工事集約発注の拡大

きる制度を導入する。

効率的な査定方法を採用で

総括的な査定率を活用した

実績における直接工事費の

ートナー会社等ごとの契約

建築部門においては、パ

せない取り

故を風化さ

使ともに事

になり、労

占めるよう

社員が多く

に入社した

では事故後

経営側 景気動向や少子化
により、
当社やグループ会社

本部は 月 日に経営側

社等の能力活用を行うこと

いては、支社土木担当課に

おり、パートナー会社等の

定方式）は、広く定着して

価格の設定（以後、見積査

見積書の査定による基準

大及び他部門で実施されて

段階での能力活用の適用拡

また、建築部門では、設計

による工事平準化を図る。

あらためて「お客さまと
すべてのＪＲ関係労働者の
死亡事故ゼロ・重大労災事
故ゼロ」にむけ、職場から
闘いをつくりだす決意を誓
った。

新年明けましておめで

年来の相棒となりまし

た。長い付き合いの友人

たち（中高年暴走族で

はありませんよ。念のた

め）や職場の後輩、若手

とのツーリング旅行が何

よりの楽しみです。

今までいろいろなバイ

クに乗ってきました。最

初 に 買 っ た バ イ ク は「スズ

キＧ Ｔ３８０」で、その後は

「スズキＴ２５０」
「ヤマハＤ

Ｔ２５０」
「スズキガンマ２５

年前に購入し
に勤務し、車掌として中

私は現在、立川車掌区

です。ダブワンは私がバ

キＷ １（通称／ダブワン）」

た １ ９ ７ ３ 年 製 の「カワサ

が、今は

０」を乗り回してきました

央線と青梅線に乗務して

とうございます。

年になる。各職場

より「土木・建築部門にお
社建築担当課と建築技術セ

構造物管理グループ（仮

により、鉄道工事の経験豊

集約し、より効率的な業務

いる施工監理業務等のパー

いる。また、ＪＲ関係労働

効率化施策の推進をにじま
携・協議を深め、効率化施
事費総価の七割以上につい

の事故が繰り返し発生して

っていくが、営業で活躍す
た。

を担っている。今回の施策
せる経営側に対して「成果
策の検証とあわせて問題の

本部は 月 日、新潟地

る社員は正社員として採用

は採用市場が芳しくないこ
と課題をハッキリさせるべ

した中での運用となる。
号「グリーンスタッフの採
とが理由であり、水平分業

駅と旅行業の
「これからのあり方」
を質す
用に関する申し入れ」の団
とは別である。

本部は 月 日、申第二

体交渉を行った。
はない」ということで良いか。 化は会社の発展につながら
採用する方式を導入する。

〈団体交渉議論の要旨〉 組 合 側 「 業 務 委 託の推 進 きだ。振り返りのない効率 抽出や営業職場の将来展望 て 現 行 と 同 様 の 査 定 を 行 た決意を新たにした。
組合側 グリーンスタッフ
制度を廃止する理由に「社
「土木・建築部門における
会的な環境変化」があげら
一部業務の見直しについて」の提案を受ける

ける一部業務の見直しにつ
ンターの双方で対応してい

れているが、この「社会的

への入 社 を 選 択 する労 働 者
いて」の提案を受けた。本

統合し、建築設備センター

称）を新設し、構造物管理

富な施工者の技術、ノウハ

執行体制にすることで業務

見積の精度・信頼性も向上

トナー会社等への業務委託

ら憧れていたバイクで、

イクに乗り始めたころか
私の自慢は愛車のオー

います。

12：30 ＪＡ長野県ビル

12：30 オークラ千葉ホテル

１月22日

求

本年もよろしく
お願い申し上げます

渡 辺

中央執行委員長

中央執行副委員長

鈴 木
仁
野 上 隆 浩

和
朋
義
孝
成

圭 一
巧
幸
亮
則
昭
弘

生 田 俊 勝

書記長

本
谷
村
澤
戸
藤
下

中央執行委員

藤
角
岡
長
瀬
佐
宮

柳 澤 敏 幸

特別執行委員

会計監査員

小 宮
実
鎌 田 義 則
嶋 田 信 胤

書 記

齋 藤 ゆ み
三 島 光 子

で語り合うこともありま

載されたこともあるんで

ジン」の取材を受け、掲

きが読む「カワサキマガ

実はカワサキのバイク好

かけて完成させました。

友人から譲り受け、一年

ージです。工務店を営む

美味しいお酒を飲みまし

なバイクを肴に、一緒に

をおかけ下さい。大好き

見かけたら、お気軽に声

り、愛車で爆走する私を

Ｌ」のヘルメットをかぶ

ンテージ物の「Ｂ Ｅ Ｌ

この記事を読んで、ビ

す。

すよ。このガレージで仲

も大好きです！（笑）

ちなみにキレイな女性

ょう！ヨロシク！

き、時を忘れて夜遅くま

がらバイク談議に花が咲

間とともに整備をしな

慢は愛車を格納するガレ

さらに、もう一つの自

長野地方本部

12：45 地本事務所

念願叶って今の愛車とな

※14時から座談会あり

千葉地方本部

労使で真摯な議論を行うことを確認

が減少している。募集をかけ
提案の目的として、経営側

（仮称）を新設し、計画か

業務をより効率的に統括す

ウを取り入れつつ、業務の

のスピード感を上げ、地域

している。一方で、当社

制度を導入し、業務輻輳時

工事契約等業務の効率化

社会の付託に応えるととも

（支社や技術センター）に

の平準化を図る。

りました。

11：00 ホテルラングウッド

１月21日

16：00 山形国際ホテル

東京地方本部

仙台地方本部

12：30 八王子労政会館

高崎地方本部

11：30 地本事務所
歳で自動

トバイです。

二輪の免許を取得し、

10：40 水戸駅エクセル6Ｆエクセルホール

１月20日

13：30 高崎市労使会館3Ｆ大ホール

水戸地方本部

16：00 秋田市・イヤタカ

横浜地方本部

１月14日

八王子地方本部

25

（立川車掌区）

所

１月 ４日

23

12

高水 悟さん

場

間

大宮地方本部

な環境変化」とは何か。

くなったということである。

ても 良い人 材の確 保が難し
ついて見直しを行う。

組みが行わ

るが、一部支社において当

約工事は、契約の早期化お

は「日頃行っている業務を

れている。

組合側 グリーンスタッフ

よび工事平準化に多大なる

該業務を支社建築担当課に

しかし、そ

効率化し、生み出された時

効果をあげているため、適

の一方で重

は現在何名か。

用範囲を拡大するとともに

④土木
 技術センターの業務
執行体制の一部変更（土
木）

大事故並び

特化させることにより、業

建築部門にも導入する。

に同種同様

務品質の向上と一部重複し

今後、土木構造物老朽化

③部外 （ パ ー ト ナ ー 会 社

命的損傷をより未然に把握

間を判断業務の中で有効に
気象等にもしっかりカバー ている業務の効率化を図る。

の急激な進展に対して、致

の統合（建築）

活用していくことや、異常
②支社
 と建築技術センター

土木、建築部門ではこれ

旅行業に５００名で合計１
できる集中した組織体制を

し、予防保全や戦略的な措

までも、工事契約（設計）

経営側 駅に１０００名、
５００名である。
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