第五回定期大会運動方針
（案）
実際の作業手順にあわせた

見直しを求め、職場実態や

に、安全ルールの抜本的な

ェック機能を強化するため

収となり、第 四半期決算

に営業収益は五期連続の増

た。また、単体・連結とも

「増収増益」となりまし

な流れとなり全地本に広が

とともに、組織拡大が大き

に心から感謝を申し上げる

み出している各地本の努力

織拡大の具体的な成果を生

条約締結のために成立を急

「国連の国際組織犯罪防止

の声を無視したばかりか

審議してほしいという国民

十分な時間をかけて慎重に

ると、いまだＪＲ労働者の

一方のＪＲ労働運動を見

と成果を発信しています。

鉄改革から今日までの歩み

を用いて会社視点による国

験不足」や「技術の未習

伴い、ＪＲ採用社員の「経

迎えています。そのことに

が業務の中心を担う時期を

ら四十代のＪＲ採用の社員

ちろん、パートナー会社や

ついて、グループ会社はも

組む安全教育・取り組みに

強化や成長への投資、人材

います。私たちは、競争力

も、確実に業績は向上して

社会構造の変化にあって

経営側が繰り返し述べる

結集軸の創造であり、少数

針は、ＪＲ労働者の新しい

結・一元化」という組織方

「ＪＲ労働運動の大同団

続きの取り組みを要請しま

ることができるよう、引き

り、具体的な成果を勝ち取

園を巡る首相の働きかけに

明記発言」や森友・加計学

また「自衛隊の憲法九条

た。

たことも明らかにされまし

の書簡を政府に送付してい

罪法案は言論や表現の自由

て国連特別報告者が「共謀

ぐ」としていた政府に対し

合員や、およそ労働組合運

別」「排除」されてきた組

社によって「差別」「選

偏重の労務政策のもとで会

成の過程では、ＪＲ東労組

働組合を結成しました。結

切り拓くべくＪＲ東日本労

同団結・一元化」の端緒を

あります。

力が分散されている状況に

る安全レベルを維持してい

技術や経験によって、今あ

的には国鉄採用社員の持つ

る」としていますが、現実

育成や技術継承を行ってい

ＯＪＴなどを通じて「人材

えてきます。会社は研修や

熟度を不安視する声も聞こ

安全意識の低下や技術の習

また、ＪＲ本体の業務がグ

熟」が危惧されています。

としては過去最高を記録し

協力会社にも積極的に安全

への投資という将来にわた

ではあってもＪＲ東労組を

対する疑惑解明など、政治

動とは言えない「労組解体

安全ルールの確立を求めま

の取り組みを拡大し、安全

って成長するＪＲ東日本を

凌駕する戦略と戦術を確立

の腐敗を追及し、反原発の

場討議資料

の裾野を広げ、引き続き

創造するとともに、そこに

し、信頼されるパートナー

闘いや沖縄・辺野古の新基

第一次草案 職

「すべてのＪＲ関係労働者

働く労働者にふさわしい賃

組合へと成長していかなけ

ました。

昨年の第四回定期大会以降、安全の確立と労働条件の向上にむけた取り組みに

の死亡事故ゼロ・重大労災

上げを求め闘うべく「社員

ればなりません。「ＪＲ労

す。また、ＪＲ本体が取り

全力を傾注し、全組合員参加の運動を進める過程で培った組織強化のもと、十名

事故ゼロ」の実現をめざし

一律６０００円の賃上げ」

私たちは２０１３年 月

日に「ＪＲ労働運動の大

本部は「組合員一人一行

自信と確信を持ち、大同団

る唯一の労働組合としての

化」という組織方針を掲げ

働運動の大同団結・一元

民党政治との対抗軸を明確

期総選挙勝利にむけて、自

安倍政権の悪政に反対し次

貧困に反対する闘いなど、

地建設反対、社会の格差と

の「統一と団結」を成し得

れ体験してきた組合員同士

間の「負の歴史」をそれぞ

など、ＪＲ発足から三十年

運動」を担ってきた組合員

ロ」を実現するために、職

死亡事故・重大労災事故ゼ

「お客さまとＪＲ労働者の

る実態があります。

れ、グループ会社社員等の

ループ会社等に委託化さ

Ｊ Ｒ発足から三十年の節目を迎え、第五回定期大会は職場にＪ Ｒ労働運動を残

て取り組むとともに、急激

を要求し、２０１７春闘を

Ｊ Ｒ東日本労働組合は 月 日、ホテルラングウッド（東京都）において第五

し広めるため、今ある現実の変革に挑戦していくリスタートの場となる。これま

な世代交代による技術断層

動」による運動の展開と、

結・一元化にむけて各級機

く「ＪＲ労働運動の大同団

けた組織方針草案」に基づ

い労働組合運動の創造にむ

「ＪＲ東日本における新し

の確立、組織強化・拡大と

「部内原因」が１４３０

ど鉄道会社に原因がある

や車両、施設のトラブルな

％減、このうち係員のミス

７３３件で前年度比 ・

送障害事故の総件数は、４

鉄を含む２０１５年度の輸

なりました。連合の第三回

獲得をめざす重要な闘いと

正にむけ、 年連続のベア

の底上げ・底支えと格差是

対」のスト権問題や春闘要

ＪＲ東労組の「格差ベア反

ざしてきました。しかし、

職場からの春闘再構築をめ

要請します。

の組織方針の確立と実践を

関はもちろん、組合員個々

へと脱皮をしなければなり

から再び信頼される民進党

にした政策を対置し、国民

情を乗り越え合い、認め合

とりが現実に向き合い、感

てきました。組合員一人ひ

図らなくてはなりません。

提言へと高め、問題解決を

場からの声を組織の要求や

が、２０１７春闘に水を差

の確認」という取り組み

求提出前の「定額ベア実施

罪」の趣旨を盛り込んだ

計画段階で処罰する「共謀

や犯罪を未然に防ぐために

した安倍一強政治は、テロ

圧倒的な数の力を背景と

極的に取り組める組織へと

地域共闘や政治活動など積

変革の担い手である以上、

さらに、労働組合は社会

ません。

変革にむけた努力に他なり

共通の目的と組合員自身の

合員の利益を守る」という

得ることができたのは「組

って「統一と団結」を成し

題解決の取り組みを進めま

申し入れや提言を通じて問

各地本との連携を強化し、

団」である業種別協議会や

引き続き「業務のプロ集
日）
では、 月内決着の取
り 組みが前 進し、賃 上げ も

すこととなりました。

います。しかし、ＪＲ東日
本は３７７件（新幹線を除

前年同時期の水準をほぼ維

回目となる団体交渉で経営

り、衆議院で強行採決しま

案」を野党の反対を押し切

る「組織犯罪処罰法改正

「テロ等準備罪」を新設す

創造するために、新たな一

され信頼される労働組合を

えて、多くの社員から共感

ます。労働組合の垣根を越

成長することが課題となり

Ｒ労働運動の未来を決める

たことを見れば、組織とＪ

日本労働組合をつくってき

とりの努力が今あるＪＲ東

ません。その組合員一人ひ

条件や労働環境は「大きく

長と比して、私たちの労働

迎えた今、会社の発展と成

す。

おり、特に人為的ミスによ

側は「基本給の改定を実施

した。国民の ％強が「政
や検査業務等の外注化によ

す。こうした事態に「修繕

ものの依然として格差は大

差は縮小傾向にあるという

ん。また、大手と中小の格

する水準には至っていませ

の額は個人消費をけん引

げは継続されたものの、そ

件を求めて２０１８春闘を

にふさわしい賃金や労働条

にＪＲ東日本に働く労働者

しました。私たちは、さら

組むことを確認、同日妥結

当や労働条件の改善に取り

討」とし、引き続き夏季手

した。本部は「持ち帰り検

会社は発足の原点である

から三十年を迎えました。

え、 ％が「今国会で成立

府の説明は不十分」と答

継ぎ、レベルアップをさせ

降の社会にレガシーを引き

べての分野で２０２０年以

ひとに。～」を設定し、す

会となるよう代議員の真摯

歩を踏み出す第五回定期大

客さまとＪＲ労働者の死亡

立を基礎に、職場から「お

最優先課題である安全の確

２０１７年度においても

ます。

のは「現在である」と言え

を与えています。

不安は仕事にも大きな影響

わたる「衣・食・住」への

をも大きく狂わせ、将来に

立ち遅れている」と言わざ

さらにＪＲ発足三十年を
し、社員の基本給に１００

ました。非 正 規 労 働 者の賃
８３６円と正 規を上 回る賃

０円を加える」と回答しま

り、技能やノウハウの伝承

きく、正規と非正規との格

「自主自立」「お客さま第

上げも時給で ・ 円、
月給
ものの、車両トラブルに起

しかし、 年連続の賃上

金引き上げとなりました。

年度から 件減少している

％増となっていま

が断たれ、質が低下し、事

差やワーキングプア問題な

はじめとする闘いを職場か

一」「地域密着」の基本

・

故が減らない一因になって

ど労働組合が積極的に取り

ら構築していきます。

選択 企 業 研 究 ）とも
指摘されています。

させる必要はない」とし、

未来のキップを、すべての

運動の基調
本年 月 日にＪＲ発足

に新年度における課題を提

来をつくりだすことを基軸

と実践が、私たち自身の未

組合員一人ひとりの行動

た。そのことは働きがいを

に廃止や改悪されてきまし

がコストカットなどを理由

手当や制度、福利厚生など

今職場から展開している

失うだけでなく、人生設計

「Ｊ Ｒ発足三十年 あらゆ

起します。

るとしています。また「国

事故・重大労災事故ゼロ」

昨年の第四回定期大会以

方針のもと、あらたに「コ
降、十名の仲間が私たちの

ミュニケーションスロー

ＪＲ東日本の「第 四半

戦列に加わりました。東日

策定プロセスに、労働組合

本ユニオンにとって組織拡

点検行動」は、あらためて

る労働条件・労働環境の総

期決算」は「新幹線大規模

社員が退職され、二十代か

をめざします。多くの職場
改修引当金繰入」などに伴

ガン」として「 TICKET ない社員が多くを占めよう
TO TOMORROW～ としているなか、広報誌等

では、国鉄採用のベテラン

の意見を反映するよう労使

大は最大の課題であり、組

るを得ません。また、各種

いるのではないか」（ ・

組む課題は山積していま

な議論を要請します。

これまでも述べてきたよ

す。

月 日に開催した第三

持 していることが 確 認 され

そのような現実のなかで

結・一元化」をめざす運動

月

はじめに

回定期大会を開催する。

での運動を振り返り、私たちのめざす組織像を再確認し、ゆるぎない団結のもと

をなくすため、技術継承と

闘いました。

全組合員による春闘スロー

を制約する恐れがある」と

ている「鉄軌道輸送の安全

で東日本ユニオン運動をさらに前進させるため、第五回定期大会の成功にむけて

の新たな仲間を迎えることができた。

にかかわる情報」によれ

人材育成についても追求し
２０１７春季生活闘争

ガンの取り組みを提起し、

方針を確認し、今日まで全

回 答 集 計（２０１７年

国土交通省が取りまとめ

件、同 ・ ％減となって

ていきます。
は、すべての働く者の賃金

す。

職場における真摯かつ、活発な討議を要請する。

ば、大手民鉄 社と中小私
私たちは昨年の第四回定
期大会で「ＪＲ労働者が働
きやすい環境づくりと社会
に寄与する労働運動をつく

12

鉄」や「国鉄改革」を知ら
協議の場を求めるととも

い営業費が増加したものの

1

ろう！」をスローガンに、

16

うに、重大インシデントが

77
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1．職場の問題点を摘出し、問題解決の取り組みを通じて「すべての
ＪＲ労働者の死亡事故ゼロ・重大労災事故ゼロ」を達成しよう！
1．「ＪＲ30年 あらゆる労働条件・労働環境の総点検行動」を取り
組み、働きやすい職場をつくろう！
1．ＪＲ東日本を担う労働組合として、ゆるぎない創造性と団結力を
高めるため、全力で組織拡大に取り組もう！
1．労働者が主役の春闘を取り戻し、ＪＲ春闘が働く国民の牽引役と
なるよう2018春季生活闘争を闘おう！
1．平和と民主主義を守るために、憲法改悪を阻止しよう！

10
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−

鉄道の安全・安定輸送の確

《サブスローガン》

7

6

2

立、２０１７春闘をはじめ

ＪＲ労働者が働きやすい職場づくりと
社会の一翼を担う労働運動をつくろう！

7

3

5

−

としたＪＲ東日本に働く労

◉ 第５回定期大会スローガン（案）◉

4

8
4

働者にふさわしい労働条件

《メインスローガン》

平成 29 年（2017）6 月 12 日

東日本ユニオン
（1）号 外

総力をあげて問題の改善、

題を要求へと高め、組織の

め直すことで見えてくる問

労働条件や労働環境を見つ

しよう」「一緒にやろう」

と、多くの組合員が「加入

の解決にむけて奮闘する姿

プを発揮して、職場諸問題

案」が 月 日、衆議院本

含む「組織犯罪処罰法改正

罰する「共謀罪」の趣旨を

同時に、犯罪の合意を処
す。

な運用が危険視されていま

ように、捜査当局の恣意的
や肌感覚」といった経験値

きた「安全に対する暗黙知

は先輩方から受け継がれて
決にむけた運動をつくりだ

う議論」を通して問題の解

ら、引き続き「ぶつかりあ

に推し進めてきています。

とも言える施策を矢継ぎ早

条件・労働環境の切り下げ

合に所属するＪＲ労働者

むとともに、他の労働組

の総点検行動」を取り組

解決をめざします。所属す
とにあります。決して「一

と粘り強く話をしてきたこ
明両党と日本維新の会など

会議で採決され、自民・公
民であり労働者です。特に

対象となるのは、私たち国

共謀罪による監視強化の

通して安全に対する警鐘を

とともに、労働組合運動を

べく自分自身を鍛え続ける

らを安全のキーマンとする

を継承する努力を通して自

提言し、労働組合の立場か

に安全を議論し、経営側に

のプロに鍛え上げ、主体的

ん。そのために自らを安全

していかなくてはなりませ

金格差を拡大させ、さらに

し」を通して職制による賃

直し」「管理手当等の見直

また「人事・賃金制度の見

けます。

にも連携・共闘を呼びか

ＪＲ労働者のモラルに委ね

を 摘 出 し、事 故に至る以

故ゼロをめざす」ことを柱

Ｊ Ｒ 労 働 者の 安 全 ・ 健

に、職 場の「 不 安 全 事 象 」 ん。

ます。

解決に継続して取り組み

務の「効率化」「機械化」

者の運動は様々な改善を実

制度に至るまで、ＪＲ労働

（日勤）に、さらには各種

ランス保持を困難にしてい

ける生活の質と仕事量のバ

加は、現在の各種条件にお

険料などの非消費支出の増

ゆる労働条件・労働環境

上を図ります。

③青年 女 性 委 員 会 と 連 携
し、次世代役員の質的向

線の原発被災線区の問題

⑦業種
 別課題克服にむけて
「業種別協議会」との連

携を強化します。

り組みます。

鑑みた賃金引上げおよび

⑩現在
 の人事・賃金制度を

④組合
 員に分りやすい情報
をタイムリーに発行しま

す。

東日本労働組合」をアピ

⑤新入
 社員にむけて「ＪＲ

運営を行います。

②「第
 四回ゴルフ大会」を
群馬県サンコー カント

リークラブにて 月 日

り入れ、組織の枠を越え

⑥組合
 員の意見や要望を取

て多くの仲間が交流でき

学習会・レクリエーショ

ョンに積極的に参加しま

⑦本部
 主催のレクリエーシ

す。

⑧中央
 常任委員会は、概ね
一ヶ月に一回の開催とし

ます。

に開催します。

ークル連絡会」の結成に

③各地
 方本部と連携し「サ

むけて準備を進めます。

名以上の新規加入をめ

服支援制度」を導入し、

プションとなる「重病克

②「ふ
れあい共済制度」のオ

入促進を取り組みます。

制度内容などの宣伝と加

解を深めるために、
目的や

「ふれあい共済制度」の理

組合員の福利・厚生の充実にむけた取り組み

（１）全国交運共済生協

めざします。

入院共済）の ％加入を

びかけます。

③マイ
 カー共済の加入を呼

ざします。

１０００名加入（配偶者

③「 ふ
 れ あい共 済 制 度 」の

を含む）をめざします。

２０１７年度組織運営

合員福祉共済制度である

①東日 本ユニオン独 自の組

手 当 要 求 の あ る べ き 姿 （２）ふれあい共済制度

を、全組合員で議論しま

す。

ル」を毎月発行します。

す。

委員会を開催し、
新執行

部の成立とします。

月 末 日 までに定 期 大 会

（２）各
 地 本は２０１７年

にホテルラングウッドで開

て 奇 数 月に地 本 代 表 者

ます。

との合 同 会 議 を 開 催 し

を開催します。

て奇数月に検討委員会

「 組 織・財 政 検 討 委 員
を開催し、
機関整備を図 （５）

会」を設置し、
基本とし

ることとします。

④他労組組合員も意識した （３）第五 回 中 央 委 員 会 を、


幅広い情報を発信しま
２０１８年 月 日
（土）

イムリーに発信します。

信」などの各種情報をタ

③「組 織 通 信 」 「 業 務 通

また
 、地本のホームペー
ジ開設を支援します。

内容の充実に努めます。

①本部 が 主 催 す る「 学 習 ②ホー
催します。
 ムページのスピーディー （１）２
 ０１ ７ 年 月 日
会」
の開催をめざします。
かつ、
効果的な情報発信と
（ 土 ）に 第一回 中 央 執 行 （４）中央執行委員会は原則

毎月開催とし、
基本とし

（１）教育活動

ールします。

青年女性委員会の取り組み

①各地
 本青年女性委員会の
強化を図り、組織拡大に

取り組みます。

る青年女性委員会独自の

る労働組合の違いや年齢、
鉄道は戦争の遂行には必要

②新入
 社員の加入にむけて
取り組みます。

の賛成多数で可決されまし

②職場
 で発生している諸問
題の解決と労働条件の向

対一」の関係だけではない

上にむけ、地本と連携を

ことが言われています。職

ンを開催します。

強化します。

続します。

て取り組みます。

③労働
 条件の改善にむけて
中央執行委員会と連携し

性別などに縛られず、向こ
らＪＲ労働者の死傷事故ゼ

う五年、十年先をも見据え
鳴らし続けています。そし

」によ
は「 My Project
る職場改善を奨励すること

な輸送機関であることは、

会議で審議がはじまりまし
これまでの歴史が示してい

た。 月 日から参議院本

場や年齢、性別の違いもな

で労働条件・労働環境を社

た労働組合運動として取り
ロをめざします。

たが、戦前、戦中に国が国

てＪＲ労働者のみならず、

く、多くの組合員が加入を

させています。私たちは労

員各々の課題に切り縮め、

ます。平和憲法と言論や組

組みます。
織の自由を守るために行動
みます。

③「住
 環境制度の改正」に
対し、職場から議論を継

民を徹底的に抑圧した「治
化キャンペーン」や「ドア

お客さまの命を守る観点か

呼びかけ、最近加入した新

④扶養
 認定拡大にむけて、
全組合員で継続した取り

２０１７年度年末手当の
ら「声かけサポート運動強

組みをつくりだします。

労働組合の存在感を希薄化

していきます。

働組合としてこれらの施策

①「安
 全をつくる」視点か
ら効率化の検証に取り組

安維持法」がそうであった

を検証するとともに施策の

しい組合員の呼びかけも大

を全地本で開催すること

②経営
 協議会（安全分科）

きな力となっています。組
挟まり防止キャンペーン」

闘い及び２０１８春闘は、

など「お客さまに安全を委

昨年度の取り組みにおける

当面の活動方針

織拡大を実現するための教

られていると言っても過言

康・ゆとりを前提とした労

事象を決して他人事にする

「システム化」は、実務を

現させてきたのです。

てはなりません。

私たちは労働者の立場か

の「年代物」が多く見受け

⑥水戸
 地本と連携し、常磐

ではないのです。

働 条 件・労 働 環 境の維 持 ・

私たちは、お客さまとＪ

前に問題を解決する運動
Ｒ労働者の命を守る観点か

ことなく、自分自身の課題

通して安全意識を会得した

一方でいまだ改善に至ら

ら、これからの時代におけ

②地本
 が主催する「セミナ
ー」や「学習会」など

結集と運動の質的強化通し

改 善 は、Ｊ Ｒ労 働 者の力の

をつくりだします。

を定期的に開催します。

高卒初任給は１０３６００

労働条件の改善にむけた取り組み

⑤「地
 本組織担当者会議」

向上をめざします。

安全の確立にむけた取り組み

な成果も得られています。

と捉えて日夜業務に取り組

熟練労働者の経験値を無実

ない課題も職場には山積し

る労働のあり方、これから

に、要請に応じて講師を

いものとし、系統を超えた

られます。また近年、急激

（水）～ 月 日（木）

レク・サークル活動の取り組み

④エル ダ ー 社 員 、 新 入 社
員、グループ会社社員の

科書はありませんが、日々

本質を見出し「すべてのＪ

加入にむけて取り組みま

総括をもとに運動を「点」

をめざします。

ています。この大きな成果

①組合
 員一人が 名の加入
をめざします。
す。

て「 勝ちとる」ことなしに実

①総合
 共済の１００％加入
をめざします。

ではなく「線」として継続
ねる」経営姿勢にも疑問の

と教訓を全体化し「公平・
結・一元化」の実現にむ

②「Ｊ
 Ｒ労働運動の大同団

働密度を加速度的に高めつ

⑧「地
 本業務担当者会議」
「拡大業務担当者会議」

組織強化・拡大の取り組み

いまだＪＲ労働者の力が
公正で、明るく働きがいの
け、あらゆる取り組みを

国鉄改革を経てＪＲ東日

現することはできません。私

を適宜開催します。

の世話役活動と職場活動の

分散されている状況下にあ
ある職場の創造と労働条件
進めます。

⑥地本
 間交流やブロック別
の交流、学習会を開催

たちは「 職 場 生 産 点におけ

した取り組みをつくりま

⑤安心
 感と働き甲斐のある
「エルダー社員制度」の

って、ＪＲ労働者の力の結
の向上に全力をあげる」こ

し、役員・組合員の質的

つあります。さらに、経営

る当たり 前の労 働 運 動 」を

②任意
 共済（火災、地震風
水害、交通災害、生命、

運用を求めて取り組みを

集で経営側に対峙し、要求
とを通じて、さらなる組織
③地域
 共闘への加盟や友誼
団体との親睦・交流の輪

側はＡＩやＩｏＴを活用し

通してＪ Ｒ労働者の利益を

⑨「労 働 条 件 に 関 す る 協
約」の改訂に継続して取

Ｒ労働者の利益を守る」た

を勝ちとることをめざして
強化・拡大をめざします。
を、さらにつくりだしま

た、より効率的で生産性の

守るべく、
ＪＲ労働者の結集

めの運動を早急につくりだ

きました。特に、賃金や手
そのうえで、組合員の高

本が発足してから三十年が

高い業務執行体制へ移行を

軸としてのＪ Ｒ東日本 労働

③「す
 べてのＪＲ労働者の死
亡 事 故ゼロ・重 大 労 災 事

当など全社員に共通する課
齢化や大量退職期を迎えて
す。

経ち、ＪＲ労働者による職

模索しており「成長」にむ

組合の強化・拡大を全組合

声を上げ続けています。も

題においては「労働組合の
いるなか、機関としての機

場生産点における運動は労

けた施策の履行はスピード

員で推し進めます。

はやＪＲ東日本の安全は、

垣根を越えて取り組もう」
能維持や担い手づくりも喫

働条件、労働環境を大きく

感を増していくことが予想

大切さが教訓として示され

と職場から広く呼びかけ、
緊の課題となっています。

重視とも言える教育姿勢を

様変わりさせてきました。

されます。加えて、近年の

かけて本部と地方本部で議

り」です。一人ひとりのＪ

日、東京オリンピック・パ

んできました。そして「グ

化し、若手への安全の継承

ています。職場の休憩室や

の時代における労働条件、

しかし、近年の急激な業

ラリンピックを開催する２

ループ安全計画２０１８」

を困難にしています。ま

浴室、さらには社宅や寮と

労働環境のあり方を創造的

派遣します。

安全の意思疎通を阻害して

26

す。

多くのＪＲ労働者から賛同

ＪＲ東日本を三十年間前

改め「マニュアル、ルール

円から１５１７００円（２

同時にＪＲ労働者の力の結
論を積み重ね、方向性を打

Ｒ労働者は過去の痛ましい

います。組合員や役員の高

０２０年を目標に、憲法九

を我が物とした「ぶつかり

た、エルダー職場の確保な

いった次の労働にむけたリ

に議論し、実現にむけた運

います。

①機関
 紙「東日本ジャーナ

散を背景にＪＲ労働者の賃 （２）広報活動
金・手当を低く抑え、労働

①組合
 員の声をもとに、レ
クリエーションの企画・

を得ているほか、情報の共
東日本ユニオン運動の展開

進させ続けてきた原動力

の根拠」を理解する人材を

０１６年 月現在）に、年

集を呼びかけることは、呼
ち出していきます。

つくりだします。

同発行やそれぞれの組合掲
をはじめ、地域共闘や会社

は、ＪＲ労働者の「安全・

育成するソフト面の改善な

生活必需品の価格上昇や保

びかけている側の主体であ

していかなくてはなりませ

示板への掲出などの具体的
との対応など、この一年を

安心」に対する「こだわ

どを進めつつあります。

間休日は 日から１１８日

①すべ
 ての組合員とともに
「Ｊ Ｒ発足三十年 あら

齢化、広範囲に点在する職

条に自衛隊の根拠規定を設

あう議論」を通して問題を

どを目的として推し進めら

フレッシュを図る設備は、

動をつくりだしていかなく

安倍首相は憲法施行から

場の立地条件や一職場一組

けるなど、憲法改正にむけ

「問題」として摘出できる

れるグループ会社、パート

改善は続けられているもの

る私たち自身が全組合員で

合員という現実にむき合い

た強い意欲を示しました。

感性を磨き、摘出された問

ナー会社への業務委託は、

の、いまだ国鉄時代のまま
れらの運動を通して、経営

月

つつ、悩みや教訓を共有し

すでに、昨夏の参議院選挙

題を解決すべく団体交渉や

縦割りの組織風土をより強

側はホームドア設置の前倒

七十周年を迎えた

合い、全組合員が闘いに参

において憲法改正に前向き

安全経協を通して経営側と
り、安倍政権の高い支持率

取り組むことを前提として

加する取り組みとＪＲ労働

な勢力は改憲発議に必要な

第四回定期大会以降、十

を背景に、改憲にむけた具

教育・広報活動の取り組み

者の力の結集に挑戦し続け

三分の二議席を確保してお

ます。

ます。

議論を重ねてきました。こ

名がＪＲ東日本労働組合に

に推し進められる業務の効

経営側は労働側の力の分

加入しました。この十名の

体的な流れがさらに加速し

率化、外注化も私たちの労

加入に共通することは、組

こうした環境下において

10

1

も一人ひとりのＪＲ労働者

10

5

5

しなどのハード面の改善
ていく恐れがあります。

80

23

29

や、これまでのマニュアル

合員が職場でリーダーシッ

25
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