年頭の
ご 挨 拶

10

執行委員 長

中濱

斉

新年あけまし ておめでと うございます ︒
組 合員 ︑ご 家族 の皆 様 にお かれ まし て
は︑ 気持 ちも 新た に新 年 をお 迎え のこ と
とお 喜び を申 し上 げま す ︒ま た︑ 日頃 の
﹁安 全・ 安定 ・安 心輸 送 の確 立﹂ に向 け
た取 り組 みに 対し 敬意 を 表し ます とと も
に︑ ＪＲ 四国 労組 の運 動 に対 する ご理 解
とご協力に感 謝を申し上げ ます︒
さ て︑ 昨年 は景 気の 低 迷や 東日 本大 震
災の 影響 ︑高 速道 路料 金 割引 施策 の継 続
等に より ︑運 輸収 入が 過 去最 低に なる な
ど非 常に 厳し い一 年で し た︒ その よう な
中︑ 四国 の経 済界 等に よ って 設置 され た
﹁四 国に おけ る鉄 道ネ ッ トワ ーク のあ り
方に 関す る懇 談会 ﹂よ り ︑地 方鉄 道の あ
り方 や高 速鉄 道へ の課 題 等に つい て提 言
をい ただ くこ とが でき ま した ︒更 には ︑
ＪＲ 発足 年 目 にし て﹁ 特例 業務 勘定 利
益剰 余金 ﹂を 活用 した 新 たな 支援 策や 税
制特例措置の 継続等が決定 されました ︒
し かし ︑こ れら の支 援 に安 堵す るこ と
なく ︑今 後の 年間 を︑ 更な る次 代へ の
土台 創り と位 置づ け︑ し っか りと 取り 組
んでいかなく てはなりませ ん︒
私 たち を取 り巻 く環 境 は︑ これ から も
厳し い状 況が 続く と思 わ れま すが ︑こ の
間築き上げ てきた労使 関係を基 軸に︑
﹁組 合員 と家 族の しあ わ せ﹂ に向 け努 力
を積 み重 ねて いき たい と 考え ます ︒最 後
に︑ 迎え ます ２０ １２ 年 が皆 様に とっ て
素晴 らし い年 とな りま す よう 祈念 申し 上
げ年頭のごあ いさつとしま す︒
四国旅客鉄道 労働組合
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政策課題と併せて︑国鉄改
ＪＲ連合
革の残滓であるＪＲ革マル
会長 坪井義範 浸透問題をなんとしても解
決しなければならないとい
ＪＲ連合を代表し︑東日 う決意で臨みます︒また︑
本大震災の被災者に対して︑ 民主化当該三単組とＪＲ連
お悔やみとお見舞いを申し 合および支援単組が連携し
上げます︒また︑一日も早 ながら全力をあげて取り組
い復興を祈念いたします︒ んでいき︑早期 万人達成
この間のＪＲ連合運動への を行いたいと考えます︒同
積極的な参加に心から感謝 時に︑民主的労働運動を追
申し上げます︒新年にあた 及しながら﹁あるべき労働
り︑ＪＲ連合を代表しての 組合像﹂を基軸にして︑Ｊ
決意を述べたいと思います︒ Ｒ労働運動の一元化を進め
その第一は︑何と言って ます︒
も﹁安全の確立﹂です︒す
第四は２０１２春季生活
べてのＪＲ関係労働者の死 改善闘争についてでありま
亡事故・重大労災ゼロ﹂の す︒大筋で昨年春闘と同様
取り組みを徹底していくこ な要求︑闘いにしたいと考
とです︒今後もすべての単 えています︒連合方針に基
組との連携の下︑﹁ヒュー づき︑明確な賃金引き上げ
マンエラーは結果であり原 を求め︑全単組の統一要求︑
因ではない﹂との理念を基 統一闘争を形成していくた
調に︑安全を最優先し真摯 めに準備を進めています︒
な取り組みを着実に進めな 他単組の制度・政策を参考
ければならないと思ってい にした総合生活改善と結合
ます︒
して取り組む決意でありま
第二に政策実現の取り組 す︒
みです︒昨年は東日本大震
最後に今年はＪＲ連合結
災における鉄道の復旧や税 成 周年の節目の年です︒
制改正の取り組みなどを通 今︑日本は新たな時代に直
じ︑ＪＲ連合の政策実現力 面しています︒昨年の東日
の高さを改めて内外に指し 本大震災の教訓から我々の
示すことができた１年では 成すべき事は明白です︒鉄
なかったかと思います︒税 道を主とした事業に変わり
制改正問題では︑税制改正 ない企業体において社会環
大綱が閣議決定され︑ＪＲ 境は変われど人流・物流に
連合が要望していたＪＲ三 対して大きく貢献すること
島会社及びＪＲ貨物の経営 は当然であります︒四半世
安定に資する税制特例措置 紀のＪＲを基に次への課題︑
である﹁三島特例﹂﹁承継 ﹁ＪＲ 年にむけた政策提
特例﹂の継続適用︑ならび 言﹂﹁国鉄改革を完遂し持
にＪＲ各社が現在適用を受 続可能な交通体系を築くた
けている﹁軽油引取税減免﹂ めに﹂を一層推進していく
措置の継続適用が同大綱に ことが重要であると考えて
反映されました︒ＪＲ連合 います︒
の政策実現力の高さ︑それ
以上にＪＲが抱える様々な
課題の解決に向けた結集軸
の中心にＪＲ連合が存在し
ているという事実を内外に
明らかにすることができた
のではないかと思います︒
第三は民主化闘争完遂で
す︒ＪＲ三島・貨物会社の
20
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明 けまし てお め
で とうご ざい ま
す ︒副委 員長 と
い う役を 仰せ つ
か り︑ 何か バタ バタ して いた だ
け のよ うな 昨年 ︒今 年は じっ く
り と︑ 何事 にも 冷静 沈着 に取 り

嶋田

剛好

組 んでいけれ ばと考えて います︒
本 年も 引き 続き ︑皆 様の ご理 解
と ご協 力︑ ご指 導を よろ しく お
願 い申 し上 げま す︒
副執行委員長

昨年は４月に体調
を壊し︑関係する
皆様に大変ご迷惑
をおかけしまし た︒
自身もこれまで大
きな病気にかかる
ことなく︑健康には自信を持ってい
ただけにショックを受けましたが︑
新執行部を見渡すと私より年上はお
一人だけとなっていました︒今年は
体調管理に気をつけて︑お酒もひか
え？禁煙も継続して◎︑本部書記長
という大役にしっかりと向き合い頑
張っていきます︒
書記長 浅岡 秀幸

ＪＲ四国︑ジェイ
アール四国バスを
取り巻く環境は非
常に厳しく︑先行
きも不透明であり
ます︒そのような
中にある時こそ︑﹁そこに働く組合
員と家族の幸せ実現！！﹂をめざし︑
労働組合として何をしなければなら
ないのか︑そのためにはどのような
運動を推進していけばよいのか・・・
気持ちを新たに︑強固なＪＲ四国労
組の構築に向けて︑﹁運動の実践・
継承﹂に全力で頑張ります︒本年も
よろしくお願いします︒
執行委員 大谷 清

眞鍋

健治

新年明けましてお
めでとうございま
す︒昨年は大変お
世話になり本当に
ありがとうござい
ました︒本部執行委員として至ら
ぬ点が多々ありますが︑今年は
﹃バランス感覚﹄と﹃嗅覚﹄の向
上を目指すとともに︑労使共同宣
言の履行に向け引き続き邁進して
いきます︒本年もよろしくお願い
いたします︒

執行委員

石川

哲也

組合員︑そしてご
家族の皆さん！明
けましておめでと
うございます！今
年は辰年︒更なる
飛翔に向けて自分自身何が出来る
のか己自身に問い掛けながら行動
し︑そして多くの組合員の声をしっ
かりと聞きながら今年一年の運動
に繋げていきたいと思います︒微
力ではありますが全力投球で頑張
ります︒

執行委員

新年明けましておめ
でとうございます︒
昨年も︑まだまだ力
不足のため︑御迷惑
をおかけしたように
思います︒本年も﹁組合員のみなさ
んと御家族の幸せの実現﹂を目指し
て︑組織の活性化と組織内のコミュ
ニケーション︑対話の充実にむけて
頑張っていきたいと思います︒本年
が皆様にとって御多幸の年となるよ
う御祈りいたします︒今年もどうぞ
宜しくお願い致します︒
執行委員 松下 正弘

新年明けましておめ
でとうございます︒
昨年９月に徳島支部
執行委員長となりま
した︒よろしくお願
いします︒本部︑支
部︑分会︑組合員の皆さまとの対話を
大切にし︑組織強化︑また組合員・家
族の幸福実現に取り組んでいきたいと
思います︒本年もよろしくお願いしま
す︒
執行委員 浦川 英樹

執行委員

中川

竹原

健二

久司

新年明けましてお
めでとうございま
す︒昨年は︑本部
執行委員・本社支
部執行委員長・工
務部会長としてたくさんの人達に
出会うことができました︒今年は︑
この出会いを大切にして人間的に
成長したいと思います︒

執行委員

﹁今年こそ﹂と思いを
強く︑ 年スローガン
﹁名実ともに﹃青春 ﹄︑
﹃今﹄この瞬間を悔い
なく全力で﹂︒家庭で
は︑日頃の女房への感
謝を最大限に表すこと︒一方︑家計は外
圧により緊縮財政︑それでもササヤカナ
限定的要求と配分交渉に勝利すること︒
サブスローガン﹁雨ニモマケズ︑女房ニ
モマケズ︑ソシテ︑ツツマシク﹂︒
18

新年明けましておめ
でとうございます︒
本年は我々自動車支
部にとって︑新高速
バス︵現在のツアー
バス︶が都市間高速バスへ競合し厳
しいスタートの年となります︒選ば
れるＪＲ四国バスを目指し︑バス業
界の労働環境の底上げができますよ
うに努力いたします︒
執行委員 井浦
隆

前田

松浦

庸之

誠

向

有紀子

三崎

和里

新年明けましてお
めでとうございま
す︒昨年は︑力不
足のため︑多々ご
迷惑をおかけした
と思います︒組合員の皆様のお役に
立てるよう新たな気持ちで︑頑張り
たいと思います︒本年もよろしくお
願いいたします︒
本部書記 板倉 みゆき

本部書記

業 務分 担が 変わ って
一 年︒ 慣れ ない 仕事
で バタ バタ して いる
う ちに 迎春 ︒歳 ごと
に 一年 が早 くな るの
は 本当 です ね︒ 今年
は 組合 員さ んに ︑も う少 しき め細 やか
な 業務 の対 応と 組合 運動 のお 手伝 いが
で きる よう に頑 張り たい と思 って いま
す ︒昨 年中 の数 々の 失敗 に心 から お詫
び 申し 上げ なが ら︑ 今年 もよ ろし くお
願 いい たし ます ︒

特別執行委員

新年明けましておめで
とうございます︒今回︑
初めて特別執行委員に
なりました︒本部青女
の副議長という大役も
併せてさせていただく
事になり︑大変緊張していますが自分の
やれる事を精一杯やっていくつもりです︒
また女性としての意見も出して今後︑よ
り女性が働きやすい会社作りに貢献でき
るよう頑張りたいと思いますので︑よろ
しくお願いいたしします︒

和久

新年︑あけましてお
めでとうございます︒
昨年は︑たくさんの
方々に支えられ組合
活動に取り組むこと
ができました︒今年も微力ではあり
ますが︑ＪＲ四国労組の飛躍・発展
のお役に立てるよう精一杯頑張りた
いと思います︒本年もどうぞよろし
くお願いいたします︒
執行委員 幸
大

高島

特別執行委員

あけましておめでとう
ございます︒特別執行
委員の松浦誠です︒本
部青年女性会議議長を
務めさせて頂いており
ます︒今年の抱負は︑
昇り竜のように常に上を目指して青年女
性会議の活動に取り組んでいきたいと思
います︒また︑日頃の運動不足解消のた
めに︑マラソンに挑戦したいと思います︒
今年もよろしくお願いいたします︒

特別執行委員

明けましておめでとうご
ざいます︒税制問題︵三
島・承継︑軽油引取税︶
では︑多くの組合員や家
族からの署名︑また地方
議会の意見書採択のお陰
を持って︑概ね現行スキー
ムを維持できる結果となりました︒改めてＪＲ
四国労組の組織力そしてＪＲ連合議員懇談会︑
フォーラム議員の政治力を実感する結果となり
ました︒今年も微力ながらＪＲ四国労組のお役
に立てればと思っておりますので︑引き続きの
ご指導︑ご鞭撻をよろしくお願いします︒

教幸

執行委員

新年あけましてお
めでとうございま
す︒昨年は新たな
任務にとまどいな
がらも組合員の皆
様には大変お世話になりました︒
今年は自分ができることにしっか
り取り組み︑精一杯頑張りたいと
思います︒本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます︒

義治

貴志

茂和

竹崎

新年明けましてお
めでとうございま
す︒新しく本部執
行委員になりまし
た自動車支部竹崎
です︒昨年も組合員の皆様に支え
られてきました︒今年も皆様にご
迷惑をかけないよう努力していき
ます︒よろしくお願いします︒

武智

芝

執行委員

新年明けましておめ
でとうございます︒
旧年中は︑大変お世
話になりました︒今
年一年を︑飛躍の年
にするため︑さらに業務に取り組ん
でまいります︒この一年がすばらし
い年でありますよう︑心よりお祈り
申し上げます︒本年もよろしくお願
いいたします︒
本部書記 木村 真由美

執行委員

あけましておめ
でとうございま
す︒本部執行委
員として４回目
の新年を迎える
こととなりました︒本年も︑皆
さまのお役に立てるようがんばっ
て参りますので︑どうぞよろし
くお願いします︒

井内

新 年明けまして お
め でとうござい ま
す ︒今年はＪＲ 発
足 年の節目の 年
で あります︒労 働
環境︑条 件の向上を 目指し様々
な政策課 題実現に向 け取り組ん
で参りま すので︑今 年もよろし
くお願い 申し上げま す︒

執行委員

新年明けましておめで
とうございます︒本部
執行委員として５年目
を迎えることになりま
した︒これまで務めて
来られたのも︑ひとえ
に組合員の方々のご指導・ご鞭撻の賜物
です︒取り巻く情勢は厳しいものがあり
ますが︑﹁元気があれば 何でもできる﹂
のように元気と若さを武器に︑組合員の
皆様方のお役に立てるよう精一杯頑張り
ます︒

執行委員
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賀正

本年もよろしく
お願い申し上げます

執行委員長
中濱
斉
副執行委員長
嶋田 剛好
書記長
浅岡 秀幸
執行委員
大谷
清
眞鍋 健治
石川 哲也
松下 正弘
浦川 英樹
中川 健二
竹原 久司
井浦
隆
高島 和久
武智 義治
井内 貴志
芝
茂和
幸
大
竹崎 教幸
特別執行委員
前田 庸之
松浦
誠
向 有紀子
会計監査
多田 陽起
大野 裕史
中西 浩明

元旦

書記一同

二〇一二年

