特別寄稿

JP 労組運動の進化をめざして仲間の幸せ実現
より求心力をもった強靱な組織をつくりあげよう
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永きにわたり、地域の暮らしと向き合い、
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と、そして長年にわたって国民と共に築
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どんな素晴らしいプランが出来ても実践
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る。法案は政治の場に預けている以上、
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昨年 ３月の沖縄地本の目標達成に続

JP 労組の結成の意義を再認識し、未来

応を粘り強く行っていくこと以外にはな

い声を積極的に出していただくことを心
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い。いずれにしても地本とも連携を密に
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目標を突破していただいた。機関役員の

辛いこと、未来にはさまざまな試練が待

みなさんが自ら決めた目標をやり抜く強

ち受けている。しかし、ここで立ち止ま

①「赤字体質」から、
「利益の出る体質」へ、

い意志と粘り強い実践力にあったと確信

ることは出来ない。JP 労組は組合員の
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「お客様本意、
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組んでいただいた成果だと心から敬意を

歩み続けなければならない。JP 労組運

表したい。
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今後の動きに敏感に対応していきたい。

郵便事業の再生を
郵政グループの成長へ
郵政法案とともに急がれる課題は何と
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30 万人組織建設で
郵政労働者の結集軸に

かんぽ 76.4%）となっている。その上で

その上で、

現場視点」へ、
③「やってもやらなくても差がつきにく

言っても郵便事業の再生である。春闘交

い」から、
「頑張った人が報われる」へ

渉時に苦渋の決断をしたのも組合員の雇

会社体質の転換をはかり、２兆円事業

その上で、すべての職場で圧倒的な影
響力をもつことである。現状は、郵政グ

さいごに

丸となって邁進しよう。
（2011 年 8 月 24 日記）
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