日

▽７月

日︵青森︶

日︵八戸︶

ＪＲ不採用問題青森地区報
告集会
▽７月
・

日︵東北町︶

同・八戸地区報告集会
▽７月

日︵伊東︶

回地本ソフトボール

日︵雫石︶

地本貨物協団結キャンプ
第

▽７月
大会
・

回定期全国大会

▽７月
第

日︵盛岡︶

地本組織・教宣部長会議

▽７月

花巻市議選挙◇ 月

９度目の当選を目指し立候補

達のサマーキャンプなどに感

らの支援米︑久慈での子ども

今日まで闘ってきた︒岩手か

年余︑不当な差別を許さず

となくなく亡くなっている︒

昌弘幹事長から不採用事件︑

社会民主党岩手県連合の伊沢

岩手県選挙区に立候補予定の

頂いてきた︑参議院議員選挙

請行動などにも参加し協力を

も多く携わり︑ＩＬＯへの要

集会の最後は︑国鉄闘争に

要請する﹂と︑小原社民党岩

表は吉田忠智氏の取り組みを

選挙区は伊沢昌弘氏︑比例代

いう流れが作られたと思って

交代で政治での早期解決をと

いう異例の発言︑昨年の政権

を契機に早期解決を望む﹄と

判決の南裁判長の﹃この判決

日公示・ 日投票

18

25

公示︑ 日投票で実施される︒

問題点は交渉に活かす

﹁東日本本部電気職場交流会﹂

受け入れを確認し今日に至っ

国労も 日の臨時全国大会で

っかり胸に刻んで運動を進め

して暮らしなし︒この心をし

連立を離脱したが︑平和なく

これ以上のないどん底の生活

たい︒全国の仲間に支えられ︑ 開催されました︒

し地域の仲間にかえしていき

解決の暁にはしっかりと総括

交流会は︑地元の仙台地方

︵盛岡４人︶の仲間が参加し

部電気職場交流集会が

に向け全力で進んでいきたい︒ 作並温泉で︑第

人

回東日本本

日︑仙台市の

善﹂提案への解明要求と結び

証し﹁メンテナンス体制の改

ライヤンス問題﹂﹁組織拡大﹂

会議長が︑﹁安全問題﹂﹁コンプ

を受け︑中沢東日本電気協議

本部書記長の情勢報告の挨拶

人の皆さんからの大会への参

加や景品の提供を受けた︒

孝夫

和浩

︵八戸工務分会︶

遠藤

︵盛岡貨物分会︶

田宮

︵北上工務分会︶

佐々木睦美

◇

第３位までの成績は次の通

勝

り︒
優

準優勝
第３位

６月

日︑ＪＲ

知人への働きかけなどの支援

区協の組合員を中心に友人・

選にむけ花巻市在住︑北上地

的に運動を展開している︒当

ない社会を︲等を訴え︑精力

を花巻市政に活かし︑格差の

守る農林業に光を③平和憲法

の福祉充実②食と地球環境を

基本に①保健・医療・高齢者

安心して暮らせる花巻に﹂を

阿部予定候補は︑﹁だれでもが

労を潰すためにマスコミも含

月︑ＪＲが誕生するまで︑国

を明確にした▼１９８７年４

潰すことが︑目的だったこと

ずであるが︑その影に国労を

債務の解消が目的であったは

国鉄の分割・民営化は︑巨額

為︶やった﹂と︑公言した︒

明確に意識して︵不当労働行

総評も崩壊するということを

たからね︒国労が崩壊すれば︑

﹁総評を崩壊させようと思っ

了後︑全体交流会︑分科・地

務に分かれ行われました︒終

通２︵信号︑通信︶貨物︑事

︵電車線︑配電︑変電︶︑信

起︒その後︑分科会が電力３

解らなくなった︒ＪＲに採用

悪になり︑誰を信じて良いか

不信が渦巻き︑人間関係が最

が次々と脱退して行き︑人間

というように︑身近にいる人

は﹁昨日の友は︑今日の敵﹂

多くいた︒現場にいた組合員

めに︑尖兵的に動いた人達も

織を動揺させ混乱を起こすた

を強化していこう︒

︲0138

本に分かれ夜遅くまで交流も

長が今交流会で﹁多発する輸

会報告が行われ︑中沢電協議

会終了後の全体集会で︑分科

の疲れも見せずに行い︑分科

広闘争団の馬渕団長と岩手県

た▼６月

れば限がない闘いの連続だっ

員会闘争や裁判闘争︑振り返

でされた︒地方・中央労働委

あらゆる差別がＪＲ各社の中

された国労組合員に対しても︑

送障害及び死傷事故の問題点﹂

日まで帯

﹁若手への技術継承の問題﹂

内のお世話になった支援共闘

年に及ぶ支援へのお礼をし

日から

﹁設備強化の支社間のアンバ

廻 り と 各 地 区 集 会 を 開 催 し て︑

体制の改善﹂提案に対し︑交

今後行われる﹁メンテナンス

されました︒こうしたことを

た﹂と我がことのように喜ん

いであったが︑本当に良かっ

治解決の報告に対し﹁長い闘

てともに歩いた︒各地での政

せぬ闘いと︑差別にさらされ

でいただいた︒四半世紀に及

踏ん張ったＪＲに働く組合員

渉に活かし︑粘り強い交渉を

交流会で浮き上がった問題

の過ぎ去った日々は︑言い尽

ぶ闘争団・家族の筆舌に尽く

点を整理し︑今後地方提案さ

くせなく取り戻せないが︑国

行って行かなければならない

れるであろう﹁メンテナンス

労がこの闘いで得た多くの物

えして行きたい︵庄︶

体制の改善﹂提案へ向けて行

明

を︑今後の運動でしっかりか

浮中

かなければなりません︒

盛岡電気分会

地本電気協議会副議長

と集約しました︒

題﹂をはじめ様々な問題が出

ランスや新設備の信頼性の問

二日目は︑前日の夜の交流

行われました︒

０１９８︲

めて揺さぶりがかけられ︑組

に中曽根元首相が

た分割民営は︑後

国策として行われ

と和解が成立した︒

鉄道・運輸機構側

部分が︑最高裁で

不採用問題の金銭

２８

︻阿部一男連絡事務所︼

当選にむけ支援を
へ
阿部一男氏︵組織内︶

は︑私の奥さんと岩手を訪れ

を予定している花巻市議会議

謝したい︒団員の平均年齢は

選挙闘争にかける決意と支援

手県連合代表も︑﹁不採用問題

いる︒今は６月の

渕団長が今日までの支援に対する謝意と︑残された雇用問題の解決に全力をあげて行く決意

組織内候補︑阿部一男氏が

続いて︑闘いの報告に立っ

旅をしたい﹂と今日までのお

員選挙︵定数 ︶が７月



た馬渕茂帯広闘争団団長は︑

礼と変わらぬ支援を訴えた︒

歳︑若い人で

は︑歴史︑労働運動的にも極

の最高裁での和解調印に向け

権を支え︑働くものの力で福

めて大切な闘い︒国が労働者

弁護士間で話し合いが進めら

ている︒現在︑最高裁で弁護

ていきたい︒連立時の合意事

本部︑同地本電気協議会代表

６月 日〜

日

人が解決をみるこ

歳︑最高が

﹁当事者

歳だ︒４者・４団体を中心

要請があり︑団結ガンバロー

雇用問題に全力をあげる

に雇用・年金・解決金の要求

◇馬渕茂帯広闘争団団長が謝意と決意◇
回臨時全国大会でのＪＲ不採用問題の﹁政治解決案﹂の受諾︑５月

の政府の鉄道・運輸機構に対しての和解協議の指示などを受け︑帯広闘争団による報告集会

地方本部は︑第
祉型社会を引き継いでいくこ

で集会を終わった︒

の首を切った事実︒それが小

れている︒雇用問題が最大の

日北上︑ 日宮古で展

泉行革︑派遣︑首切りと続い

日一関︑

た走りとなっている︒今後も

を企画し馬渕茂団長が来県し実施した︒︵６月 日に最高裁で和解成立︶
地区集会と各単組等へのお礼行動は︑６月 日盛岡︑

長い闘いの中で不団結も指摘

問題として残っているが︑も

開され︑集会には多くの支援単組の仲間の協力を得る中︑４地区で約３００人が参加し︑馬

されが︑４者・４団体結成で

ともに闘っていくことを確認

日

団結した取り組みの中で︑４

う後戻りはありません︒解決

士が最終解決にむけ努力中で

項には努力していく︒参議院

をしてきた︒最後の勝利解決

つけると分科会のテーマを提

日か

月９日の最終解決案が出され︑ したい︒沖縄・普天間問題で

ある︒雇用問題が残されてお

選挙︑社民党への支援を要請

から歓迎の挨拶︑松井東日本

２
１
１
５

議員団など︑多くの団体や個



問題の報告と職場実態から検
り︑今後も努力をしていく︒

する﹂と激励と支援を訴えた︒ まで頑張りたい︒解決の暁に
当に感謝する﹂と述べた︒
次に来賓の挨拶に移り︑来
内平和環境岩手県労働組合セ
ンター議長が︑﹁皆さんの闘
いに敬意を表したい︒まだ︑

大会には︑岩手県労働者福

組がそれ

森︑十和田の４コースに分か
れ︑８時 分から

回目の地方本部ゴルフ大
会が︑６月８日に安比ゴルフ

祉協議会︑東北労働金庫︑全

コミ報道もあるが︑そんなこ

時過ぎ
クラブで

人が参加し開催さ
とはない︒ヤリどく︑国鉄の

ぞれ順次スタート︒
解決の目途がたった︒いわれ

労済岩手県本部︑ハピネス共

岩手労働福祉会館での盛岡

には全員のプレーが終了︑引

れた︒

済会︑連合岩手︑交運共済生

不当労働行為がある︒これを

協︑㈱中央住宅産業︑㈲ジロ

なき差別︑家族含め長い闘い

き続き表彰式︑齋藤委員長の

ー印刷企画︑ばんから屋︑地本

時から始まり︑

当日は好天に恵まれ︑８時

挨拶に続き︑表彰に移り用意

地区集会は

認めるわけにはいかない︒連

された景品が多くの組合員に

手渡された︒

佐々木睦美さん優勝︵北上工務分会︶
＝ 人の参加で第 回地本ゴルフ大会＝

皆さんの長い間のご支援に本

を述べた︒また︑各地区では社民党・地区労センターなどの来賓の方々からも挨拶を頂いた︒
盛岡での集会内容を掲載し報告とする︒

盛岡・
一関・北上・宮古の

いわゆる就職問題が残ってい

９１
分過ぎから開会式を簡単に

る︒ゴネどくという一部マス

15

行い︑八幡平︑岩手山︑竜ヶ

集会に多くの仲間が参加

事故・技術継承等で意見

とが大切だ︒参議院選挙では︑ を掲げ闘う中で︑昨年の高裁

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」

帯・団結の大切さをともに確

だった︒国鉄改革で１００人

7

１８

第14２3号

れるなど厳しいものがあった︒ 認しよう︒政権交代を受け政

最初に主催者を代表し齋藤地
年目で皆さんの支援のもと

３
０

１
８

２９

３２

「新しい仲間づくりを
皆の力で」
８
０

１
５

２８

２
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（１）2010年７月10日

会 社 間のシステ ムの 違い
矛盾の解決以外に発展は見い

道貨物輸送の発展には︑構造

っている︒﹁安全と安心﹂鉄

断では何も出来ない企業とな

らの経営しかできず自らの判

止を図り対面交代を無くす︶

る﹂﹁新しい乗継方式︵転動防

安全を脅かす要因となってい

﹁運転標準等も会社間で違い

と共に責任事故も増えている﹂

全国・東日本大会
代議員 人が決定
２０１０年度の全国・東日

大していくのではないか﹂﹁会

れ︑別記の通り代議員が決定

日投票︑

本本部の代議員選挙が６月

社間で取り扱いの違いや︑シ
した︒

だせないことの提起を受けた︒ を導入し労働時間の削減が拡
職場討論では︑﹁収支改善で
ステムの変更などで貨物運転

︵伊東市︶︑東日本本部大会

日開票で実施さ

列車本数が減ったことで欠員
士は大変苦労している﹂こと

が９月２〜３日︵関東地区の

国労東日本貨物運転士学習・交流会＝
は解消出来たが︑基準人員の
などが意見交流で明らかにな

予定︶で開催される︒

運 転 士は神 経 を遣い苦 労
＝
なかで年休消化出来ないのは
った︒今回の学習をもとに地

ってシステムが違い貨物の運

善・組織拡大へと繋げること

から要員要求・労働条件改

◇

全国大会は︑７月

奥村全貨協議長から﹁情勢

転士はそれぞれの扱いを各社
にあわせて運転をしているの

青森貨物分会

を確認し閉会した︒

小林

▽全国大会︵６人︶

日

基準の考え方に問題があるの
方の取り組みを強化し︑現場

題が最高裁に於いて鉄道・運
をどう見るかが重要﹂と題し
移表を使い︑総物流量は減少
で︑今まで以上に神経を遣う

〜

それぞれ挨拶を受け開会され
ではないか︒﹂﹁保安装置︵Ａ

輸機構側と和解が成立し 年
て︑ＪＲ貨物の経営実態の推

員から︑本日︑ＪＲ不採用問

ＴＳ Ｐ
-︶が各旅客会社によ

習・交流会が６月 ・
目で解決となるが︑雇用問題

第9回国労貨物運転士学
た︒

長野県 戸 倉 上 山 田 温 泉 で ︑
解決まで取り組みを続ける︒
勤務プロジェクトニュース・
で推移する見込みの中︑銀行

佐々木研司︵ 盛岡駅連合分会︶

良宏︵盛岡施設分会︶

交流会は︑太田長野地本委
組織拡大・貨物会社の経営矛

回青森県平和労組会議定期総会

蝦名忠夫

員長︑木立東日本運転協議会
の貸付審査が厳しく資産に対

＝

不採用問題︑阿部委員長が支援に感謝＝

社民党の躍進に参院選全力

第

盾・並行在来線問題について
する貸付︑税制特例の支援が
一層厳しく困難になる︒社員
数が５０００名以上減少し︑
賃金手当はＪＲ内最低にもか
かわらず何故赤字なのか︒構
造矛盾であるダイヤ設定等の
旅客会社との利害関係と通運
依存の体質︑線路使用料の増
加︑長期債務に営業収入の投

人が参

和推進労働組合会議定期総会

議院選挙で民主党が圧勝し政

平和労組議長から﹁昨年の衆

を議長に選出し始まり︑江良

政治は混迷を深めています︒

では鳩山首相が辞任するなど

ま し た ︒﹁ 政 治 と 金 ﹂ の 問 題

され︑社民党は連立を離脱し



返済︑老朽車両︑設備等のツ

が︑加盟労組から約

権交代を果たしたが︑沖縄普

回青森県平

ケが︑設備投資と減価償却費

加し青森市ハートピアローフ

六ヶ所の再処理工場は相次ぐ

６月 日︑第

の増による経営圧迫︑財務体

事故により運転再開は困難に
ら事故が起こる﹂﹁ルールが私

管理に関する技術集団︑パ

技術継承では︑当社は設備

メンテナンス体制の改善につ

﹁設備・電気部門における

が発生しました︒しかし会社

２００９年も４件の死亡事故

事態宣言﹂が解除できない中︑

労働条件や作業環境を本気で

人間の本質的のものを考え︑

に精神論だけでなく︑もっと

えも現場にあります︒ただ単

は現場で起こります︑その答

地本工務協議長

った交流会となりました︒

多くの参加者から報告があ

織拡大問題などについて︑

えてこないことなどや︑組

森選挙区は山田清彦︑比例区

諸問題解決ためにも参議院青

展開していきたい︒これらの

で︑今まで以上に反対運動を

なっています︒稼働を阻止ま

天間基地移設問題を巡り鳩山
総会は自治労の赤平代議員

り扱い誤り事故・ＪＲ社員の

ートナー会社は施工に関す

れている雇用問題の解決を最

第 回国労東日本本部工

たちを守ってくれる﹂と言っ

重要課題として位置付け︑最

て︑原因を追究するのでなく

大限の取り組みを意思統一し

待避遅延・汽笛吹鳴事象の増

務協交流会が２０１０年６

加等︑労働条件の低下が進行

月５〜６日﹁南部富士見ハ

る技術集団として︑より高

しています︒

いレベルの技術と安全を実

た後の交流となり︑国労運動

個人の責任追及となり︑事故

の前進を全体で感じ取れる雰

を起こした社員に﹁訓告﹂処

イツ﹂で︑各地本参加者︑

討論では︑安全問題で２０

工務協役員︑松井東日本本

現できる体制がメンテナン
ス体制であったが︑レール

分を出しています︒安全問題

囲気の開催となりました︒

交換・枕木交換・パット交
換･継ぎ目板交換・分岐検
査等︑施工に関する体験教
育が主となり︑専門特化し

日に東日本本

は︑﹁非常事態宣言﹂を２０１

労働条件・作業環境の話し合い大切

会社は事故を個人の責任追及で処分

０８年９月に出された﹁非常

︵盛岡８人︶
部書記長ら 人
今︑交流会は４月９日︑
年間に及ぶ闘いを経てＪ

府から正式に示され︑国労

いて﹂︑１月

０年３月末に区切りをつけ︑

た中で技術継承の実態が見

日開かれた第

部に提案されましたが︑職場

は﹁４者・４団体﹂ととも

大会で﹁国鉄改革１０４７

では相次ぐ設備関係協力会社



回臨時全国

名問題の政治解決に向けて﹂

に受け入れを表明し４月

を受諾し︑闘争団の解決要

盛岡施設分会

四郎

話し合うことが必要なこと︒

大平

﹁ルールを守れ！守らないか

阿部

熊谷

曾我

力︵八戸工務分会︶

一久︵八戸運輸分会︶

泰幸︵ 気仙沼地域分会︶

弘志︵北上工務分会︶

戸田

大上

中村

要悦︵ 盛岡駅連合分会︶

智章︵盛岡貨物分会︶

利博︵宮古地域分会︶

弘之︵ 北上駅連合分会︶

賀庸︵八戸工務分会︶

光春︵ 青森運輸区分会︶

年間の闘いに終結をむ

の解決に向け全力

残された雇用問題

努力に感謝を申し上げます︒

民党︑多くの県民の皆さんの

の間の県平和労組をはじめ社

かえることになりました︒こ

進し

題も政権交代により大きく前

部委員長︶が﹁ＪＲ不採用問

阿部一久代議員︵国労青森支

経過報告︑運動方針の中で︑

ました︒

力で闘う﹂と決意表明があり

ない安全な青森を作るため全

と暮らしを守り核燃・基地の

ル阻止︑三沢基地縮小し雇用

山田清彦氏から﹁核燃サイク

来賓の選挙区予定候補者の

ました︒

いっぱい闘う﹂と挨拶があり

の躍進のため県平和労組は精

は吉田忠智氏の必勝︑社民党

阿保

佐々木政志︵青森運転分会︶

笹山

佐藤都久雄︵ 盛岡駅連合分会︶

菊池

▽東日本本部大会︵８人︶

佐々木

14

２３
２９

首相に福島社民党党首が罷免

者︑国交省の顔色を伺いなが

６０

社員の死亡事故多発や各種取

１
５

２
６

東日本工務協
交 流 会・雫 石

求の未解決課題として残さ

７
８

２８

クで開催されました︒

２０

質の弱さ︑旅客会社︑通運業

入や土地売却･借入金による

２0



交流会は36人の仲間が参加し意見が交わされた

議長︑武笠東日本本部執行委

２４

日に

２８

人︵盛岡２人︶の仲間が全

２９

国から集まり開催された︒

２８

の参加で開催されました︒

４
９

１８

Ｒ不採用問題の解決案が政

２
３

２４

正直

︵運輸区分会︶

小泉

青森地区協

会しました︒

認し定期総会を閉

を全体の拍手で承

︵案︶︑予算︵案︶

年度の運動方針

を受け︑２０１０

務局長の集約答弁

その後︑米沼事

の報告をしました︒

をあげる﹂とお礼

参議選に全力をあげることを確認した総会

３６
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