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▽8月

・

日︵埼玉︶

日︵盛岡︶

東日本本部書記長会議
▽8月

回執行委員会・第

▽9月7日︵盛岡︶
第
日︵盛岡︶

闘争委員会
▽9月
日︵仙台︶

回

地本エルダー組合員交流会
▽9月
◇

人が参加し開催

温泉﹁愛真館﹂で東北３地本

て︑矢部同本部執行委員から

ー・出向会社との問題につい

議会の今福議長からエルダ

迎の挨拶︑東日本本部運輸協

齋藤盛岡地本委員長からの歓

集会となりました︒

員長の特別講義を受け︑全体

まり︑藤野前東日本本部副委

しながらの分科会交流から始

二日目は︑前夜の余韻を残

交流となりました︒

て変わっている︒お茶ひとつ

﹁職場は今若い人が入ってき

されました︒

来賓の含め

青森市議選挙︵

月 日公示・ 日投票︶

年の長期の闘

いとなった﹁一〇

四七名ＪＲ不採用

日︑

最高裁判所におい

問題﹂が６月

投開票で実施される︒斎藤氏

数

日告示︑ 日

予定の青森市議会議員選挙︵定

４度目の当選に向け立候補を

じ・仲間を裏切らず・仲間守

受け続けながらも﹃組織を信

の存在である︒自らも差別を

ＪＲに採用された国労組合員

いを支えたものは

が成立した︒﹁闘

て裁判上での和解

組織内候補︑斎藤憲雄氏

は︑新幹線延伸︑並行在来線

る﹄その信念と想いは国労の

斎藤憲雄氏の当選に向け
青森を中心に運動の強化を

︵社会民主党公認・ 歳︶が

問題などに取り組む同氏の当

貴重な財産・誇りと確信す

月

選にむけ︑青森地区協を中心

︶が

に運動を強化していこう︒

日開催︶の中

回定期全国大会

公認︶が７月 日投開票で実

一男氏︵組織内・社会民主党

敬意を表し︑また四半世紀に

争団員・家族の不屈の闘いに

合員に感謝するとともに︑闘

で︑髙橋中央本部委員長は組

日〜

施された花巻市議会議員選挙

も及ぶ闘いをわが身のことと

︵７月

る﹂▼第

で第２位︑連続９度目の当選

して暮らせる花巻﹂を基本に

阿部氏は︑﹁誰でもが安心

た▼

皆様に深く感謝のお礼を述べ

た︑共闘組織・団体・個人の

心両面から支援していただい

度目︶を果たした︒

医療・福祉充実・平和憲法を

ただいた方々に︑国労は７月

年の闘いを支援してい

市政に生かし︑格差のない社

回参議院選挙は︑マ

日の投開票で実施さ

が﹁解決して本当に良かっ

方本部に多く寄せられ︑皆々

送付している︒その返信が地

に感謝と報告の﹁お礼文﹂を

れた第

７月

スコミ報道にもあるとおり民

た﹂と安堵の文面であり︑中

問題点﹂︑構内からは︑﹁運

﹁女性乗務員の要員・育児の

取り扱いが運輸区毎に違う﹂

した時の津波の異常時対応の

車掌からは︑﹁チリ地震で発生

﹁サポートセンターの設置﹂︑

休日パスのあり方の一考を﹂

会や勉強会の設定﹂﹁おとなの

した自治労出身の吉田忠智氏

た福島瑞穂党首と国労の推薦

議席を確保︑個人票を多く得

２４２︐７３６票を獲得し２

り︑比例代表で社民党が２︐

薦し取り組んだところであ

区で社会民主党公認候補を推

代表︑岩手・青森・宮城選挙

地方本部も承知の通り比例

言葉が綴られていた▼長期に

援し続けていただいた暖かい

す﹂と年齢を重ねながらも支

生活できることを祈っていま

皆様全員が晴れ晴れと毎日を

も今年で

苦しく思っておりました︒私

たる毎に品数も少なくなり心

きませんでした︒そして老い

には﹁私には物販購入しかで

転職場に若い人が入ってこな

歳となりました︒

い﹂﹁電子連動の機械が古く

が当選した︒

な っ た︒

主党の議席減という結果と

に展開した︒

会などを訴え選挙戦を精力的

受け止めて惜しむことなく物

︵大迫町などとの合併後は３

２︐２０７票を獲得︑阿部

３０

第2回東北交運労協幹事会

会を終了し夕食交流会に入

会は︑村上盛岡地方運輸協

情勢と問題提起を受け︑分科

２４

岩手県交運労協幹事会
回東日本本部定期大会

属後の付き合いを大切に︑ミ

第
﹁組織対策費の活用︑他分会

ドル・シニア層に不採用問題

り︑各地域から提供された日

月４日青森新

別交流に入りました︒

掌・構内の各座長から分科会

１０

▽9月2・3日︵埼玉︶

の状況は﹂︑﹁分会執行委員

解決を機に復帰させる取り組



会定期開催に努力︒助役︵仙

終わった︒

台地本︶で国労組合員もいる︒ みを進めていこうーとまとめ
流れが変わるのではという期

営業・車掌・構内から職場実態の報告

を分科会・交流会で話しても

本酒を飲みながらの和やかな

人参加で交流︵運輸協議会︶◇

らい︑有意義な二日間として

◇東北３地本
国労東日本本部運輸協議会

貰いたい﹂との挨拶があり︑

議会議長の﹁

理のレシュピを載せている﹂︑ から運協役員︑分会代表者︑

言われ妻の協力を得て旬の料

幹線開業となるが︑在来線の

営業・車掌・構内各分科会

の報告がありました︒営業か

換があったが︑計画的な学習

阿部一男氏 ２︐２０７票
２位当選︵花巻市議選︶
参議選︑吉田忠智氏が
社民党２議席目を確保

待もある﹂などが報告された︒
組織部長が﹁JRの若い社

成は検討する﹂︑教宣部長は

＝

不採用問題解決を機に拡大に全力

員︑共闘組合員への国労の闘

﹁情報を作成するという意識

いの歴史を訴える資料など作
組合員が国鉄闘争の経過を知
日﹁組織・教宣部長合同会議﹂を岩手労働福祉会館︵盛岡市︶で︑各
らない︒我々の立場を訴えて

地方本部は︑７月
いく必要がる﹂︑﹁各分会で

を持ち︑まず連絡事項でいい

人が参加の中開催した︒

ので出そう﹂と答弁︒

級機関代表者︑地本役員など
会議は︑不採用問題の和解を中間点と位置づけ︑職場での差別是正︑公正・公平な人事運

はまず執行委員会の開催から

最後に佐々木書記長が︑①

切②職場では︑限定運転士登

一括和解後︑変化が生まれて

用︑単身赴任解消︑テレホン

確実にやってほしい︒分会・

とどまり︑国労と接触させな

センターから車掌が元職場に

支部一体となった闘いを進め

い状況が続いている﹂︑﹁他

の復帰など改善も見られる③

用︑労務政策の抜本的転換かつ正常な労使関係確立に向けた新たな闘いの出発点︑その原動

労組の若い組合員に国労の闘

こうした中で︑新採と職場配

力は組織の強化・拡大︑教宣活動の強化・充実でありその意思統一を図ることを目的に開催

ブロックの組織交流会など東

いの歴史︑正当性を訴えてい

いる︒変わらないという職場

日本本部の取り組みの報告を

く壁新聞などの作成を﹂︑

は︑変えさせる取り組みが大

行い︑﹁職場で多くの東労組
基本︑職場を大切に拡大行動
しよう﹂と訴えた︒
その後︑菊池組織部長と中
堤教宣部長が資料に基づき提
機関代表者からは︑﹁若い

起し全体交流に入った︒

24



組合員が悩んでいる︒運動の

たい﹂︑﹁職場は︑東労組の

レンジ・アクションを起していくことを確認し終わった︒

長︵東京地本・柏駅︶が︑４

次に伊藤東日本本部教宣部

った︒

ってでよう﹂との挨拶で始ま

その声を吸い上げ︑拡大に打

は多くの不満を持っている︒

職場でアクションを起こそう
会議は小林副委員長が座長

に就任︑齋藤委員長が︑﹁Ｊ

Ｒ不採用問題は最高裁で和解
した︒しかし︑雇用問題が残
っており︑その解決に全力を

あげよう︒組織化拡大︑社員

出向者と交流︑そうした中︑
東労組の若い組合員とも話し
労とは付き合うなとの声︒拡

日・ 日に盛岡市のつなぎ

東北ブロック交流会が︑７月

が出来たが︑東労組役員が国
大にアクションを起していこ

ンス﹂︑﹁限定運転士に国労

青い森鉄道の問題も含め︑未

らは︑﹁今月からＰＯＣの交

う﹂︑﹁教宣担当︑分会長に

２人に声︑初めて会社の対応

とも職場の状況や問題点を出

全体集会では︑営業・車
も変化か︒今拡大にチャレン

し合いながら︑一日目の分科

30

４１

12

だダイヤ・要員等の提案もさ

でもそうだ︒今が拡大のチャ

吉田忠智氏（53）

19

役員が明番などでも休憩室に

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」

され︑一括和解後に一定の変化が見られる職場で︑組織の拡大に向け教宣活動と結合しチャ

＝

組織拡大︑教宣活動との結合を
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れていない︒職場の問題など
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ジ︑アクションを起すことが
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10

５８

13
11
14

18
23

24

60

２８
７９

なってきている﹂﹁入換えや

保はならなかった︒投票数は

なお︑３選挙区での議席確

葉しかない︒残された雇用問

組織などの皆様には感謝の言

▽伊沢昌弘︵岩手県︶

５４︐９８９票

２３︐８０３票

▽山田清彦︵青森県︶

５０︐９７５票

▽菅野哲雄︵宮城県︶

られている

︵小︶

織拡大に奮闘することが求め

返しするためにも︑今こそ組

を継承し︑多くの支援者に恩

﹁国労の貴重な財産と誇り﹂

決に導いた経験を糧として

に取り組み︑不採用問題を解

題解決に向けた運動を積極的

訓練などをビデオや写真に撮

小野寺俊彦

◇

次の通り︒

盛岡駅連合分会

バローで終了しました︒

を込め︑村上議長の団結ガン

大への取り組みも進める決意

これらの問題解決︑組織拡

が出されました︒

など︑多くの意見や問題など

って次の世代へ残している﹂

渡り支援していただいた共闘

９０

国鉄労働組合
盛岡地方本部
発行者 齋 藤 庄 司
編集者 中 堤 聡 司
大切だ﹂︑﹁共闘組織の若い

１２

６０
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「新しい仲間づくりを
皆の力で」

２６

４８

２５

拡大キャッチコピー
２５

２２１１

発行所

教宣部の取り組みをのべる中堤部長

阿部一男氏（63）

３１

（１部30円）
発行定日 毎月10日

（ 第３種郵便物認可）

岡
盛
労
国
組合員の購読料は

（ 組合費の中に含む ）

（１）2010年８月10日

雇用問題にあと少しの支援を
現できたのも︑皆さんのご支

頂き︑六回のねぶた招待が実

て︑杉山さんの奥さんで同団

たい﹂と報告しました︒続い

く国労組合員としてお会いし

い︒今度は︑闘争団員ではな

仲間と組合員ら

の﹁八戸地区集会﹂が共闘の

東口のユートリー８階で同様

人の参加者

時からは︑八戸駅

援があったからこそ︒引き続
家族会会長の智子さんは﹁ま

翌 日

きのご支援をお願いした

を得る中で開催されました︒

たい﹂との気持を述べました︒

い﹂と闘いを振り返り参加者

均事務局長が挨拶に立ち﹁皆

学に行きたかったとも思う︒

子どもには苦労をかけた︒大

次男も新聞社で働いている︒

いました︒

県議が参加し参加者報告を行

杉山夫妻︑渡辺代表︑奈良岡

る︒子ども長男は２児の父親︑ 集会には︑青森県集会同様︑

さんのご支援をうけ︑やっと

万が一にそなえよう

自分と家族のために

＝
＝期末手当付加給付制度＝
＝

毎年4月と

月を加入・増

八戸地区の来賓として大石

200円

1︑000円給付︒

期間率1日につき︑1口

﹃給付金﹄

来︑現在313名の方が加

名の組合員の方が手

また︑今日まで病気休業

等で

当から減額され︑この制度

日迄に手続きを＝

加入資格は︑現行互助会に

◎﹁期末手当付加給付﹂の

＝9月

︽互助会加入が条件︾

入されております︒

2002年の制度発足以

互助会の﹁期末手当付加

﹃おとうさんが︑ＪＲに復帰

政治和解を実現できた︒しか
支援に対するお礼が︑音威子
の支部委員長・書記長を務め

ました︒集会では︑国鉄闘争
し︑雇用の問題は︑来年３月

﹁ＪＲ不採用問題青森県報
末までに政府がＪＲ各社に要

口月間とします︒

た奈良岡県議は﹁支援共闘会

給付制度﹂は︑病気等の欠

府闘争団の杉山さん夫妻から

約束も果たしたい︒主人のＪ

平和労組会議三八地方本部議

青森県支援共闘会議をはじめ
請することとなっており︑現

したら﹄という子ども達との

告集会﹂が青森支部主催で７
議立ち上
-げのため走り回った

﹃掛金﹄

述べられました︒

Ｒへの復帰を実現させるため︑ りました︒

月額１口

とした各支援団体に向け︑６

状では不透明︒今一度︑解決

高瀬貴弘

勤で期末手当に期間率が適

時から青森労働福祉
日を︑昨日のことのように思

青森支部

長から激励と連帯の挨拶があ

月 日
最初に主催者を代表し阿部

あと少しのご支援をいただき

互助会加入口数を限度とす

月 日に最高裁で和解に至っ

に向け闘い支援をお願いした

用となって減額された組合

会館において共闘の仲間含め
い出す︒毛ガニ販売に協力を

る︒

青森支部委員長は﹁やっと政
治解決の最終段階までたどり

三 沢・八 戸 チ ームが

３年 連 続で４度 目の優 勝

からは約700万円の給付

家族への生活保障の手助け

加入されている組合員とな

＝

の一躍を担うことができた

好天の中︑４チーム参加

かと思います︒

＝

夫︵盛岡施設分会ＯＢ︶︑七

金をお支払いし︑組合員・

木田実︵盛岡運輸区分会Ｏ

人が参加し開催された︒
残念なから北上チーム︑宮

日︑第

回地方本部ソフト

りますので︑互助会未加入

Ｂ︶氏から協力を頂いた︒

者で﹁期末手当付加給付制

古・釜石地区チームが参加が

是非︑この機会に︑もう

果

度﹂の加入を希望の方は互

結

一度身の回りを考え︑今制

合

森

００１００

９

１

１１８０×

２６１０×

９

当付加給付制度﹂の加入手

﹁互助会﹂及び﹁末期手

続きは︑9月

月期加入となります︒

掛金は︑2010年

担当者または︑互助会事務

年

ら徴収し︑給付発生は︑来

日まで分会

年の夏季手当減額分からと

それ以降の加入時期は︑

なります︒

月か

す︒

試合結果及び各チームが推

試

盛

︿第１試合﹀Ａ面
備し︑

青

関

０

︿第３位決定戦﹀

０２４３

５

００００

２２０×

０００３２

賞

今回の募集は︑2010

助会加入の手続きが必要で

ボール大会が好天

係者がそれざれ車で到着︑審

会議で対戦相手を決定︑開会

︿第１試合﹀Ｂ面

分からのキャプテン

判団と関係者でグランドを整

式を行いＡ・Ｂ面に分かれ試

三沢・八戸

一

４２００２

合に入った︒試合は︑１時間

岡

以内５イニングまで︑同点の

関

岡

場合は９人のジャンケンで決

一

盛
各チームの選手は暑い中︑

定との確認で進められた︒

森

人

彰︵三沢・八戸︶

祐司︵盛岡︶

▽敢闘賞

雅善︵一関︶

芳隆︵青森︶
佐藤

成田

▽優秀選手賞

地切

▽最優秀選手賞

個

三沢・八戸

青

自チームの勝利を目指し打撃︑ ︿決勝戦﹀
ベンチからは野次

走塁︑守備に全力をあげるも
体力が？

と笑いが飛び交い︑和やかな
雰囲気の中での試合となった︒
優勝は今年も三沢・八戸チー
ムで３年連続となった︒
なお︑審判団として公式審

８

度に加入されますようご案

諸般の事情で参加できなかっ

解決︑雇用の確保を勝ち取る

大会を通して出された各

内と致します︒

の中︑例年通り岩

がほとんどだった︒しかし︑

まで頑張ろう﹂という言葉

代議員からの﹁１０４７名

薦する個人賞は次のとおり︒

た︒
野球場で４チーム︑
関係者あわせ約

共 産 党 ︑ 交 運 労 協︑共闘会

全 面 解 決 と 勘 違 いしていた

と︑国労弁護団の宮里弁護士

ＪＲ採用差別問題﹂解決に

９時過ぎから各チームと関

手県雫石町の鶯宿

７月

員の生活保障をするための

た経緯の説明と︑これまでの
着けた︒この間の平和労組に
結集する各単組︑社民党をは
じめとした皆さんのご支援に
お礼を申し上げる︒まだ︑雇
用の問題が残されているが︑
国労の総力を結集して解決に
取り組んでいきたい﹂と最終
局面での決意を訴えました︒
来賓の米沼一夫県平和労組
会議事務局長︑渡辺英彦社会
民主党青森県連合代表から連
帯の挨拶を受けた後︑齋藤地
方本部委員長が今日までの闘

地本互助会だより

制度です︒

人の参加者の中で開催され

日の両日︑静
議︑連帯する会などのみなさ

訳ではないが︑国鉄闘争に勝

からの﹁事件は解決したが︑

︑

岡県伊東市・ホテル聚楽に
んを迎え︑昨年までの解決

利する共闘会議の二瓶議長の

対する喜びの言葉と同時に︑

７月



於いて︑第 回定期全国大
が 出 来 る の か ど う か︑先の

問題は解決していない︒残る

国大会であった︒

会が開催された︒

﹁１０４７名ＪＲ採用差別問

︑議論に於いても案外クー

悪いところか分からないが

ここは国労の良いところか

見えない中でのあいさつと違

年という長き

今大会は︑雇用問題が残

新たな一歩︑身の引き締まる思い

ルに︑残る雇用問題をどう
解決して行くか︑また︑組
織拡大・強化︑後世の組合
員に何を残すか︑残せるか
が今後の国労の取り組む課
り︑新たな一歩を踏み出し

回定期全国大会︵伊東市︶
雇用問題が解決出来て︑や

第

題は︑今の執行部でなけれ

た大会であったと思う︒

題であるとの意見が多数あ
い︑終始﹁１０４７名ＪＲ採

っと﹃１０４７名ＪＲ採用差

合分会︶︑高橋幸治︵盛岡電

日野

判員の小野寺俊彦︵盛岡駅連
気分会︶︑大山厚︑小野寺京

みをして下さい︒

局へ直接電話で加入の申込

15

〈問い合わせ先〉地本互助会
TEL（JR）033−2276
TEL（NTT）019−652−4841

るものの︑

にわたる﹁１０４７名ＪＲ

採用差別問題﹂が解決をし

た直後の大会であり︑内外

から 注 目 さ れ た 大 会 と な

っ た︒
髙橋委員長の﹁１０４７

名ＪＲ採用差別問題は︑雇

用の確保の問題が残るもの
ば 解 決 は 出 来 な か っ た︒し



の解決案の受諾を決定し︑

用差別問題の解決﹂に関し

裁判上の和解が成立し裁判

◇

別問題﹄が解決したことにな
て︑解決したんだ︑出来たん

る﹂と言う言葉には身の引き
だと言う感動の︑それぞれの

かし︑私から言わせれば︑こ

は終結した﹂のあいさつで

の問題は解決の半分までしか

始まった大会は︑来賓に民

きていない︒路頭に迷わない

︿全国大会代議員﹀
熱い想いが交錯するあいさつ

10

次に音威子府闘争団の杉山

に感謝と支援を要請しました︒ だ︑解決の実感が湧かずにい

１５

子︵一関運輸分会︶︑武藤成

〈給付発生〉
・2011年夏季手当減額分から

いへの支援に対するお礼の挨

１０
８０

拶を述べました︒その後︑国

青森対盛岡で試合開始（A面）
締まる思いがした初めての全

主党︑社会民主党︑日本

15

〈期間率調査期間〉
・2010年10月１日〜
2011年３月31日

10

〈掛金徴収〉
・2010年10月から

労議員団を代表し民営化当時

第10回地本
ソフトボール大会

１９

熊谷泰幸

期末手当付加給付制度

10

15

２８

気仙沼地域分会

79

４０

＝今、少しの支援をと訴える智子さん＝

１８

28

63

杉山均さん夫妻︵音威子府︶
が感謝と報告

８９

１８

11

29

７９

24

10

10月期加入・増口案内

J R 不 採 用 問 題
青森・八戸地区報告集会
１４

2010年８月10日（２）
組合員の購読料は
昭和29年12月25日

８７
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