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回 定 期 地 方 大 会を

月

日に岩手労働福祉会館︵盛岡市︶で関係者約１




齋藤委員長あいさつ︵要旨︶
地方闘争委員会を代表し挨

く︒また︑エルダ︱社員の待

交渉と取り組みを進めてい

県議︑久保・木村岩手県議︑

来春は統一選挙︑奈良岡青森

に支援をお願いする︒また︑

まから数

へ﹂︒ こ れ は ︑ い

﹁ひかりは北

年前︑

遇改善と定年問題を含め安心



東北新幹線が整備

されていた当時の

新幹線として着工

キャッチフレーズ

山崎矢巾町議の２期目への挑

しい選挙︑勝利するため友

である︒来月４日︑

して働き続ける職場作りに努

組織・強化拡大は︑国労の

人・知人の紹介を含め体制作

る︒また︑職場では人間関係
裁判での和解を皆ととも喜び

存亡をかけた喫緊の闘い︑闘

戦の選挙になる︒４氏とも厳

合いたい︒雇用の確保に全力

力していく︒

１０４７名問題︑国鉄改革

をあげ︑同時に支援してくれ

がずたずたにされた︒今回の

攻撃から今日まで国労は頑張

拶を申し上げます︒

り闘ってきた︒今更ながらよ

にとってはまさに﹁ひかり﹂

東北新幹線が新青森駅まで延

なのであろう︒けれども︑光

りをお願いしたい︒

保金の社員への配分︑賃上げ

には必ず影が付きまとう︒八

いを振り返ったときに脱退者

された今こそ︑﹁働きやすい

と制度・政策要求の獲得に向

戸〜青森間の経営分離は延伸

く闘ってきたと思う︒その過

安全・安定輸送確立と労働

職場を共に作るため︑一緒に

け︑東日本本部と連携し闘い

伸開業となる︒県都・青森市

条件改善に向け︑東日本会社

労働運動をやろう﹂と訴え取

来春闘は︑景気の低迷が続

月の新幹線青森延伸ダイ

票の青森市議選挙に組織内候

決意を訴えて挨拶とします︒

決に先頭に立ち奮闘していく

運動をお願いし︑諸課題の解

を強いられるだけに︑華やぎ

線自治体にとっては重い負担

地元利用者はもとより県や沿

開業という光の﹁陰﹂である︒

補の斎藤憲雄氏が４度目の当

最後に︑今後も職場からの
や貨物会社の人件費抑制のた

選を目指し立候補する︒必勝

日投
め外注化などに︑公平・公正

月１日︑盛岡駅が開業

ばかりに浮かれてはいられな

い▼

１２０周年を迎えた︒単線非

・

ダイヤ改正﹂で複線

電化で始まった東北本線は

﹁

電化へと大きく発展を遂げ︑

今日に至った︒その東北本線

が盛岡で断ち切られる︒され

ども︑線路は北海道まで続き︑

﹁東北本線﹂は北の大地と首
昼食休憩後︑経過と方針に

があり︑機関紙コンクールの

︵裏面︶を確認した旨の報告

経過と方針では︑8人の代

員の︑東日本の出向者連絡会

取り組むことが大切だ︒

び掛けてほしい︒両輪として

る支援は必要不可欠である︒

路を残す﹂ためにも︑国によ

ことにも変わりはない︒﹁鉄

都を結ぶ物流の大動脈である
入り８人の代議員︵特別代議

への組織化︑あるいは分会組

◎蝦名忠夫特別代議員

＝＝代議員︵特別含む︶の８人が発言＝＝

貨物問題や昇進問題など討論

新幹線の青森延伸︑組織拡大

な人事配置や技術継承を含め

月

の

に対する感情論も理解する

︵案︶を小林執行副委員長が

ヤ改正︑設備・電気部門のメ

た共闘の仲間に今後の運動で

提案︑承認され︑組織検討委

を構築していく︒

いてはいるが︑企業の内部留

小林副委員長から２００９年

員会の設置を確認︑ストライ

り組んでいこう︒

が︑我々の運動の正しさが示

度の決算報告と山川治会計監

キ権確立一票投票でストライ

選挙について︑

少しでも返していこう︒

査委員︵青森運転分会︶の監

いては︑髙橋本部委員長から経過と雇用確保に向けた取り組みが報告された︒

中村亨平和環境岩手県労働

来賓 ︵挨拶順︶

長︑吉田恵一全労済岩手県本

孝東北労働金庫岩手県副本部

手県交運労協議長︑下斗米義

議会議員︑木村幸弘岩手県議

巾町議会議員︑星敦子北上市

花巻市議会議員︑山崎道夫矢

労盛岡地本議員団︵阿部一男

渕茂帯広闘争団団長夫妻︑国

小西邦弘同団事務局次長︑馬

児順一音威子府闘争団団長・

苗国労東日本本部委員長︑金

部︑岩手県高等学校教職員組

手県連合会︑自治労岩手県本

全日本運輸産業労働組合岩

メッセージ

本家族会会長︶

務局長︑佐々木香代子盛岡地

退職者の会盛岡支部連合会事

議 員 ︶︑ 紹 介 ︵ 細 川 久 男 鉄 道

議員︑奈良岡克也青森県議会

▽昇進・昇格試験８人が受験

組みに全力をあげていこう︒

れしいこと︒雇用確保の取り

▽１０４７名問題の解決はう

︵青森駅連合分会︶

◎小原典昭代議員

と支援ををお願いする︒

からの知人などへの呼びかけ

織も減り厳しい状況︑皆さん

▼来春は統一地方選挙が控え

いくことは極めて重要である

く者の声を行政へ反映させて

る︒そうした中で︑鉄道に働

大きな課題を背負うことにな

線の新青森駅開業によって︑

表したい︒青森市政は︑新幹

間のみなさんに心から敬意を

選挙戦を闘い抜いた全ての仲
環境岩手県労働組合センター

ら挨拶を受けた︒





③
を決定︑意思統一した︒

大会が成立していることを宣

議員特別代議員から発言があ

織化は考えているのか︒出向

人の無投票当選

ンテナンス︑検修外注合理化

程の中で自らの命を絶ち︑健
康を害して亡くなった人もい

査報告を受け決算を承認︒会

キ権を

その後︑２０１０年度予算

立された︒

館︑相互援護会などの事業報

した︒続いて︑留場義継選挙

会︶が地方委員の告示を報告︑

留場継義選管長︵宮古地域分

﹁団員の雇用確保﹂本部に集中し進める

地 方 本 部 は ︑第
００人参加の中で開催した︒

そして︑向こう一年間は①闘争団員の雇用確保については本部に集中し闘いを進める②運

告が三浦職員からあり︑組織

管理委員長から告示されてい

場の実態と合わせた組織強化・拡大︑選挙闘争などが議論された︒不採用問題訴訟和解につ

動の軸が職場︑労働条件問題に移ることを受け︑組織拡大と結合し職場での闘いを強化する

検討委員会の答申・承認と進

た地方委員

言︒議長に笹山賀庸代議員

った︒発言要旨は次の通り︒

﹁交通基本法﹂制定を掲げる

表彰︵裏面︶に移った︒

民主党・社民党の奮闘に期待

員含む︶が新幹線青森延伸関

︵青森地区協議会代表︶

をしたい▼青森市議選が行わ

先の労働条件の改善の取り組

▽青森市議会議員選挙︑斎藤

れ︑齋藤憲雄市議が４期目の

◇

憲雄氏４度目当選向け全力を

議席確保を果たした︒厳しい

︵ 八 戸 工 務 分 会 ︶︑ 副 議 長 に

大会も大詰めを迎え︑大会

みはどうしていくのか︒

あげている︒支部専従者のい

連︑組織拡大︑昇進試験など

▽家族会活動への参加の呼び

ない中での初めての選挙︑組

◎千葉信吉特別代議員
︵一関地区協議会代表︶

掛けに︑皆さんも奥さんに呼

折戸俊幸代議員︵盛岡駅連合

宣言を採決し議長・副議長団
結ガンバローで閉会した︒

▽ジャスターへの出向者組合

で発言︑執行部答弁と書記長
拍手の中︑方針が原案通り確



副議長始め外部の来賓の方々

組合センター副議長︑伊沢昌

部専務執行役員︑浦山正年ハ

会議員︑久保幸喜岩手県議会



や髙橋本部委員長︑帯広・音

ピネス共済会専務理事︑髙橋

別 掲 ︶︒ 続 い て ︑ 中 村 亨 平 和

威子府闘争団代表︑国労議員

弘社会民主党岩手県連合幹事

伸二国労本部委員長︑高野早

その後︑中堤執行委員の大
会日程説明︑菊池執行委員か
ら大会開催期日延期提案が承
認され︑選挙管理委員会の設
置を確認︑佐々木書記長から
協約協定の締結が提案され承

手支部︑全国交運共済東北支

手県支部︑全労済労働組合岩

所︑東北労働金庫労働組合岩

林東北地方本部岩手県事務

自交労連岩手地方本部︑全農

合︑岩手県交通労働組合︑全

︵次頁へ続く︶

グッツなどを手渡しなどの取

寮に入っている３人には国労

あまりにも酷い︒何らかの取

議︑木村幸弘県議そして山崎

▽ 新 規 採 用 ８ 人 が 配 属 さ れ ︑ 奈良岡克也県議︑久保幸喜県

り組みが必要ではないか︒

道夫町議の勝利をめざし︑共

用問題を解決した力をバネに︑

われることになる︒JR不採

したが全員一次試験で不合格︑ ている︒地方本部の真価が問

に頑張ろう！︵要︶

所︵国労関係は紙面上割愛︶

︵順不動︶
団ら内部の皆さん︵別掲︶か

長︑瀬川正清日本共産党岩手

地方本部を代表し挨拶︵要旨

最初に︑齋藤執行委員長が

拶を受け議事に入った︒

集 約 ︵ 裏 面 掲 載 ︶ が 行 わ れ ︑ の労を労い︑齋藤委員長の団

なお︑大会終了後には不採用事件訴訟和解報告レセプションを開催した︒

人︵９

笹山︑折戸氏の議長団で進行
人中

10

県委員会書記長︑柴谷正孝岩

来 賓・メ ッ セ ー ジ


まり︑代議員

人全員の賛成で確立

月の青森市議選挙︑来春の統一自治体選挙で組織内候補の当選に全力をあげることなど

み昼食休憩に入った︒

経過・方針では新幹線青森駅開業に伴う問題︑ＪＲ不採用問題訴訟和解︑一括和解後の職





nrumori@poem.ocn.ne.jp

組織拡大と職場の闘い強化を

TEL 019-622-5021

認︒経過と２０１0年度運動

伊沢社民党
岩手県連合幹事長



分に阿部執行

10

メールアドレス

分会︶を選出し︑議長団の挨

15

43

31

特集号
中村平和環境
岩手県労働センター副議長

分現在︶の出席を確認し

37

10

17
44

43

10

10

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
方針を書記長が報告・提案︑

高橋国労本部委員長

66

12

発行所
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大会は９時
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第 66 回定期地方大会

副委員長の開会あいさつで始
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労
国
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（１）2010年11月10日

人が盛岡に移動し違う仕事を

▽八戸の検修基地が廃止︑６
よかった︒自分も分割民営化

▽不採用問題の和解︑本当に

の考え方は︒

平・公正を求め希望通りの実

差別があってはならない︒公

討してほしい︒
の改善に努力してほしい︒

▽新幹線延伸に伴う人事関係︑ 厳しい︒一体となり労働条件

からも仕事総点検・摘発行動
大変だった思いがある︒和解
◎髙橋凉特別代議員

現に努力してほしい︒
仕事をしているが賃金︑休み

物の嘱託社員制度で定年後も

いる︒休日減など労働条件が

り組みができた︒退職者多く
時︑子どもが生まれる時期で

︵盛岡貨物分会︶

なっている中︑拡大に向け全
している︒安全・安定輸送上

︵次頁から続く︶

組合員︑全機関が本気で取り
▽東日本のエルダ︱社員︑貨

組んでいこう︒
について脱退者の先輩からも
も少なくきつい︒過日開催さ

良かったなと言われている︒
︵貨物協議会代表︶

が大切になっている︒具体的
れた地本エルダ︱交流会に貨

指導をお願いしたい︒

日︑出向・移動など公平・
物の嘱託社員も参加させてほ

▽新幹線の青森延伸開業ま で
▽八戸臨海から東北ロジステ

◎阿保光春特別代議員
ックへの出向替えなどが行わ

▽貨物の労働条件悪化の一途
︵青森支部代表︶

公正な人事を求めてほしい︒
▽新幹線青森延伸に伴う会議
しい︒

で勤労意欲が失われている︒
れている︒ロジステックには

特に賃金問題には若い社員も
東日本会社からも出向に出て
○貨物会社の出向替え問題︑
労働条件の改善の取り組みは



貨物協とも連携し取り組みた

い︒エルダ︱交流会への参加

の兼ね合いもあり︑すこし検

○組織拡大の取り組み︑新規︑ については︑嘱託職員制度と

 

 

執行部・東日本本部からの
社会人採用者と職場の中で繋

○新幹線青森延伸に伴う指定

のもと取り組むことになる︒

問題は︑６月の本社との確認

している︒労働条件の改善の

会の在り方は検討することと

○東日本本部でも出向者連絡

助役合格もおり一定の成果は

態も報告されるが︑主任合格︑

○昇進・昇格試験︑厳しい実

を進めていきたい︒

地方と意思統一し要求と交渉

回ることはできないと思うが︑

○労働協約問題︑他労組を上

がりを作り取り組んでほしい︒ 討させてほしい︒

席券料金の支払いについては

ある︒受験に努力してほしい︒

国労運動を若い世代へ

至ったＪＲ不採用問題の﹁訴

階に移し︑６月

日に和解に

大会終了後会場を同会館５

本部委員長︑東日本本部委員

長・小泉邦弘同団事務局次長︑

は︑馬渕茂夫妻︑金児順一団

開催された︒レセプションに

長も大会に引き続

訟和解報告レセプション﹂が

き参加︑大会構成

員︑家族会︑退職

地方委員

人を選出

２０１０年度の地方委員

受け︑闘ってきて

長さんから挨拶を

の奥さんや金児団

で祝杯︑馬渕団長

嶋昭一顧問の乾杯

稲葉

佐藤

館川

佐藤

角館

折戸

︻盛岡支部︼９人

◇

よかった︑これか

佐々木喜一︵北上工務分会︶

人が次の通り選出された︒

らも頑張っていこ

金野

者の会の皆さんら

うと有意義な時を

小沢万寿男︵釜石地域分会︶

が一堂に会し︑髙

共に過ごすことが

雅之︵ 気仙沼地域分会︶

孝︵ 北上駅連合分会︶

弦悦︵一戸地域分会︶

幸也︵盛岡貨物分会︶

祐司︵盛岡電気分会︶

武範︵盛岡施設分会︶

俊幸︵ 盛岡駅連合分会︶

できた︒

一括和解以降の職場の取り

に対応していく︒

指示のもと本部に集中し機敏

ある︒他労組と同じ土俵に立

てるようになったなどの声も

に︑若い社員とかかわりが持

ことになった一括和解を契機

野田

笹山

前田

横浜

高橋

柴田

茂志︵八戸貨物分会︶

賀庸︵八戸工務分会︶

素行︵八戸運輸分会︶

幸徳︵ 野辺地地域分会︶

清光︵青森運転分会︶

正博︵ 青森運輸区分会︶

︻青森支部︼６人

組みと労働条件改善︑安全・

ったという情勢を活かし︑拡

あいたい︒対策会議も適宜開

大に全力をあげる決意を固め

会社との一括和解後も職場

安定輸送確立の闘い

状況は変わらないという声も

あるが︑昇進試験の複数合格︑ 催するので地本・支部・分会

拶できることに感激し嬉しく

いを進めることができ︑今挨

連携し取り組んでいく︒

○検修合理化問題︑職協とも

でも公平・公正を求めていく︒

移動については交渉の中など

団結︑４者・４団体の団結と

告などで風化させず︑国労の

支援︑自治体決議︑ＩＬＯ勧

総点検を取り組み︑効率化施

う︒また︑仕事総点検・安全

が持てるよう取り組んでいこ

職場での話し合い︑意見交換

対策会議と連携し交通基本法

青森などに設置されている各

路だ︒引き続き本部・岩手・

本部機関紙コンクールの表彰

ＪＲ不採用問題の最終解決

思っている︒国労で不採用に

○岩泉線の崩落事故問題︑役

裁判闘争や大衆闘争の成果で

も行われた︒

訴訟和解は︑多くの仲間の

をめざす闘い

なったから国労で解決をと運

員が出向かなかったことは︑

あり︑政権交代という面もあ

の制定も視野に入れながら運

長期単身赴任の解消︑限定運
一体になり取り組んでいこう︒
﹃ 気仙沼 ﹄が
転士への合格など変化はみら
公共交通を守る闘い
れる︒和解の主旨︑差別をな
盛岡以北の並行在来線は︑
最優秀賞
くし対等な労使関係をめざし︑ 通学・通勤・通院など生存権︑
＝

動を進めきた︒団員の平均年

率直に受け止める︒ただ︑同

月

応募作品は︑﹁可動橋﹂︵青森

大会で２００９年度の地方

機関紙コンクール

齢も

問題は現在調査中であり︑対

策の検証を進めていく︒

ｔｕ﹂
︵ 盛 岡 貨 物 分 会 ︶︑
﹁国労

＝

の介護が必要な年齢になっ

った︒雇用の確保に向け本部

北上地区協﹂
︵北上地区協議
阿部一男花巻市議︵左一人

労組会議︑政党などと連携し

地域分会︶の５作品︒

日に地方本

進めていく︒

差別を許さない国労の運動を

◇

﹁Ｒｅｎｋｅｔｕ﹂

◎優秀賞

﹁ＮＲＵ気仙沼﹂

◎最優秀賞

り︒

最優秀賞︑優秀賞は次の通

部教宣部で行われた︒

月

問題は︑東日本本部と会社の

若い世代に財産として引き継

審査は︑

確認に沿い改善に努める︒来

日投票の

目︶から先に行われた市議選

斎藤憲雄氏の青森市議選挙で

・久保県議︑山崎町議の再選

月
挙へのお礼と山崎道夫矢巾町

の当選︑来春の奈良岡・木村

年連続の

春闘は︑貨物会社

参議院選挙で与野党が逆転︑ 岡 駅 連 合 分 会 ︶︑﹁ Ｒ ｅ ｎ ｋ ｅ

駅連合分会︶
﹁かわら版﹂
︵盛

のメンテナンス体制︑検修合

憲法改正論議が進む可能性が

会 ︶︑﹁ Ｎ Ｒ Ｕ 気 仙 沼 ﹂
︵気仙沼

政治闘争について
地方議員団も大会に参加

理化などには︑技術継承問題

あり︑憲法改悪を許さない闘

動を進めていく︒
︵選挙が押し迫っている斎藤

も含め取り組む︒出向・配転

いを平和環境センターや平和

ダイヤ改正︑設備・電気部門

憲雄青森市議と所用のため三

扱いを求めていく︒出向先の

浦敬元北上市議が不参加︶し︑ は︑本人希望︑公平・公正な



環境・物流上からも大切な鉄

た︒今後も雇用の確保に向

応は今後意見交換し進めたい︒

歳︑子どもは自立し親

け︑辿り着いたのが到達点と

○新幹線延伸に伴う︑出向︑

組織拡大に取り 組み

検討していく︒

◇

答弁の要旨は次の通り︒

◇

時の指定席料金の支払いを検



▽労働協約締結問題︑慎重な
敏感︑組織拡大を進めるうえ

▽岩泉線の土砂崩壊事故︑茂

執行部・東日本本部中間答弁︵要旨︶

対応と職場討議の時間の確保
が必要だ︒
でも旅客・貨物一体の闘いを
◎留場義継代議員

進めての改善が必要だ︒

◎川原昭特別代議員
︵運転協議会︶
▽車両検修合理化︑施策の延
用の確保というが︑安全・技
市駅ではマスコミへの電話対

︵宮古地域分会︶

術継承上でも多くの問題があ
応で大変だったという︒支社

長線上にはエルダ︱社員の雇

る︒職能別協議会としても解
か︒また︑事故に対する国労

明を出して議論を進めている︒ での一元化対応は出ないもの
◎館川幸也代議員

音威子府・帯広両団長が挨拶

＝

今日までの
支援に感謝

＝
加し挨拶を受けた︒
◇

◇

＝議員団6人が参加し挨拶＝

思い頑張りたい︒
馬渕茂団長
雇用・年金・解決金に一定
の成果があり︑裁判上での和
解が図られた︒しかし︑雇用

選挙闘争よろしく

大会には︑不採用問題の訴

訟上での和解を受け︑音威子
金児順一団長

15

ベア・ゼロを許さないために
青森県議︵中央︶︑木村幸弘

も︑本部や貨物協議会︑東北

組織強化・拡大の闘い

いでいくため奮闘しよう︒

12

府闘争団から金児順一団長と

15

＝2010年度＝

議︵左２人目︶︑奈良岡克也
岩手県議︵右二人目︶︑久保

をめざし全力をあげよう︒

会社の一企業一組合路線か

最後に︑首切りを許さず︑

協議会と旅客・貨物一体で闘
星敦子北上市議︵左２人目︶

ら複数労働組合を認めさせる

ら 来 春 の 統 一 選 挙 へ の 決 意 ︑ う︒
からそれぞれ挨拶を受け︑選
挙の取り組みも確認した︒

10

この間︑皆さんをはじめ全

◇訴訟和解報告レセプション◇
幸喜岩手県議︵右一人目︶か

31

問題はまだ残っている︒公的
部門への雇用の確保要請につ
いては︑元国労本部青年部長
で現在︑北海道道議の池本柳
次議員に依頼し取り組みを進
めているところだ︒今日まで
歳︑年金生

の全国の仲間の支援に感謝し
たい︒自身もう
張りたい︒

共に闘い進める

12

10

小西邦弘同団事務局次長︑帯

今日までの苦労と闘いへの謝意を述べる馬渕茂夫妻

28

12

国の仲間からの支援の中︑闘

闘って良かった
これからもガンバロー
佐々木書記長
集約（要旨）




活に入るが︑今後も地域で頑

60

川原昭特別代議員
（運転協議会代表）
帯広闘争団・馬渕夫妻

組合員の購読料は

50

広闘争団から馬渕茂夫妻が参

音威子府闘争団・金児団長と小泉事務局次長（左）

54

小原典昭代議員
（青森駅連合分会）

2010年11月10日（２）

（ 組合費の中に含む ）
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