nrumori@poem.ocn.ne.jp

2012.4.10

第1444号

拡大キャッチコピー

和環境岩手県センター

日に﹁原発はいらない！３・ 福島県民大

人の代表団の一員として９人︑青森平和労組会議 人の代表団

集会﹂が福島県郡山市の開成山球場で１６０００人が参加し開催された︒国労からも平

大震災の大事故から１年が経過した３月

岩手・青森からも代表団

集会では︑福島県民代表者の痛切な訴え生の声が発せられ︑安心して暮らせるふるさ
と福島を取り戻す運動︑反・脱原発の取り組みが集会・デモ行進で訴えられた︒

8〜1・4︵単位はμSv／

︶

交流会

・

大会

回東日本本部軟式野球

日︵盛岡︶

幼い頃岩泉で育

った︒５歳から９

歳までの５年間︑

父母の仕事の関係

だった︒山の中の

町であったが宇霊

羅山がそびえ︑龍

泉洞があり風光明

媚で穏やかでとて

もいい町だ︒記憶の中で初

泉線だった︒当時は小本線

めて列車で旅行したのは岩

と呼ばれ浅内が終着駅だっ

︶

治労出身の平田ミイ子︵

た︒浅内駅から母の実家の

を受けた︒共通して言えるこ

とは︑創意工夫した取り組み

を積極的に行っている分会の

った︒私には幼い時の記憶

が詰まったとても思い出深

い線路だ▼岩泉線は特定地

方交通線の第２次廃止対象

路線に選定されたが︑国道

３４０号線が代替道路に不

適当として廃止申請が取り

下げられた経緯を持つ︒現

在︑岩泉線は一昨年７月の

土砂崩れによる脱線事故に

毎の﹁温度差﹂が大きくなっ

でいる分会もあるなど︑分会

ことは言うまでもなく早期

生活に密着した路線である

・通院となくてはならない

ている︒地元にとって通学

の後集会が開催されました︒

センターの豊巻議長による労

バス車中では︑行きは平環

なりません︒福島県民の声を︑ い︒そこで︑地方本部は３月

を真剣に考えて行かなければ

今こそエネルギー政策の転換

を挙げていかなければならな

地方本部としても拡大に全力

と課題を把握し︑４月の各地

選出し︑進行︒﹁分会の現状

会議は齋藤委員長を座長に

芽は確実に大きくなってきて

るが︑地方においてもその萌

リは東京を中心に強まってい

今︑国労復帰・加入のウネ

になる３月

より全線で運転を見合わせ

ていることにある︒分会の

復旧を待ち望んでいる▼1

一方で取り組み方自体に悩ん

﹁形﹂に合わせての指導・助

集会では６人の福島県民よ

働講座︑帰りは報告集会があ

日︑﹁第２回地方本部・支

区集会へ連動した取り組み

﹁一日も早い運転再開が住

良になる﹂との報告があり︑

配・急カーブなどで体調不

イクロバスでの代行は急勾

参加した利用者からは﹁マ

決起大会﹂が開催された︒

﹁ＪＲ岩泉線早期復旧住民

月岩泉で９００人が参加し

言が重要であることは言うま

でもなく︑そのためにも丁寧

り﹁見えない放射線量が降り

り岩教組の仲間からは集会会

地域に職場に広め次世代のた

部役員組織対策会議﹂を青森

な現状分析の必要性を改めて

注ぎ︑体に影響が出るのでは

場周辺の放射線量の報告があ

めに﹁原発ＮＯ﹂を訴え続け

集会に参加してきました︒原

人から︑原発事故により避難

その後福島県内の呼びかけ



で﹁波風を立てる﹂ことを懼

らうことが大事であり︑職場

と︑国労の運動に共感しても

中で国労を理解してもらうこ

客が年々減少している事を

の費用・長期の工期や︑乗

３月

集会は成功裏に終了した▼

という事が全体で確認され

民の明日への希望となる﹂
たちの力をバラバラにしてし

を余議なくされている実態・

れず︑組織拡大に向けて皆で

全体で確認した︒

集まった参加者は内野席では

と不安︒子どものことを考え

りました︒気になる放射線量

いる︒仕事を通じ信頼を得る

まうのが放射能です︒この分

放射能に汚染されている土地

できることをしっかりと意思

青森運輸区分会

阿保

光春

◇

日ＪＲは１３０億円
断を乗り越えて︑心を一つに

を離れず耕している農家の苦

統一してやりきることが求め

怒りをシュプレヒコール

して前に進もう﹂と挨拶があ

悩などが報告されました︒あ

りました︒
続いて同じく呼びかけ人の

られている︒

た意思統一を図った︒

大震災・原発事故から１年
入り切らず比較的放射線量の

山形県に自主避難した﹂︵女

を﹂との佐々木書記長の提起

盛岡電気分会

日︑福島県民大
高い外野芝生席まで立ち入る

市・国労青森支部会館にて開

ほどでした︒

発︒農業と原発︑人間と原発
は共存できない﹂︵男性︶
﹁原発事故で飯館村の農家は
農地も牛も全てを失った︒高
い放射線量の中で水道水も飲
んできた︒どこに安全がある
のか︒これは天災ではなく人

らためて原発事故・放射能の
故１周年を迎えた３月

盛岡支部は７月に︑青森支

恐ろしさが浮き彫りになりま
者となった︒原発で津波の被

と︑それぞれに組織拡大対策

いする︒

部は９月に︑地方本部は９月

いる︒このような重大な原発

当初市民感情に考慮し︑静

会議を予定している︒成果と

した︒

勇気と希望を与える歌声を熱

かな？デモ行進の予定であっ

課題を持ち寄るべく︑組合員

郡山市の開成山野球場に於い

事故により多くの方が放射能

たが︑集会を受けて多くの参

害に遭っている人を助けに行

唱しました︒

に苦しんでいる状況の中でも

加 者 は 原 発 に 対 す る 怒 り を ︑ 一人ひとりの奮闘を節にお願

福

原発を容認しようとする動き

シュプレッヒコールで郡山市

て﹁原発いらない！３・

時からの大集会では呼び

がある︒全国の原発を廃炉に

民に訴えてきました︒

くこともできない︒人の命も

かけ人代表で福島大学副学長

するため︑力を合わせましょ

島県民大集会﹂が開催され︑

の清水修二さんから﹁原発事

う﹂と挨拶がありました︒

青森平和労組会議の代表団と

故から︑一緒に助け合って立

守れないのに経済とか言って

ち向かわなければならない私

して参加しました︒
集会のオープニングコンサ

14

災だ﹂︵男性︶﹁転校し被災

最寄駅︑陸中山田駅までだ

さんが大船渡市の復興を目ざ

◇

・知人の紹介を要請する︒

平田さんの当選に向け友人

を予定している︒

し５度目の議席確保に立候補

同選挙には︑社民党公認で自

岩手県交運労協学習交流会

▽５月

日︵東京︶

回メーデー

▽５月１日︵各地区︶

第

▽５月

日︵盛岡︶

第７回地本執行委員会

第

▽４月

日︵盛岡︶

▽４月

日︵大宮︶

盛岡支部春闘交流会
▽４月

東日本本部助役試験合格者

平田ミイ子さんの

日投票・大船渡市議選

日告示︑同

﹁地本・支部役員組織対策会議﹂

催し︑地本・各支部役員計

に引き続き︑両支部から報告

日 投 開 票 で 実 施 さ れ る ︒ 電話０１９︲２７︲０３２８

︶が︑４月

大船渡市議会議員選挙︵定

４月

議席確保に協力を

数
月

18

北上市議選挙

︶の投票が３
日に行われた︒組

当選を果たした︒

得し第９位で３度目の

展開︑１６８９票を獲

を受けながら選挙戦を

の方々から大きな支援

組︑退職者の会︑地元

は国労組合員︑支援単

の星あつ子さん︵

織内候補の社民党公認

月

︵定数

北上市議会議員選挙

星あつ子さん９位で当選

会で︑﹁原発事故を無くする

h︶と︑あくまでもその日の

︑デモコース0・

ことは出来ます︒それは日本

参考値ですが︑岩手に比べて

上部0・

基の原発を全て停止

国は原発マネーを地方に押し

一括和解以降︑東日本本部

83

17

13

19

11

ートで歌手の加藤登紀子さん

いる場合ではない︒未来を一
生︶との痛切な訴えがありま
した︒

20

が︑原発事故から立ちあがろ
東日本大震災・福島原発事
作家︑大江健三郎さんから
日 ︑ うと奮闘している福島県民に︑ ﹁今の社会は倫理観が薄れて

24
11
緒に考えて行こう﹂︵女子学

青森県代表団

発事故の関心は高く全国から

「会場の球場に陣取る岩手県代表団」

11
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14

21

皆で出来ることを

にある

高いデータが確認されました︒

手から参加した仲間も元気良

付けＮＯと言えない仕組みを

53

しっかりと職場で

することです﹂とあいさつさ

度と福島の悲劇を繰り返して

加藤登紀子さんによる﹁脱

く参加し︑全日程が終了しま

はならないと痛感しました︒

原発﹂の訴えと心に響くメッ

26

名の組織拡大となる中︑ 人が出席して組織拡大に向け

57

25

ていこう︒

故 に 想 定 外 は 許 さ れ ま せ ん ︒ 内で

創った責任は大きく︑原発事
した︒

集会終了後︑デモ行進に岩

した︒

集会に参加し︑私たちは二

75

れ︑満場の拍手を受けていま

作家の大江健三郎さんは集

164

セージソングが披露され︑そ

集会に参加した及川孝︵盛岡電気分会︶︑阿保光春︵青森運輸区分会︶さんの寄稿を
掲載し報告とする︒

原発 を訴え続けよう

人が参加

福島の代表団から痛切な訴え
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「新しい仲間づくりを
皆の力で」
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の一員として４人が参加した︒両県ともバス移動での参加となった︒

88

22 20

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」
11

る事を決意している︵Ｂ︶

め住民の皆さんと闘い続け

合わせ︑鉄路での再開を求

ない︒山田線・大船渡線と

の皆さんが納得するはずも

道は昔のままである︒地元

しかし︑バスを運転する国

を丁寧に行うとしている︒

さんには十分な説明と協議

すると発表した︒地元の皆

し鉄道としての復旧を断念

理由に︑地元の希望を無視

30
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＝謝意を述べる星さん＝

99
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（１）2012年４月10日

がほぼ決定した︒この事業は

駅舎内に東西自由通路の設置

業による青森駅の改修で︑新

◇蝦名機関代表︵青森貨物︶

の取り扱いはどうなるのか︒

賃金新制度への移行で組合費

◇高森機関代表︵青森駅連合︶

次の通り︒

行動が開催され︑全国から

闘勝利国労青年婦人家族中央

３月９日︑日本青年館で春

い声に包まれました︒婦人部

いと呼びかけ︑にぎやかな笑

きな拍手を受けていました︒

億円程度の投
年連続ベアゼロ

両親・兄弟も会員になれるこ

と︑青年部の皆さんに婚活に

も力を入れ会員加入して下さ

からは︑医療職場やグリーン

後の十年を考えると組織は大

路線を民間

ことに︒市交通バス路線では

公共交通体系の整備を進める

い森鉄道の各駅を中心とした

本人希望を尊重してほしいが︒ 参加した青年部が国労に入っ

が︑本務へ復帰となるらしい︒ 交流会では︑札幌・広島から

経過し出向の延長を希望した

年から仙建に出向︒３年を

進にも参加しました︒午後の

春闘勝利総決起集会とデモ行

対するお礼を述べてきました︒

の様子︑体験を報告し支援に

日まで引き続き抗議

スタッフの雇い止めの話がさ

方針について意見を交わした︒ 変厳しい状況である︒支部も
３路線を廃止︑

れ︑労働条件改善のり組みに

拡大へ引続き取り組みを継続

午前は学習会と本部主催の

家族会からは︑夫だけでなく︑

青森市による
ＪＲ貨物は

経過・方針での発言要旨は

資となる見込み︒青い森鉄道
回答︒

﹁第２次中心商店街活性化事

の新駅設置については︑筒井

人の仲間が参加しました︒

人が参加

駅は進展しているが︑青操跡
のファックス行動を︒

全国から

地開発の頓挫により青森中央
◇野坂委員︵野辺地地域︶

﹁青・婦・家﹂中央行動

駅は県が当面凍結の方針︒青

していくが︑各機関でもいっ

東日本大震災

小野寺京子

しかし見ると

らない状況に溜

の現状︑声にな

聞くとは大違い

地本婦人部長

私は︑３・

力をと話されました︒

挨拶した阿部委員長は﹁皆
委託の計画が明らかにされた︒

運転︶を選出して今後の運動

回青森支部拡大委員会＝

組織拡大︑反核燃・脱原発に全力
＝第
日︑国労

さんも十分にご理解いただい
そう強めてほしい︒３・
地域交通を守っていくために

た動機と決意表明があり︑大

日本大震災以来全国で﹃脱原
も国労運動の正当性をアピー

あの日︑あの瞬間を身体と心に

高瀬貴弘

ていることと思うが︑我々国
発﹄の闘いが大きく広がって
ルし︑労働組合らしい組合と

青森支部

労にとって﹃組織拡大﹄が喫
いる︒４月７日には﹃４・９
して国労の発展を期待す

くこととなるが﹃再処理工

後は新体制で闘いを進めてい

を結成することとなった︒今

ったため野辺地三沢地域分会

開業で職場状況が大きく変わ

域に広げていこう︒新幹線の

り︑今一度反核燃の闘いを地

政治状況から民意を反映させ

の確立について③国民不在の

答から鉄道の安全・安定輸送

とＪＲ東日本会社の賃上げ回

拡大について②ＪＲ貨物会社

の最終解決から組織の強化・

部書記長が①ＪＲ不採用問題

入り︑集約答弁では佐々木支

この後経過と方針の討議に

付けるために︒

間を身体に︑そして心に焼き

やって来た︒あの日︑あの瞬

西日本運輸協議会の仲間が

会︶さんと共に

奔走した︒

を済ませ被災地の現状把握に

朝から熊谷秀三さんの墓参り

に街が有ったの？﹂である︒

の？何も無いけど本当にここ

東

緊の第一課題︒青森支部も今
反核燃の日全国集会﹄が青い

場﹄や﹃三沢基地﹄を抱えた

︵鴨野駅︶をはじめ広島︑岡

のは︑鹿折唐桑︑陸前高田〜

息しか出ない︒

難しい地域であり大湊地域と

るための政治の実現に向けて

山︑大阪等々から来た５人の

焼き付けるために仲間が被災地へ

もしっかり連携を取りながら

の３点にわたり集約した︒そ

仲間︒彼らは３月

集会１部では︑東北労働講

秋田泰宏同協議会事務長

た︒

んでいることも明らかになっ

は﹁何でこんな

のがここに有る

うため︑土煙とも砂煙とも言

って瓦礫撤去の進行状況が違

時折り吹く風に各自治体によ
盛岡地方運輸協議会議長の

し︑２万人に及ぼうという人

麗な海もどす黒い水へと変貌

日は仙台地方運輸協議会

々に襲いかかったのだ︒

会の髙橋副議長︵秋田地本︶
年連続の﹁ベア・

最後に︑国労東北協議会が

災害で避難するという事︑し

の一番気になる事は︑この大

の報告会が開催された︒彼ら

ゼロ﹂は断固阻止する決意が

筆を集め

からは︑春闘貨物署名２５４

しあの日あの瞬間は︑この綺

しきりに発せられるが︑しか

色に﹁綺麗な海だ﹂との声が

瀬戸内とは断然に違う海の

えぬ塵が舞上がる︒

小野寺俊彦︵盛岡駅連合分
日案内した

中山田の各駅である︒

日 福 島 ︑ 盛︑釜石︑鵜住居︑大槌︑陸
日も早
迎え︑震災復旧の取り組みに

第２部は︑大沼事務局長

ついて講演を頂いた︒
甚大な被害を受けた沿岸部

じまり︑主催者を代表して松

先頭に立って職場︑地域から

の 鉄 道 の 復 旧 に あ た っ て は ︑ ︵仙台地本︶の開会挨拶では

しきりに出るの

闘いを進めたい﹂と述べた︒

の後集会アピールを採択して

◇西日本本部運輸協議会代表５人◇

青森市に於ける市・県の交

座が行われ︑東北運輸局震災

３ 月 ９ 日 仙 台 市 民 会 館 で ︑ 開催された︒
東北３地本から４１０人︵盛

復興室長の猶野喬氏を講師に

沿線地域の復興まちづくりと

井東日本本部書記長︑齋藤議

奮闘しあうことを決意する集
労組︑東北交運労協︑福島平

党宮城県委員会︑宮城県平和

齋藤議長の団結ガンバローで

通信機器の使えない状況下に

したのは一体誰なのかである︒

会 ア ピ ー ル を 全 体 で 採 択 し ︑ ろという事を指示または判断

の仲間も参加し約２時間近く
整合を図りながら︑ルート変

長︵盛岡地本︶から挨拶を受
ＪＲ東日本から提案があった

おいての判断は︑自分だけで

表明された︒
更や駅の移設等を検討する

ＪＲ気仙沼線のＢＲＴ︵バス

締めデモ行進へと移動した︒

信手段確保が︑最重要課題で

通信機器が使用不能の際の通

あった事︒と同時に︑電気が︑

和フォーラムの代表の方々か

高速輸送システム︶による復

人の参加で恒
例の懇親会を開催し︑

会７分会から

デモ行進後︑東北貨物協議

ら来賓の挨拶を頂いた︒
続いて︑決意表明を東北３

旧が検討されているが︑レー
ルでの復旧を求める声が多く

最終回答日まで奮闘すること

ある事を彼らに伝え︑宮古地

日の
とが明らかになった︒しかし︑ 賃上げ︑契約社員の正社員化

を意思統一し１日行動を終了

地本から受け︑５０００円の
などを求める中で︑﹁反失業

した︒

今後地元との調整が必要なこ
３月には八戸線の全線運行再

・反貧困﹂﹁震災からの復

青森貨物分会

忠夫

気仙沼地域分会

報告する︒

熊谷泰幸

域分会へ無事引き継いだ事を

開や三陸鉄道の部分的な再開

興﹂﹁反原発﹂﹁消費税増税

蝦名

反対﹂を訴え︑東北貨物協議

◇

が進んでいることや︑今後の

16

人︶の組合員が結集し国

13
観光復興にも力をいれ取り組

60

岡

＝盛岡からも85人が参加しデモ行進＝

労東北春闘勝利総決起集会が

85

11

春分の日の３月

人の支部委員をは

回支部委員会﹂が開催された︒
会議には

80

宮城をかわきりに︑

22

じめ支部執行部・地本書記長

80

る︒﹂とした︒

09

会議を終了した︒

11

通政策について斎藤市議は

22 21

・組織部長︑斎藤青森市議が

410人結集・国労東北春闘勝利総決起集会



参加し議長に中嶋委員︵青森

13

森公園で開催される予定であ

23

60

30

﹁復興調整会議﹂が設置され︑ け︑社民党宮城県連合︑共産

21

「委員会は中嶋議長で進められた」

20

青森支部会館において﹁第

67
67

3月20日

賃上げ、震災復興、反原発を訴える

組合員の購読料は
昭和29年12月25日
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