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◇
人が

▽２月

日︵仙台︶
日︵盛岡︶

回盛岡地方運輸協議会

・

東北交運労協政策研究会
▽２月
第
日︵盛岡︶

３分科会
▽２月

第５回地方本部執行委員会
日︵盛岡︶

日︵東京︶

盛岡地方本部議員団会議

▽２月
▽２月
日︵盛岡︶

全国書記長・組織部長会議
▽２月

岩手県交運労協第１回幹事
会及び２０１４春闘集会・

産別間交流会

日︵青森︶

青森県交運労協２０１４春

▽２月

日︵盛岡︶

闘産別交流集会
▽２月

木村幸弘後援会新春交賀会

日︵盛岡︶

第１２４回拡大地方委員会

▽２月

部は︑拡大に向け分会・班集

ちを全体で確認した︒盛岡支

大するんだ﹄という強い気持

記長が﹁３月末を目標に﹃拡

などの報告がされた︒佐藤書

のつながりで声掛けが必要﹂

１人で加入は難しい︒職場間

を開催し加入用紙を渡した︒

拡大していきたい﹂﹁飲み会

てくれる状況︒３月を目標に

に参加せず国労の飲み会に来

﹁若い人たちは組合の忘年会

組んでいくことが必要﹂と二

作り︑支部・地本を含め取り

﹁新採対策として拠点分会を

大に向け取り組んでいく﹂

合員に理解を求め︑今後も拡

記入してもらった︒分会・組

﹁

ことを提起した︒分会から

の当選に向け全力をあげる︱

選挙勝利に向け︑斎藤憲雄氏

定されている青森市議会議員

入に全力をあげる③

者を含む若い人たちの国労加

正及び効率化事案﹂﹁施策の

期要員実態調査﹂﹁ダイヤ改

月

職協代表者合同会議が昨年

した︒

月２日付けで加入用紙に

スタートした︒今

２０１４春闘が

年は安倍政権によ

▽３月７日︵仙台︶

国労東北２０１４春闘勝利

上げ﹂春闘が囁か

アップを含む﹁賃

果を背景にベース

るアベノミクス効

総決起集会

▽３月７日︵東京︶

青・婦・家中央行動

れるのは労働者側

▽３月８日

原発のない福島を！県民大

﹁地本交渉委員・職協代表者会議﹂

アベノミクスによる景気の回

復は一部の企業や主に大企業

が中心であり︑中小企業や地

方産業︑非正規で働く労働者

には全く縁がない︒４月から

の消費税増税８％に向け︑大

幅賃上げ獲得がなければ安倍

会議としての議論を行い︑職

長が﹁事案とともに組織対策

手の組合は軒並みベアを要求

は必死だ▼今春闘で自動車大

繋がらず︑景気が冷え込むの

首相が話すデフレの脱却には

日︑国労会館で開催され︑ 協で拡大に向け何ができるの

した︒連合もベア要求の方針

人が参加し﹁２０１３年冬

て議論した︒

を行った︒﹁保技セ全体で

下で︑ベアを示した企業はな

る﹂と回答した企業は

聞社のアンケートでは﹁上げ

％以

人の若手社員がいるが︑他の

認したことを見れば︑賃上げ

安心して働ける職場環境づく

座長に就任した佐々木委員

職場になると全く分らない状

に流れが傾いているように見

り︑若手社員への技術継承や

沢田書記長が各事案につい

佐々木政志副委員長が開会の

人材育成︑そして安全・安定

えるが現実は難しい︒ある新
あいさつを行い︑阿部一久委

輸送の確立に向け︑大きな役

て提起し︑全体で確認する中

次の世代に伝えていかなけれ

員長から﹁昨年は１月に青森

割を果たすものと確信した︒

で﹁組織対策﹂について議論

ばならない︒私たちは︑分会

駅連合分会の拡大から始まり

地区協・分会代表者は具体的

見直し﹂﹁本部・本社間事

集会や班集会を通じてあたり

４人を拡大した︒拡大に向け

案﹂﹁組織対策﹂などについ

まえの運動を職場から作って

て︑支部も皆さんと共に決意

国労が組織を拡大すること

たい﹂と挨拶し議題に入った︒ を決定し︑経団連もベアを容

かを全体で確認し意思統一し

第１回地方本部交渉委員・

と し て 好 機 で あ る▼一 方 で︑

集会︵福島県内３ヶ所︶



続いて︑東日本本部の佐藤

会に役員を派遣し目標設定を

つの分会から報告がされた︒

仕事を通じて信頼関係築き

正幸書記長から﹁採用差別事

行っていきたい﹂とまとめ閉

月に予

件を労働組合が最後まで責任

会した︒

安心して働ける職場を作ろう

を持って解決させた︒その国

人の参加で意思統一を図る◇
人︑青森支部

日︑盛岡国労会館で﹁地区協・分会代表者会議﹂を開催した︒続いて

日︑青森県労働福祉会館で同会議を開催し盛岡支部

盛岡支部は１月
青森支部が翌
参加した︒
それぞれの会議では︑東日本本部から佐藤書記長を招き①東日本本部内における組織の
現状確認②ＪＲ会社の現状と労働組合の任務③国労運動の継承と発展に向けて④当面する
取り組みの４項目について提起を受けた︒両支部とも国労の最重要課題である﹁組織拡

きた︒職場が離れ開催が困難

翌 日 の 青 森 支 部 会 議 は ︑ で︑ＪＲで働く全ての社員が

な状況との報告もあるが︑現

労運動を組織の拡大につなげ︑

な った運動が必要︒２・３年

大﹂について議論し︑盛岡支部は３人︑青森支部は２人が発言した︒各支部とも３月末ま

前とは違い加入用紙も渡せる

な目標を設定し︑執行委員

け転勤していく﹂︵運輸︶

通協・試験・実践管理者を受

い▼今春闘を機に職場・班で

に耳を傾け判断してもらいた

向に左右されず︑私たちの声

況﹂︵工務︶﹁若い人たちは︑ か っ た︒ＪＲ会 社 は 周 り の 動

﹁国労の運動に興味がある社

掲げ職場の中から運動を見つ

を持って取り組んでいきた

め直す機会としたい︒そして

場の組合員の力を結集して運

目に見える運動を展開してい

出向先やエルダー社員・非正

状況だが︑加入には至ってい

くことが必要﹂︵運転︶﹁支

規労働者の声を拾い上げ︑職

員もいる︒情報の共有化をし︑ 集会を開き︑一職場一要求を

部の後押しもあり加入用紙を

場 改 善 に 取 り 組 ん で い こ う︒

会・班集会を通じて全組合員

渡すことができた︒後は加入

全ての運動と組織拡大を結合

い﹂とあいさつし座長に就任

させる取り組みが必要︒若い

させ︑大胆に運動の輪を広げ

動の輪を広げ組織拡大に奮闘

人が企画した飲み会に参加し

て 行 き た い︒▼３ 月 ７ 日 に 開

ない︒国労の旗・組織を次の

交流した﹂︵貨物︶などの報

催される国労東北２０１４春

に周知した上で︑組織拡大に

告がされた︒座長から﹁各職

闘勝利総決起集会に結集し集

した︒

協で取り組み内容を具体的に

してほしい﹂と参加者全員に

決めること︒試験に合格し上

世代につなぐ努力を一人ひと

雅美︵盛岡電気分会︶

会を成功させ全体で盛り上げ

の報告を受けた︒﹁若い人た

協議事項を提起し︑分会から

次に︑佐藤都久雄書記長が

け仕事を通じた人間関係を作

長が︑①組織強化・拡大に向

し︑それを受け田崎秋弘書記

本部の佐藤正幸書記長が提起

旗開きを開催した︒

支部は同会場で会議後に団結

リタンニューウイング︑青森

０１３年度の地方委員

当日は盛岡支部がメトロポ

認した︒

ちが垣根を取ってくれた︒今

り拡大につなげる②新規採用

向け奮闘することを全体で確

幸也︵盛岡貨物分会︶

よう︒国労は２０１４春闘の

後は私たち国労自身の問題﹂

続いて︑前日に続き東日本

吉田

位職になっても国労運動の正

訴えた︒

でに拡大行動を起こすこととし組織拡大に向け全力で取り組むことを全体で確認した︒地

木研司委員長が﹁組織拡大は

館川

弘之︵ 北上駅連合分会︶

りが受け止め拡大につなげよ

方本部は盛岡支部の会議には役員全員が参加し︑青森支部の会議には佐々木委員長︑沢田
書記長︑及川教宣部長が参加した︒

佐藤東日本本部書記長が現状報告
盛岡支部は中堤聡司副委員

う﹂とあいさつし座長に就任

人は

の取り組みが議論される︒２

中村
別記の通り︒

レからの脱却はない﹂とする

﹁所 得 の 向 上 を な く し て デ フ

要 求 額 を １ 万 円 と 決 定 し た︒

しさを伝えることが必要﹂と

一久︵一関運輸分会︶

仕事を通じて信頼関係を築

述べ全体で確認した︒

佐々木喜一︵北上施設分会︶
吉田

なお︑拡大委員会には特別
委員として支部・地区協・職

き︑国労運動を理解してもら

安倍首相の主張は︑企業に要

義継︵宮古地域分会︶

請しなくとも私たちが言い続

留場

うことが重要である︒人材育

︻青森支部︼５人

均︵ 青森運輸区分会︶

成や技術継承︑安心して働け

能別協議各１人と分会代表者

野坂
中嶋

宏︵青森運転分会︶

１人が参加する予定となって
いる︒
◇

声をあげたい︵孝︶

の中﹁ベア獲得﹂春闘勝利に

る職場環境づくりを築くため︑ けてきたことだ︒厳しい闘い

職協全体が組織拡大に奮闘す

野辺地三沢地域分会
︶

ることを確認して閉会した︒

誠︵

寿︵八戸貨物分会︶

賀庸︵八戸工務分会︶

工藤
２月

笹山

︻盛岡支部︼８人
が︑２月

加藤
組織拡大︑２０１４春闘など

淳︵ 盛岡運輸区分会︶
日

信博︵ 盛岡駅連合分会︶
拡大委員会では︑１月

伊藤

回東日本本部

の第１８４回拡大中央委員会︑

回拡大地方委員会

当面の取り組みを議論
第

第１２４回拡大地方委員会

12
拡 大 委 員 会 の 方 針 決 定 を 受 け ︑ 近藤

日の第

13

支部・分会・地本が一体と

20
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13

のリリオで開催される︒

日︵土︶に盛岡市

21
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国鉄労働組合
盛岡地方本部
佐々木
力
及 川
孝
発行所

組合員の力を集結し組織の拡大を

「新しい仲間づくりを
皆の力で」
23

20

拡大キャッチコピー

＝＝２月23日＝＝

21

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」
25

両支部地区協・分会
代 表 者 会 議

長の開会のあいさつ後︑佐々

青森支部代表者会議で現状と取り組みを報告する佐藤
東日本本部書記長（写真上）写真下は盛岡支部代表者
会議参加者

昭和29年12月25日
組合員の購読料は

12

（１部30円）
発行定日 毎月10日

（ 第３種郵便物認可）

岡
盛
労
国
（ 組合費の中に含む ）

（１）2014年２月10日

新規採用者の国労加入に向け

用者対策会議﹂を盛岡市・国

職場・分会で一歩 一 歩 取 り 組 む
た状況の中で地方本部は２月

で

人が出席する中で意思統
幅広く︑グループ会社からの

点として︑

歳台と

報告し︑﹁今日の拡大の特徴

交流へ︒

人の機関代表・役

である﹂との提起の後︑全体

拡大のキーワードは﹃仕事﹄

へと導いていく︒まさに組織

過程が国労に向かわせ︑加入

と︒国労の良さをアピールし

労への不快感はないというこ

あるが︑共通しているのは国

採用者の労組加入パターンは

知らない③真剣に検討と新規

いの中でベア獲

１４年春闘も闘

ってきた︒２０

国労が安全を守

う︑闘ってきた

らかにした︒会社にもの言

﹃安全﹄が守れないことを明

責任組合を標榜する組合では

要課題である組織拡大は﹃明

地域から奮闘を︒国労の最重

向け全機関が一丸となり職場

を１万円と決定・ベア獲得に

１４年春闘は統一賃上げ要求

風土づくりに奮闘する︒２０

生きがいと誇りを持てる会社

しく正当に評価され︑仕事に

大である︒働く者・社員が等

放置していた会社の責任は重

﹁北海道会社の一連の問題は︑ の事故の背後要因やその芽を

会成立宣言﹂をするとともに︑ の一連の不祥事は︑これまで

け︑職場・分会でやれること

員会は︑１月

得を目指す﹂と

るく働きやすい職場に向け﹄

田中副委員長は中央委員

る闘争方針案﹂及び﹁組織対

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＝
＝

月を加入・増

口月間とします︒

毎年四月と

﹃掛金﹄

互助会の﹁期末手当付加

給付制度﹂は︑病気等の欠

月額一口

200円

勤で期末手当に期間率が適

互助会加入口数を限度とす

し今日まで給付件数は

円給付︒

期間率1日につき︑1000

﹃給付金﹄

100件を超え︑給付金も

年を経過

国労を取り巻く状況につい

10︑000万円ほど支払

制度発足以来

ては間違いなく変わりつつあ

いをさせて頂きました︒

分会活動の活性化につながっ

ったと声を大にして喜ばれ︑ ◎﹁期末手当付加給付﹂の

加入をしていて本当に良か

からは﹁付加給付制度﹂に

︽互助会加入が条件︾

ります︒けれども︑国労自身

ていきます︒若手社員の不安

互助会として生活保障の一

せんし︑何よりも動くことが

や不満に寄り添う中で一歩一

日迄に手続きを＝

歩いまできることをお互いに

一度身の回りを考え︑今制

是非︑この機会に︑もう

度﹂の加入を希望の方は互

者で﹁期末手当付加給付制

りますので︑互助会未加入

加入資格は︑現行互助会に

＝3月

実践し︑組織拡大を大胆に勝

度に加入されますようご案

助会加入の手続きが必要で

が一歩前に出て取り組みを︒

キで︒脱原発の闘いを地域で

掛金は︑2014年4月か

年四月期加入となります︒

担当者または︑互助会事務

続きは︑３月

当付加給付制度﹂の加入手

す︒

仲間と共に﹂など地方の取り

ら徴収し︑給付発生は︑今

今回の募集は︑2014

内致します︒

組みが報告され︑発言を受け

年の年末手当減額分からと

日まで分会

﹁互助会﹂及び﹁末期手

て真子書記長は﹁①組織強

なります︒

ロー三唱で委員会を終えた︒

織拡大奮闘﹂との団結ガンバ

長の﹁２０１４春闘勝利・組

全体の拍手で承認︒石上委員

行動で取り組む﹂と集約し︑

フォーラム・労働団体の共同

閣の暴走ストップに向け平和

主主義を守る闘いは︑安倍内

返り闘いを進める⑤平和と民

送は職場の労働運動の原点に

労働条件改善︑安全・安定輸

は抜本的改善に向けて奮闘④

員会で議論③三島・貨物問題

闘︒ストライキは中央戦術委

ベア獲得︑労働条件改善に奮

②２０１４年春闘は１万円の

化・拡大は全国オルグを展開

く積極的に︒今年はストライ

２０１４年春闘は傍観者でな

ち取ろう︒

躍を担うことができました︒ 加入されている組合員とな

給付を受けられた組合員

が求めなければ動きはありま

とめ︑会議を終了しました︒

用となって減額された組合

＝＝組合員多数の参加を＝＝

員の生活保障をするための

第２部 春闘勝利総決起集会

いる︒地本全体で取り組んで

（デモ行進・同会場から仙台駅付近）

る︒

講師 清藤 恭雄（宮城県護憲平和センター理事長）

いくことを確認したい﹂とま

内 容 第１部 東北労働講座
「特定秘密保護法と日本国憲法」

制度です︒

（仙台市青葉区桜ヶ丘公園）

強まる中︑署名などの行動を
組織拡大へ結び付けていく必
菊池組織部長による﹁職場

要がある﹂と訴えました︒
における取り組みは着実に前
進し︑役員・組合員一人ひと
りの自信と確信につながって
いる︒仕事を通じて信頼関係
を築いていくことで国労を理
解してもらう︒仕事をしやす

一を図りました︒
国労加入も増えている︒ＪＲ

員より発言があり︑﹁単発的

ていかなければならないが︑

さつ︒来賓として東日本本

国労東日本本部において７

会議は小林副委員長の開会
東日本各支社において﹃ロー

自分達自身の﹃甘さ﹄もあり

い職場＝安心して働ける職場

あいさつで始まり︑佐々木委
カルルールの是正﹄が図られ

課題である﹂と率直な悩みも

づくりの取り組みから国労運

員長が﹁第１８４回拡大中央

な取り組みに終わった今年度

報告されました︒

部・伊藤隆夫教宣部長が東日

委員会ではベア１万円の要求

備﹄をして取り組んでいきた

向性の中での動きは見られる ︒ の反省点を活かし︑﹃次の準

るなど︑会社として一定の方

い﹂﹁職場における諸問題に

労会館４階会議室で開催し︑

と組織対策費の２０１４年６
し か し ︑ 他 方 で は 新 人事・

ついて現場管理者との話し合

１日︑新規採用者の組織化に

月までの徴収を確認した︒今

賃金制度のように労働組合不

いを継続的に取り組んできた︒ ﹁新規採用者の組織拡大に向

年連続して新規採用者が国労

日の情勢を活かし︑組織対策

要論につながる流れもあり︑

引き続き目に見える分会活動

動への共感を得る︒こうした

費の有効活用を踏まえた組織

危機感を強めて行かなければ

をしていきたい﹂との一方で︑ をお互いの議論の中からやり

本本部における今日の情勢を

拡大の取り組みを強化してい

ならない︒また︑ＪＲ貨物会

共闘関係派遣役員を含め全体

かなければならない︒会社側

社においては賃金抑制の動き

向けて﹁２０１４年度新規採

の対応に変化が見られている

きることが改めて求められて

通ビルに於いて中央委員・機

述べ︑活発な各

大胆に職場で粘り強く組織拡

歳台〜

だけに︑国労側の積極的な姿

での会社や他労組への不信が

﹁①とりあえず選択②国労を

浩 一 委 員 長 は﹁ＪＲ北海道

発言を受けて沢田書記長が

勢が求められている﹂とあい

人全員の出席を確認︑﹁委員

関代表・傍聴者など約１００

地方の発言を促

策費を２０１４年６月末まで

10

そ れ 以 降 の 加 入 時 期 は ︑ 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

日東京都・交

人の参加者で開催された︒

し開会あいさつ

えあいさつとした︒

大運動を作りあげよう﹂と訴
委員会は︑議
員︵盛岡︶︑副

真子俊久書記長が﹁当面す
議長は後藤重文

案して討論に移り︑全体で

継続して徴収する﹂ことを提
務め進められ︑

人が発言した︒

15

〈期間率調査期間〉
・2014年４月１日〜
2014年９月30日

場 所 仙台市民会館 ０２２−２６２−４７２１
14
発言は﹁組織拡大は１万人

中央執行委員会

〈給付発生〉
・2014年年末手当減額分から

50

とした︒

27

11

〈掛金徴収〉
・2014年４月から

日 時 ２０１4年３月７日（金）
１２時００分〜１５時30分

委員︵秋田︶が

長を沢田光広委

「中央本部を代表し挨拶する石上委員長」

を代表して石上

期末手当付加給付制度

12

20

25

地本互助会だより

4月期加入・増口案内

2014春闘勝利

国労第１８４回拡大中央委

＝＝春闘、安全、安定輸送の闘いも確認＝＝
第 回拡大中央委員会

職場で粘り強く組織拡大運動を

37

184

組合員の購読料は
昭和29年12月25日

新規採用者対策会議
へ加入をしています︒こうし

東日本本部内の情勢などを報告する伊藤隆夫教宣部長

2014年２月10日（２）

（ 組合費の中に含む ）
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労
国
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