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昨

代のころ︑

知り合いの店長が

の青年・女性が勇気をもって

経営する小さな洋

携して団体交渉を強化してい

国労に加入した︒彼らを孤立

服屋で︑偶然知り

佐々木委員長あいさつ︵要旨︶

く︒移動や出向については︑

させず︑仲間を増やすために

ひときわ存在感が

全組合員が本気になって考え

ありアメリカン・

本人希望の尊重と公正・公平

体・関連会社を問わず︑働く

カジュアルやアウトドアファッ

な取り扱いを求め︑エルダー

﹁ＪＲ山田線の三陸鉄道に

者すべての権利や労働条件︑

豊富な知識と屈託のない笑顔

統一自治体選挙︑斎藤憲雄

よる運営﹂は︑ＪＲ東日本と

労働環境を守ることにある︒

でいつも話題の中心になって

彼は当時から︑

県議会議員の議席を得たが北

県や沿線４市町︑三陸鉄道と

﹁名実ともにＪＲ産別として

合った男がいた︒

上選挙区は残念な結果となっ

で合意し︑﹁ＪＲ山田線の鉄

次なる段階へ力強い歩みを進

なければならない︒国労運動

た︒選挙戦の経過と結果を冷

路復旧に関する基本合意およ

は︑正規・非正規やＪＲ本

静に受け止め︑来年の北上市

び覚書﹂が締結され︑﹁一括

いた▼故・佐藤俊哉氏︒彼と

の雇用先を確保する運動と共

議会議員選挙︑参議院選挙で

の出会いは仕事でも労働組合

に取り組んでいく︒

の推薦候補の必勝にむけ全力

めることを今後の国労運動の

でもなかった︒﹁国鉄で働き

青森市議会議員︑山﨑道夫矢

安保関連法は︑衆議院に続

開業をＪＲ東日本に求める﹂

基調とする﹂と確認した︒組

国労組合員である﹂とお互い

巾町議会議員︑木村幸弘岩手

記長が協約・協定締結を提案︑ き参議院でも強行採決され成

をあげて闘うことを訴える︒

ことが決定した︒少子高齢化

織のあり方などについて議論

を提案︑確認し︑沢田光広書

ションをさり気なく着こなし︑

立したが︑﹁違憲である﹂こ

北海道新幹線の新函館北斗

問題やローカル線の維持・存

に知ったのは︑後のことであ

ダイヤ改正・職場の再編につ

回定期全国大会では︑

承認され︑経過報告と２０１

とに変わりはない︒戦争反対︑

開業に伴い︑青森地区の職場

を開始し︑国労組織と国労運

した︒最後に︑中堤聡司選挙

いては︑職協や関係分会と連

出会いは
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５年度の運動方針︵案︶を提

脱原発︑貧困と格差是正の運

の統廃合や縮小が行なわれる︒ 続など︑公共交通を維持して

る︒保線職場と電力職場︑直

承認︒選挙管理委員会の設置

案︑引き続き規約改正を提案

動を結合し︑憲法・平和・環

動を若い世代に引継ぐ取り組

境・人権と民主主義を守るた

接仕事で顔を合わせた記憶は

に覚えている︒体調が優れず

年経った今も新鮮

▽青森県は原発関係施設が多

入院している話も聞いていた

ないが︑なぜか俊哉さんとの

い︒子供︑青森を守るため︑

︵大湊地域分会︶

全国の反原発運動︑戦争法反

が︑いつの日か笑い飛ばしな

コンクール表彰︑盛岡国労会

管理委員長が地方役員︑地方

賛成で確立︒続いて中堤選挙

の俊哉さんは︑トレードマー

代

いく取り組みを強めていく︒

管理委員長から地方役員と地

代︑

職場の実態︑組織の拡大

一括和解以降︑

みをお願いする︒

めに政治闘争を強めていく︒
５年度の予算案提案・承認︑

方委員の選挙告示が行われ１
日目を終了した︒
分再開︒来

組織検討委員会の設置と進み

２日目は８時
賓の地方議員団団長の木村幸

昼食休憩に入った︒
昼食休憩︑スト権１票投票

弘岩手県議会議員と日本共産
党岩手県委員会の斉藤信副委

対運動と一体で闘う取り組み

館の報告があり経過と方針の

委員が定数通りの立候補で︑

クのハンチング帽を小粋に被

人全員の

がら復活してくれると信じて
人

無投票の選出を報告︑新旧地

開催してほしい︒

り︑最後まで恰好がよかった

を行い出席代議員

いた︒しかし︑私たちの想い

討論に入った︒討論では

方役員の挨拶が行われ︑退任

ベテランがわかっていないの

▽エルダー社員は病欠制度な

貨物︑安保法などで議論

の強化が大切だ︒

が発言︵要旨は別記︶︑中間

の佐々木政志副委員長︑山川

人の代議員︵特別代議員含

ではないか︒事故が心配︒

い︒仕事をしたくともできな

員長から挨拶を受け︑機関紙

◎近藤信博代議員

答弁と書記長集約が行われ︑

治会計監査員の労を拍手で労

む︶が発言した︒要旨は次の

▽仕事を通じて組織拡大を全

方針討論︵経過含む︶では︑ 詰め込められている状況を︑

代議員になれる事を確認した

▽エルダー社員・

立ちに言葉を失った︒棺の中

あまりにも早すぎる先輩の旅

となってしまった▼享年

歳︒

い︒同時にエルダー学習会も

歳までは

月５日︑帰らぬ人

方針を拍手で採決し確立︒次

った︒最後に小野寺京子女性

通り︒

は届かず

に小林良宏副委員長から２０

部長が大会宣言を読み上げ提
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規約の一部改正を席代議員

佐々木力新委員長のもと団結

︵八戸工務分会︶

◎小原茂俊代議員

◎岩崎毅代議員

なく不安な声が多い︒

▽エルダー社員︑受け皿が少

体のものとしたい︒

◎千葉博季代議員

くなる︒交渉経過はどうか︒

▼平和友好祭や中央行動など
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◎大平四郎特別代議員

分会も考えてほしい︒

ている︒一関地区の統合地域

の中︑分会運営も厳しくなっ

▽退職者が多く出ている現実

︵一関工務分会︶

俊哉さんの姿はなかったが

さんの葬儀が執り行われた▼

場でも仕事の中心となり若手

が懐かしい︒元気であれば職

頭 に 立って活動していた姿
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社員の見本となっていただろ
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執行部による中間答弁
確認し連絡する︒
も団体実行委員会方式で開催

○安保法反対の闘い︑地方で

Ｐ会社の組織化も大切になる︒ 後も解消に取り組む︒

○組織拡大︑グループ会社・

○貨物会社の遠距離通勤︑今

○技術継承の問題は大きな課

○貨物分会のストライキでの

▽退職者への本部からの感謝

闘いの要求︑本部には要請文

状と記念品︑分会の労う会に

○助役の組合員化の問題は︑

︿表面から続く﹀

東日本本部に要請していく︒

◎畠山孝代議員
加しているが検証は大切︒

題︑職能別協議会とも相談し︑ し︑国労としても集会には参
会社に今後も提起していく︒

は上げている︒本部の判断に

届かず渡せない場合は︑本人
○組織拡大︑若手社員と日常

平・公正な運用を求めて行く︒ なる︒春闘時の貨物との交流

○綱領の国労手帳への掲載は︑ ○エリア異動問題︑制度の公

︵北上工務分会︶
に届けてほしい︒
議論していく︒

北海道新幹線の開業問題もあ

▽昨年加入した若手が脱退︑
○若手社員の脱退︑残念だが

地方委員
人を選出

２０１５年度地方委員には

会などは今後も続ける︒

▽盛岡支部８人

成果と課題をしっかりつかみ

○メールでの分会へ要請も考

安の残らないよう要請してい

えるが︑基本的には文書を考

の関わりは今後もしっかりと︒ り︑本社・支社にも社員に不

報が少なく不安と思うが︑支

○エルダー組合員も地方大会

社も分かり次第出すと言って

▽組織拡大︑模索し議論し進

と進めてほしい︒

めて行きたい︒

○退職者への感謝状などの手

集会や学習会などが大切だと

○Ｐ会社の人材育成などしっ

反省している︒今後も若手と

かりと会社に対応を求める︒

▽Ｐ会社は人員不足で労働条
メンテナンス体制の仕切りを

はあった︒第２段は大会前に

数がえる一方で職場はきつい︒ 示板に掲示した︒インパクト

もいる︒事前の把握が大切だ︒ ◎成田芳隆代議員

望の条件と合わず退職する人

大変だ︒職場に配属され︑希

前の人も︑ライフプラン上も

︵青森施設分会︶

高く情報を発信してほしい︒

は不安が多くある︒アンテナ

報はシークレット︑青森地区

▽貨物会社は賃金︑諸手当の

めてほしい︒

今後も希望地に戻す闘いを進

しつけている︒厳しい中︑若

わらず︑社員のみに犠牲を押

ぎ高がアップしているにも関

▽多くの仲間が遠距離通勤で︑ ▽貨物会社の社員１人当り稼

議員団６人が参加

伊藤

三浦

佐藤

中村

畠山

の闘いを進めてほしい︒

した闘いのためにも単一体と

▽国労の組織の在り方︑統一

いを強く要請する︒

夫矢巾町議会議員︑阿部一男

敦子北上市議会議員︑山﨑道

関

小原

︵鹿角花輪駅︶

小笠原 勝豊︵再任︶

薫︵釜石地域分会︶

一久︵一関運輸分会︶

孝︵北上工務分会︶

弘之 ︵北上駅連合分会︶

弦悦︵一戸地域分会︶

市朗︵盛岡施設分会︶

淳 ︵盛岡運輸区分会︶

信博 ︵盛岡駅連合分会︶

◇

13

田村

位置付け取り組んでいく︒

にし︑この１年を勝負の年と

化・拡大の運動を大きな流れ

取り組みの交流を図り組織強

大会では︑組織拡大に全力

協と連携しエルダー・嘱託社

は︑青森支部・関係分会・職

機能を果たしていく︒

訴え労働組合としてチェック

織強化拡大対策会議等を開催︑ 材育成・技術継承など会社に

をあげることを確認した︒組

員の諸問題とあわせ改善を求

全・安定輸送の確立には︑人

を揺るがす事象が続いた︒安

事故を始め︑安全輸送の根幹

京浜東北線の列車衝突脱線

くりに取り組んでいく︒

所の確保と災害に強い鉄道づ

地域住民の足を守り︑働く場

旧﹂が提案された︒山田線に

からの﹁ＢＲＴによる本復

線・大船渡線は︑ＪＲ東日本

携し運動を進める︒気仙沼

に向け本部や東日本本部と連

﹁交通政策基本法﹂の具体化

国労の政策提言の実現と︑

組み︼

線区の早期復旧に向けた取り

︻公共交通を守る闘いと被災

さずベアを求め取り組む︒

会社が進める低賃金施策を許

法﹂廃止︑護憲と平和︑貨物

会保障制度の拡充や﹁戦争

ナショナルセンターとの関係

連携を深め︑共闘の軸となる

る運営という提案を受け入れ︑ 共闘組織・市民団体などとの

ついては︑﹁三陸鉄道﹂によ

についても議論を深めていく︒

障の拡充などの課題を政党・

換︑反ＴＰＰ︑雇用と社会保

脱原発とエネルギー政策の転

席確保と参議院選挙で推薦候

議員選挙での星敦子さんの議

員として︑来年の北上市議会

ず︑私たちの声を代弁する議

立させた安倍自公政権を許さ

大多数が反対する中︑強行成

法違反﹂と指摘され︑国民の

﹁戦争法﹂が成立した︒﹁憲

集団的自衛権を行使できる

◎優秀賞

﹁電気もりもり﹂

◎優秀賞

的自衛権行使と武器輸出反対︑ ﹁可動橋﹂

補の当選を勝ち取りたい︒

﹁けんまい﹂

ス﹂の８作品︒

運輸分会﹁国労関運ニュー

連合分会﹁けんまい﹂︑一関

﹁盛岡地区協便り﹂︑北上駅

Ｋｅｔｕ﹂︑盛岡地区協議会

り﹂︑盛岡貨物分会﹁Ｒｅｎ

盛岡電気分会﹁電気もりも

会﹁だんけつ・分会情報﹂︑

﹁じょっぱり﹂︑青森運転分

会﹁可動橋﹂︑青森施設分会

応募作品は︑青森駅連合分

クールの表彰も行われた︒

２０１４年度の機関紙コン

＝
＝機関紙コンクール＝
＝

﹁可動橋﹂が
最優秀賞

毅︵大湊地域分会︶

公治︵青森貨物分会︶

岩崎

議会活動の報告や今年の統一

花巻市議会議員︑久保孝喜前
︵盛岡駅連合分会︶

自治体選挙への取り組みのお

しての組織の強化が大切︒

▽執行委員会は月１回開催し

礼と今後の活動の決意などを

▽検修合理化実施から３年︒

組織拡大も議論している︒若

述べた︒なお︑木村幸弘県議

小笠原茂俊︵八戸工務分会︶
取り上げ闘い︑改善を図っ

い社員との飲む付き合いもあ

会議員は︑議会の都合で２日

岩手県議会議員︑斎藤憲雄青

ていこう︒

るが︑拡大にはなっていない︒

森市議会議員が大会に参加︑

▽盛岡の国労手帳に綱領と解

▽分会組織人員が減り動員も

◎松島義文代議員

説を入れてほしい︒

目の最初に挨拶を受けた︒千

安全輸送︑労働条件︑出向者

▽安保法廃案にむけた闘いの

きつい︑人数割り当ても考え

葉信吉一関市議会議員は︑議

保に全力をあげてほしい︒

強化を続けて行こう︒

てほしい︒緊急の連絡はメー

の問題︑職場の要求を我々が

︵八戸貨物分会︶

◎石川博勝代議員

員視察のため欠席︒
︵盛岡貨物分会︶

︻平和と民主主義を守る闘い

国労の最重要課題であり︑

︻組織の強化・拡大の闘い︼

︻一括和解以降の職場の取り

めていく︒

の強化について︼

私たちがどのようにして組織

組みと合理化反対︑労働条件

思統一を図ってきた︒

しい仲間の国労加入にむけ意

な自信と力を与え︑さらに新

北海道新幹線開業について

取り組み︼

平和・民主主義を守る闘いに全力

拡大を実現していくか﹁本気

改善︑安全・安定輸送確立の

︵北上駅連合分会︶

︵盛岡電気分会︶

︵青森駅連合分会︶

◎最優秀賞

◇

度﹂が問われている︒平成採

憲法・民主主義擁護︑集団

用者の加入は︑私たちに大き

安定・格差と貧困の是正︑社

ルを活用してほしい︒

◎野田茂志代議員

孝︵青森運転分会︶

典昭 ︵青森駅連合分会︶

▽青森支部８人

場がないのが理解できない︒

◎佐藤英雄特別代議員

地方議員団の写真左から星

青い森鉄道もプロパー化を目

貨物のストライキと客貨一体

指し出向者を受け入れない状

沢田 光広︵再任︶

行委員長以

鈴木 清正︵再任︶

人が選出された︒

○反原発などの闘いは今後も

件がきつい︑労働条件改善と
掲示した︒第３弾も思案中︒
▽エリア異動を希望しても駄
▽エルダー制度があるのに職

次の

方針通り進めて行く︒

近藤

○北海道新幹線開業問題︑情

○一関の地域分会問題は︑皆

えている︒

○掲示板の活用は全体でもっ

さんの声を聞いていきたい︒

いる︒しっかりと取り組む︒

今後に繋げていこう︒

︵盛岡電気分会︶

○エルダー社員の病欠問題は︑ 具体的なものを上げてほしい︒ 配はできるだけ対応したい︒

る︒今後も取り組んでいく︒

▽機関紙の発行に努力してい
○エルダー社員の職場確保︑

代議員になれる︒

︵北上工務分会︶
る︒また︑春闘時には新規採

◎佐々木喜一代議員
▽退職者が多く︑若手はすぐ

受注能力の強化も大切だ︒
目と言われている人がいる︒

吉田

▽助役の組合員化は︑仕事上
本人が希望しても叶わず退職

森田

弊害が多い︒国労の考えは︒

改悪で他社との格差が大きい︒ い社員の退職者も出ている︒

▽安保法反対の闘い︑地方
◎小原典昭代議員
した組合員もいる︒制度ある

︵八戸運輸区︶

り︑佐々木

孝︵再任︶
︵盛岡電力技術センター︶

及川

︵盛岡駅︶

菊池 要悦︵再任︶

◎執行委員

︵北上新幹線保線技術センター︶

委員長︑山
川治会計監
査員が退任
した︒
新たに

下︑次の新

︵北上駅︶

◎会計監査員

役員が選出

佐々木力執

された︒役

︵運転協議会代表︶

のになぜ駄目なのか︒

︵青森駅連合分会︶
▽多くのエルダー希望者がい

小林 良宏︵再任︶

◎執行副委員長

︵盛岡保線技術センター︶

佐々木 力︵再任︶

◎執行委員長︵専従︶

︻新役員体制︼

況になる︒エルダー職場の確

来春闘は︑賃上げ・雇用の

春闘ぜひストライキでの闘

では盛り上がりに欠けていた

のではないか︒今後も闘い続

けて行きたい︒
◎工藤達二代議員

選挙への謝辞と活動報告

用者国労加入の呼び掛けを掲

◎八重樫俊昭代議員
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他職場へ異動︒業務が増え人

は繋がりを持っていく︒

2015年度

▽北海道新幹線開業に伴う情

16

る︒本人へ提示が遅く１ヶ月

新役員の９人を選出

小原典昭代議員
︵八戸新幹線保線技術センター︶

淡路 明則︵新任︶

松島義文代議員

拡大の運動を大きな流れに

（青森駅連合分会）

︵盛岡保線技術センター︶
地方役員の

◎書記長︵専従︶

阿部 一久︵新任︶

改選期であ

今 大 会は ︑

（盛岡電気分会）

員の任期は

（盛岡駅連合分会）

︵青森施設分会︶

（一関工務分会）

＝
＝佐々木政志・山川治氏が退任＝＝

八重樫俊昭代議員
政志執行副

「左から淡路、小林、阿部、佐々木、沢田、
菊池、及川、鈴木、小笠原の新役員」

２年︒

沢田書記長
集約（要旨）

千葉博季代議員

組合員の購読料は
昭和29年12月25日

佐々木委員長はじめ

地方役員改選

2015年11月10日（２）

（ 組合費の中に含む ）

岡
盛
労
国
（ 第３種郵便物認可）

（１部30円）
発行定日 毎月10日

