第１２６回拡大地方委 員 会 ・ ２ 月 日 ・ リ リ オ

春闘︑北海道新幹線開業に伴う要員減・エルダー職場・出向先会社の労
春 闘 は 要 求 の 実 現︑

し取り組みを強化する﹂
﹁被災線区の復旧は継続し取り組む﹂ことなどを意思統一した︒

会・支部・職協及び東日本本部と連携し取り組む﹂
﹁組織拡大は全分会オルグなどで議論

貨物の厳しい実態の改善に取り組む﹂
﹁労働条件の改善と要員減への不安解消に向け︑分

働 条 件 問 題︑組 織 拡 大︑被 災 線 区 の 復 旧︑選 挙 闘 争 な ど で 討 論︒
﹁

委員会では︑

会代表・地方本部役員ら約 人が参加する中で開催した︒

地方本部は︑第１２６回拡大地方委員会を２月 日に盛岡市のリリオで委員・特別委員・分

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」

分阿部副

日施行の北上市議選挙︑組織内候補﹁星
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盛岡地区協春闘総決起集会
▽３月
盛岡支部春闘交流会
日︵郡山︶

２０１６原発のない福島を

▽３月

！県民大集会

日︵盛岡︶

﹁４．９反核燃の日全国集

▽４月９日︵青森︶
会﹂
▽４月

第７回地方本部執行委員会
第

回メーデー

▽５月１日︵各地︶



新幹線開業︑エルダー職場

出向先会社関連で実態報告

区職場の要員減が多い︑特に

＝
＝委員・代表９人が発言＝
＝

方針討論の発言要旨は次の

平和・憲法を守る議席
国労の皆さんの支援を

終戦を迎えた国

鉄労働者は︑貧し

い生活と戦後復興

の輸送需要に対し

て施設・車両の老

朽化からくる輸送

力低下・事故多発

で︑荒廃した職場

◇星あつこ議員も参加し決意◇

る組織内候補の星あつこさん

環境にあった▼その状況を打

国組織をつくることが求めら

組合結成が始まり︑早期に全

開すべく各地方・職場で労働

歳︶も

︵社会民主党公認・

星さんからは︑﹁今回は定

れ︑１９４６年２月

かけつけた︒

人が立候補を予定し

日﹁国

数

る︒平和を守る１議席・憲法

れた︒翌年６月には﹁国鉄労

会が石川県片山津にて開催さ

鉄労働組合総連合会﹂結成大

に

ていて︑少数激戦が予想され

を守る１議席のため︑全力で

日告

働組合第１回結成大会﹂が開

委員会には︑３月

闘い４度目の議席を確保した

催され︑連合体から単一体へ

日投開票で施行さ

示・同月

い︒皆 さ ん の 協 力 を お 願 い

周年を迎えた今日までまさ

と移行した▼連合体結成から

し たい﹂と挨拶があった︒

︶に立候補を予定してい

減だ︒青森地区での職場の確

れる北上市議会議員選挙︵定
数

︵大湊地域分会︶

に闘いの連続であり︑それ故

受け続けてきた︒その最大の

に組織破壊攻撃・分裂策動を

ものが国労の抹消を狙った国

▽北海道新幹線の開業もあり︑ 保が厳しい︒東日本テクノロ

ＭＲＳ出向もあるが差別のな

が少なく大変な状況だ︒また︑ 森での仕事で希望者が多い︒

車両センター︑駅でも減にな

いよう取り組みをお願いする︒ 鉄﹁分割・民営化﹂である︒

通り︒

エルダー発令後の福利厚生︑

ジー出向は９カ月研修後︑青
月

転勤手当などはどうなってい

青森地区でのエルダーの仕事
▽春闘を共に闘うという決意

激しい攻撃を受けながらも団

る︒今後の配転ことも含め２

を込め︑組合員全員の寄せ書

北海道会社への検修出向はな

◇
︵青森駅連合分会︶

るのか︒

日の交渉に臨みたい︒
▽今冬の冬期体制︑雪による

きを行い︑激布を今年も東日

◎小原典昭委員

て発言︒執行部の中間答弁・

津軽線は障害が少ないが北海

拡大︑春闘の闘いなどについ
沢田書記長の集約答弁︵要旨

結の力で組織を残し︑四半世

方針の確立を受け︑及川執

場企業であり︑職場環境も荒

場が存在する︒会社は一部上

れば結成当時とは全く別な職

︵一関運輸分会︶

廃はしてはいない︒しかし会

ているのか︒

い抜いた▼今職場に目を向け

紀にわたる解雇撤回闘争を闘
行委員が委員会宣言を読み上

談していきたい︒

▽下北駅の１人勤務が忙しく︑ いという噂だ︒個人面談が今

議長︵岩手県交通労組︶︑吉

げ提案・承認され︑中村議長

ほしいなどと言われている︒

本本部に送る︒全分会の取り

田和弘交運共済生協東日本事

▽エルダー社員︑同じ仕事で

社は新人事賃金制度の導入を

宏分会代表

賃金減はモチベーション下が

図り︑新入社員研修では組合

◎中嶋

︵青森運転分会︶

る︒勤務緩和などを求めてほ

であると明言し︑会社対個人

に入らない事も選択肢の一つ

▽北海道新幹線開業に伴い︑

︿２面に続く﹀

しいとの声がある︒年収２６

人体制になり

人の

青森車両センターが廃止で盛
岡派出

の関係作りに躍起となってい

の前進︑ＪＲ貨物の賃金抑制

を取り組むこととする︒要求

入してくれた

成してから

代の青

の運動と理念を引き継ぎ︑加

日に国鉄労働組合総連合を結

の間続けてきた若い社員との

す役割が求められている▼こ

今こそ本来の労働組合の果た

る︒この先に見えるのは命令
た︒安倍政権の賃上げ要請を

を押し返すために︑職場の改

年・女性を孤立させず︑若い

に提出し問題解決を図るとい

わず持ち寄り要求として会社

交流を深め︑不満の大小を問

代︑

仲間が加入しやすい環境をつ

う当たり前の組合活動を展開

と服従の労使関係だけであり︑
受け経団連は︑﹁ベアに限ら

善運動と結合し職場・地域か

国労は︑１９４６年２月

春闘勝利国労東北総決起集会︑ めていく︒

日には国労中央総行動
１６２議席以上をめざし︑自

ない年収ベースでの賃上げ﹂

３月
民・公明・大阪維新が連携を

を強調している︒また︑アベ

年になる︒国労
安保関連法の廃止︑憲法改

くり︑仲間を増やすために全

し︑職場において国労の存在

ら闘いを強化する︒

山田線﹁松草〜平津戸﹂駅

組合員が本気になって考え行

ノミクス政策の破たんを覆い

間で発生した土砂流入による

動することが重要である︒組

正・原発再稼働︑労働法制改

脱線事故が発生した︒２０１

隠すために︑﹁一億総活躍社
会を次の世代に引き継ぐため︑ 会﹂を打ち出したものの︑国

０年には︑岩泉線で同様の脱

の要員減︑エルダー社員の職

に開業に伴う青森地区職場で

会代表含む︶が北海道新幹線

討論では︑９人の委員︵分

改正に必要な３分の２となる

７月の参議院選挙では︑憲法

反対し︑憲法学者の９割以上

安保関連法は国民の６割が

に３月

日に北上市議会議員

組みに全力を挙げたい︒前段

改憲勢力は当選させない取り

定した︒３月４日に仙台市で

民意を議会に押し上げるため︑ 約社員等の待遇改善要求を決

わらず強行採決され成立した︒ 選挙が施行される︒地方から

が違憲と指摘していたにも関

組織内候補の﹁星あつこ﹂さ

施とベア１５︑０００円︑契

委員会で︑定期昇給の完全実

国労は第１８６回拡大中央

わせ早期復旧を盛岡支社に求

の三陸鉄道への移管責任と合

陸地域の復興や宮古〜釜石間

経緯があるが︑地方本部は三

線事故が発生し廃線となった

いし挨拶とする︒

題を意思統一することをお願

各職場で取り組む具体的な課

が一歩前に出ること︑そして

織を拡大するために全組合員

ふり構わぬ行動でお互いに奮

の拡大を勝ち取るため︑なり

となる新入社員を含めた組織

意義を示す中から４月に配属

闘し合おう︵Ｂ︶

場確保︑出向先の関連会社の

がっている︒

推薦候補者の当選はもとより︑ 民 生 活 へ の 影 響 は 確 実 に 広

悪に反対し︑安全・安心な社

強め選挙対策を行っている︒

２０１６年春闘が本格化し

んの必勝に向け奮闘しよう︒

毅委員

道新幹線開業︑貨物も走る注

業本部東北支所次長︑星あつ

が退任︒最後に小林副委員長

◎岩崎

裏面︶を受け︑当面の運動方

こ北上市議会議員から挨拶を

が閉会挨拶に立ち︑中村議長

▽北海道新幹線開業で青森地

後行われていくが︑報告︑相

受け︑社会民主党岩手県連合

の労をねぎらい︑佐々木委員

◎吉田一久委員

休憩時間は休める時に取って

からの﹁憲法を基本として︑

長の音頭で団結ガンバローを

ＴＳＳの労働条件はどうなっ

組みとしてほしい︒

厳しい労働条件の問題や組織

13

針が拍手で承認︑確立された︒ 視が必要︒

いのちと暮らし︑平和と民主

三唱し終わった︒

之平和環境岩手県センター副

12

12

12

佐々木委員長あいさつ︵要旨︶

主義を守るために共に頑張り
ましょう﹂︵要旨︶とのメッ

27

「新しい仲間づくりを
皆の力で」

憲法改正に走る安倍自公政権に対し７月の参議院議員選挙では︑推薦候補の当選はもと
より︑改憲勢力は当選させない取り組みと３月
あつこ﹂の４度目の議席確保に向け取り組むことも確認した︒

委員・機関代表 人が参加
時

中村弘之議長︵北上駅連合分会︶で進行
委員会は︑
人の出席を報告し委

委員長が開会挨拶︑地方委員
人中

員会の成立を宣言︒議長に中
村弘之委員︵北上駅連合分会︶
を選出︑就任挨拶を受け進め
られた︒
最初に地方執行委員会を代
表し佐々木委員長が挨拶︵要
旨別掲︶︒次に来賓の佐藤浩

セージを佐々木女性部長が読
み上げ紹介︒続いて菊池忠志
東日本本部委員長から組織拡
大の現状︑春闘など当面の取
り組みのなどの報告を受け︑
菊池執行委員が日程を説明し
昼食休憩に入った︒
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（１）2016年3月10日

春闘・労働条件改善・組織拡大に全力
＝＝政治闘争、北上市議・参議院選挙も取り組む＝＝

執行部による中間答弁

ない︒地本としても総合的に

ートナー会社に連絡しても︑

▽新幹線ガラス破片事故︑パ

変化している︒若い社員は国

結果など会社の対応は確実に

ような対応になって行くのか︒ 国労加入している︒昇進試験

日本の除雪体制が違う︑どの

労組合員の仕事ぶりを見て国

を扱う以上無関係ではないの

○業務委託としてＪＲの商品

報告したい︒

転勤手当に伴う問題は調査し

寮︑社宅問題は社員と同様︒

○エルダー社員の福利厚生は

行を求めて行く︒

○八戸新幹線保線技術センタ

も要求していく︒

○中間駅への要員配置は今後

切だ︒

しい︒学びあう場としても大

○分会間交流は是非進めてほ

掲示板も活用してほしい︒

◎留場義継分会代表
▽２月３日に盛岡電気分会と

◎工藤慎一地区協代表

合のことをそんなに気にして

どからのダイヤ改正の問題点

○青森︑一ノ関︑宮古地区な

度要請していく︒

に申し入れているが︑もう一

については︑分会・職能別協

ー青森派出の厳しい要員関係

交流会を開催した︒組織拡大︑ ▽３月

いない感じが見える︒組織拡

︵宮古地域分会︶

大になんとか接点を持ってい

の労務政策は大きく変化して

一括和解から︑ＪＲ東日本

山田線は︑﹁三陸鉄道への経

物による物流の要でもある︒

通勤や通学︑医療や福祉︑貨

ター会社が経営を引き継ぎ︑

盛岡以北は２つの第３セク

社会保障の拡充︑貧困と格差

策の転換︑反ＴＰＰ︑雇用と

反対︑脱原発とエネルギー政

集団的自衛権行使と武器輸出

めざす︒憲法・民主主義擁護︑

あつこさんが４期目の議席を

北上市議選︑国労議員団の星

立させ︑平和憲法改正しよ
３月

㻭㻲㻜㻜㻢㻙㻞㻜㻝㻠㻙㻜㻡㻥㻟 㻝㻝᭶㻢᪥㻔㻝㻢㻝㻝㻜㻢㻕

言 っているが︑復旧にむけた

情報発信を求めていく︒

︵北上地区協︶
夜間作業が多く︑非番で日中

労に加入している︒後ろ向き

でＴＳＳ会社の勉強会︑会社

︵八戸工務分会︶
きたいと考えている︒

る人たちがいるという事実を

きた︒﹁安全・安定輸送の確

営移管﹂という提案を岩手県

の是正などの実現にむけ行動

Ⅴⅻ⇂Ⅵ↝̬ᨦ䚷䚷䍾᪂⏕䛝䜛䛯䜑䛾䛜䜣ಖ㝤䠠䠽䡕䡏䍿

︿１面から続く﹀

に伴う組織の在り方について

○宮古地域分会からの組織減

は︑組織検討委委員会の中で

○分会情報作成︑１人では大

○春闘の闘い︑２月８日の東

変と思う︒編集委員会を作る

扱っていく︒

ことを確認したい︒

など対応が必要と思う︒新規

日本本部拡大委員会で確認を

○﹁職場実態と意識調査﹂を

○エルダー社員問題︑会社が

日投票の星あつこ北
は誰もいない要員不足で異常

の議論でなく︑拡大の取り組

▽八戸新幹線保線技術センタ

しっかりと受け止め︑新しい

立と良質なサービスの提供﹂

と沿線自治体が受け入れ︑大

する議員を誕生させるため︑

䠒䠈䠑䠒䠌

０万円を超えると年金カット︑
執行部による中間答弁要旨
は次の通り︒

活用した若手社員との接触︑

示しているスケジュールの実

上市議会議員選挙︑経緯は
な状況だ︒

ー青森派出９人体制だが︑要

休している山田線上米内〜川

仲間を国労に迎え入れる行動

は︑技術継承と人材育成が重

船渡線はＢＲＴによる本復旧

◎小笠原茂俊委員

︵盛岡駅連合分会︶

託社員の出向先における諸問

内間の復旧に向けた情報発信

議会とも相談し取り組んでい

▽分会情報担当の組合員が早

題︑ＴＳＳについても東日本

を継続して求めていく︒

が求められている︒﹁全分会

要であり労働組合としてしっ

を決定した︒地域の経済活動

２０１６年を組織拡大の大

参議院選挙に全力をあける︒

また︑４月の﹁ＩＴＦ国際
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今後の取り組みも大切だ︒
▽ＴＳＳ会社の勉強会の開催
を要請してほしい︒

員が厳しく大変な状況だ︒
対応は是非進めてほしい︒

職場から議論して進めて行く

が出なければと思っている︒
▽北海道新幹線︑北海道と東

◇

ている︒沿岸の釜石︑気仙沼
まだエルダーの配属はわから

▽１年間の条件で残った千厩
るとサービス低下と一ノ関︑
地域も同様と思う︒何らかの

駅のマルス︑廃止が現実にな
気仙沼駅の負担増になる︒
対策を考えてほしい︒

星あつこ選挙の取り組みなど
色々あるが当選に向け皆さん

みを進めて行こう︒

考えてほしい︒

▽岩泉線の廃止︑山田線の宮
で交流することができた︒こ
の協力をかさねてお願いしたい︒ ▽若い他労組の社員︑所属組

採用者用チラシなど作成し︑

▽組織拡大︑現在取り組んで
◎畠山 孝委員

古・釜石間の三鉄移管決定︑
うした交流を大切に組織拡大

○一括和解以降︑２０２人が

いる﹁職場実態と意識調査﹂

そして今回の山田線の崩落事
に頑張りたい︒

︵北上工務分会︶

故と続いている︒先の山田線
◎近藤信博委員

などを活用し取り組みたい︒

事故に対する旅客指令の対応

期退職︑分会情報が発行でき

本部・国労東北協議会と連携

く︒

と教育が大切だ︒
ていない︒分会全体の対応が

職場︑出向先などの諸課題の解決

○山田線の土砂崩壊問題︑会

▽ダイヤ改正で宮古運輸派出
大切と感じている︒

日の団交

廃止︑国労車掌３人︒問題点
▽雫石駅６人中４人が今年エ

安倍自公政権は︑多くの反

︻政治闘争の強化︼

については︑２月

を団交で扱ってほしい︒

上部機関と連携し改善に取り組む

して諸課題に取り組む︒

で扱っていくこととしている︒ 社 は 年 度 内 の 復 旧 は 無 理 と

▽組合員が減少する中︑分会
ルダー社員になる予定︑問題

オルグ﹂では︑新規採用者を

かりと向き合っていく︒３月

や街づくり︑地域の活性化か

健 全 な 労 使 関 係 を 確 立 し ︑ ７．会社施策導入後の職場実

組み︑労働条件改善をめざ

態の検証・点検行動を取り

向け︑﹁３．４国労東北協

䠍䠌䠈䠌䠌䠌
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がまちまち︑若い社員の勉強

役員体制や活動が難しくなっ

求の実現と労働協約改訂の取

はじめ組織拡大にむけた具体

の北海道新幹線開業により︑

らＪＲ東日本が提案している

きなうねりをつくる年にする

対する声を聞き入れることな

︻公共交通を守る闘いと被災

り組み等と結合させて闘うこ

的行動が議論される︒労働組

大きな要員削減となるが組合

側面支援・利便性向上などを

ことを要請し集約とする︒

く安保法を強行成立させた︒

うとしている︒若い世代を

とを意思統一した︒貨物会社

合の存在意義を感じてもらえ

員の不安を解消できるよう︑

注目していく︒事故により運

線区の早期復旧に向けた取り

はじめ反対活動も増えてい

の﹁賃金削減﹂を許さず︑貨

る運動と関係作りから組織拡

支部・分会や職協との連携を

組み︼

るのも現実︑ともに闘って

物会社が抱える構造問題の解

大の展望を切り開いていく︒

強化していく︒エルダー・嘱

＝
＝沢田書記長集約︵要旨︶＝＝

いこう︒北上市議会議員選

決に取り組んでいく︒全職場

︻労働条件改善︑安全安定輸

来賓の方々も激励・連帯の挨拶

挙︑参議院議員選挙に勝利

でこれらの要求を提起し︑１

送確立の取り組み︼

︻２０１６春闘の取り組みに

しよう﹂︵佐藤浩之平和環

人ひとりの要求作りから職場

ついて︼

境 岩 手 県 セ ン タ ー 副 議 長 ︶︑

で運動を作り︑組織拡大へつ

﹁安倍内閣は︑安保法成

﹁各種共済加入制度・内容

なげていきたい︒﹁３・４春

日の回答に向け︑要

について︑担当者会議を開

闘勝利国労東北協議会総決起

り組む︒

催します︒よろしくお願い

集会﹂や各種行動に積極的に

５．ＪＲ東日本との正常かつ

します﹂︵吉田和弘交運共

確認された当面する闘いの展開

済生協東北支所次長︶︑菊

池忠志東日本本部委員長か

国労の組織強化・拡大にむ

し﹁１職場１改善要求・仕

参加し︑本部と東日本本部の

事総点検運動﹂を強化する︒

け全力で取り組む︒
みを各級機関で強化する︒

６．安全・安定輸送の取り組

日にＪＲ東日本と
ＪＲ貨物に申し入れした

３．２月

﹁新賃金要求﹂等の実現に

１．各級機関は︑当面する諸
交渉を支えていく︒

会等を開催し意思統一する︒

課題と取り組みについて集

春闘︑

らは︑組織拡大︑

国労の最重要課題であり︑

議会総決起集会﹂をはじめ

入の取り組みを継続する︒

︻組織の強化・拡大の闘い︼

制改悪阻止の取り組みを結

２．２０１６年春闘と労働法

回メーデーの成功に

むけて積極的に参加する︒

９．第

８．音威子府の事業体商品購

参議院選挙をはじめとする

今が勝負どころであることを

日の﹁国労安全行動日﹂

全体で確認した︒国労の運動

等を全国統一行動として取

報告を受けた︒︵星あつこ

職場・地域での闘い︑大衆

北上市議会議員挨拶は１

行動などに全力をあげる︒

鉄道統一行動﹂および４月
面︶

合し︑制度・政策要求の実
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工藤慎一特別委員
（北上地区協）
現に全力をあげ取り組む︒
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留場義継分会代表
（宮古地域分会）
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信頼して復帰︑加入を決意す
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昭和29年12月25日

吉田一久委員
（一関運輸分会）
政治課題の取り組みなどの

12

平和環境岩手県センター
佐藤浩之副議長
交運共済東北支所
吉田和弘次長
東日本本部
菊池忠志委員長
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