交流を大切に拡大の取り組みを

回組織拡大対策会議を７月

日︑

時

は︑組織拡大に大きな成果を

だいていることと思う︒本日

▽８月
第

日・

日︵埼玉︶

回東日本本部定期大会

日︵盛岡︶

回地方本部執行委員会

日︵盛岡︶

地方本部﹁主務職等交流会﹂

▽８月
▽８月
第

日・

日︵宇都宮︶

回地方本部組織拡大対

▽９月３日・４日︵雫石︶
第
策会議
▽９月

第４回国労東日本本部ゴル
日︵盛岡︶

フトーナメント
▽９月

若手の悩みに真摯に対応し

信頼し合える関係を作りたい

子供から大人まで

を夢中にさせるス

マートフォン用ゲ

ーム﹁ポケモンＧ

Ｏ﹂︒ポ ケ モ ン と

いうキャラクター

の人気と︑捕らえ

た種類がわかる

けだと認識してもらっている︒ ーデンに場を移し交流会でビ

会議終了後は︑５階ビアガ

岡からは横内俊博︑小林元さ

日大宮の宇宙劇場で

人︵盛

・助役職等交流会﹂が７月２

東日本本部主催の﹁主務職

ました︒私は︑公平・公正な

浮き彫りになったように感じ

レンマに苦しんでいる実態が

やらなければならなくなるジ

て︑いきなり管理者の仕事を

りました︒国労で頑張ってき

する人の光景も︒岩手公園周

内でも朝から夜遅くまで徘徊

必要だ︒この夏休み︑盛岡市

中になり思わぬ出費に注意が

に入るらしいのでゲームに夢

一部のアイテムは有料でも手

的には無料で遊べるようだが︑

︵主務職・助役職など交流会︶

こ の よ う な 職 場 の 雰 囲 気 は ︑ ールを酌み交わしながら︑地

んと私小笠原︑沢田地本書記

立場で職務を全うし風通しの

辺やもりおか歴史文化館前の

地方本部ボウリング大会

域間異動の思い出や組織拡大

長が参加︶が参加し開催され

いい職場をつくる管理者にな

消に向け取り組んだこともあ

誘っている︒遠距離転勤の解

にも他労組の社員もどんどん

なく相談に乗り︑飲み会など

などには所属組合の分け隔て

た︒改札社員の仕事での問題

場を既に作り上げてくれてい

先輩たちが︑国労が中心の職

改札に戻った時には︑職場の

た︒

を欠かさない大切さを話され

頃からの交流︑そして声掛け

ひ声をかけてください﹂と日

ことにつながる︒皆さんもぜ

と思うタイミングを逃さない

も声をかけることで︑国労へ

ドルではないため︑私がいつ

本人にとって決して低いハー

なって人事考課

うだが︑助役に

役に登用されそ

務の方から﹁助

秋田地本の主

ました︒

目的で開催され

の共有化を図る

め︑交流と情勢

孤立させないた

に真摯に対応することで︑信

ます︒若手が抱えている悩み

と交流する機会も多いと思い

担っていると思います︒若手

員の多くは職場の人材育成を

技術専任職や主務職の組合

という思いを強くしました︒

決していかなければならない

むのではなく︑皆で共有し解

ますが︑１人で悩みを抱え込

技術専任職２人の組合員がい

い▼政 治 の 世 界 で は 岩 手 選 挙

での歩きスマホはやめてほし

転中のスマホや駅・ホーム上

撃した︒大事故になる前に運

高速道路でのスマホ運転を目

は十分注意してほしい︒先日︑

素のため︑事故やトラブルに

に歩くのも実際のゲームの要

る証明なのか▼スマホを片手

ヤーが沢山いるのは平和であ

に日焼けしたポケモンプレー

人が繰り出している︒真っ黒

公園では夜になっても多くの

をやらなければ

頼し合える関係をつくってい

でいる組合員を

人々を熱中させている︒基本

職場の組合員がみんなで作り

に向けた決意を語り合い︑楽

ました︒交流会は助役・主務

ってほしいと思いました︒

﹁図 鑑﹂を 完 成 さ せ る 喜 び が

場で私が取り組んでいるのは︑ しい時間をすごした︒青森支

上げてきたものだ︒そんな職

部での新たな拡大にむけた意

という立場で会社の業務指示

ようとしてくれるのは国労だ

顔をあわせたら﹃そろそろ国

と組合運動の間で悩み苦しん

った︒若手の女性社員が︑会

ならなくなるの

きたいと思いました︒

属 か ら﹁自 民 党 へＧＯ﹂︒旧

区選出の某参議院議員が無所

が一番苦痛だ﹂

長︑傍聴２人の８人が参加し

員５人︑佐々木地方本部委員

した︒盛岡地本からは︑代議

で７月

日に開催されま

馬県伊香保温泉﹁ホテル木暮﹂

れ︑挨拶の一部を撤回すると

ぐり全国代表者会議が開催さ

午後に入り委員長挨拶をめ

告され昼食休憩に入りました︒

後の冒頭で答弁することが報

代議員からの発言があり︑午

央執行委員会の見解を求める

分﹂に関する部分に対し︑中

回定期全国大会での統制処

その後︑委員長挨拶の﹁第

開︒

人が発言し盛岡の沢田

明が行われ︑その後討論を再

釈﹂２本の修正動議の趣旨説

センターとの関係﹂﹁規約解

﹁組織の在り方とナショナル

員︵盛岡︶他４人が提出した

員︵東京︶他４人と小林代議

大会２日目冒頭︑横森代議

求める発言をしました︒

の経緯を明らかにすることを

日の国労のホームページ掲載

報告と組対費の継続と４月１

中央委員 人︵盛岡地本は沢田

権を全代議員の賛成で確立し︑

と組対費の議案を承認︑スト

その後︑財政小委員会報告

言をしました︒

から︑修正動議に賛同する発

が求められているという立場

重い意味を持つ▼昨年︑岩手

２２議席を確保するなど大変

自民党単独過半数に達する１

きた︒同氏の行動は︑参院で

が野党になれば無所属へ︒政

大臣などを歴任するも民主党

自 由 か ら 旧 民 主 と 渡 り︑復 興

の開会挨拶で始まり︑代議員

いう坂口委員長の発言で事態

光広・田崎秋弘代議員︶を選出

小笠原茂俊

・特別代議員・執行部の出席

が収拾し︑議事が進められま

代議員は︑新採組合員の加入

しました︒

八戸工務分会

を確認し︑大会が成立してい

した︒経過報告で５人︑方針

の取り組みの経過報告と組対

という発言があ

ることを宣言しました︒議長

時か

回定期全国大会は︑群

には倉林代議員︵高崎︶︑副

討論でも５人が発言︒

費の継続要請︒第３セクター

ました︒
日

時︑佐々木副委員長

・反対

昼食休憩後書記長集約を受

ともとれる︒衆参両院での﹁改

とを考えれば県民への裏切り

なくとも反自民で当選したこ

結果︑２本とも賛成

で否決され︑方針原案が拍

手で採択されました︒

盛岡地本からは︑経過報告

組合について理解を深めても

員との交流等を通じて︑労働

会社やグループ会社に働く社

となりました︒

の団結ガンバロー三唱で閉会

で確認し︑最後に坂口委員長

特別決議と大会宣言を拍手

代 弁 し て く れ る 人 が 必 要 だ︒

違う︒私たちの声を取り上げ

に新しい︒政治はゲームとは

モンはいらない︵孝︶

政治に自己中心的なレアポケ

の質疑で田崎代議員︵青森支

代議員

佐藤都久雄

らい︑組合結成支援や組織化

も︑ド タ キ ャ ン し た の は 記 憶

県知事選挙の出馬を表明する

戦争へ突き進む道筋ができて

憲 勢 力﹂が ３ 分 の ２ を 超 え︑

け修正動議の採決が行われた

治信条はあるのだろうが︑少

議長に井草代議員︵東京︶を

らは財政小委員会の開催とな

・

選出し議事が進められ︑坂口

りました︒

第

人︑

義深い１日となった︒

ことから︑各分会での組織拡

った佐藤さんから加入に至っ

法改正を発議できる３分の２

盛岡地本でも主務職

労へ来ないか﹄と毎回のよう
に声をかけることだ︒東労組

大活動の活性化につなげてい

社側の飲み会を欠席して国労

た経緯と力強い決意が述べら

長︑国労加入した佐藤さん︑仙台地方本部の原子書記長︑千葉組織部長の４人に参加頂き︑

最初に支部を代表し阿部委
あげている郡山駅連合分会の

から国労へ加入することは︑

ってほしい﹂と挨拶︑座長に

の飲み会に参加してくれたこ

れ︑参加者の大きな自信につ

分から青森県労働福祉会館︵青森

実践に向け分会活動を活性化していく

青森支部は第
市︶で 人の参加者の中で開催した︒

就任し会議が進められた︒

ともあるなど︑職場内の交流

ながった︒

会議には︑今年３月に郡山駅で５人の国労加入を実現している郡山駅連合分会の千葉分会

続いて沢田地方本部書記長

を通じて職場の問題を改善し

日頃から職場で︑飲み会やレクレーションなどでのつながりを大切にし︑組織拡大へつなげ

員長が﹁青森支部の組織拡大
分会長をはじめ︑仙台地本か

の勢力を占めてしまった︒厳

その後︑国労の仲間に加わ

は︑﹁先の参議院議員選挙で

ていく働きかけなど︑生の声を聞く中で﹁職場で具体的に実践し︑組織拡大の取り組みを活

は︑３年前を最後に結果が出

は︑残念ながら改憲勢力が憲

性化していく﹂ことの意思統一をはかった︒︵今報告は︑高瀬貴弘支部執行委員︶

ていないが︑この間も各分会
ら４人をお招きして交流する

郡山駅連合分会の取り組み学ぶ

での取り組みを継続していた

しい結果ではあるが︑東北で
は秋田を除く５県で野党統一

委員長の挨拶に続き来賓の方
々からの祝辞︑宮里弁護士か

24

候補が勝利するなど︑一定の
成果も得られた︒今後も護
憲・平和をはじめ︑喫緊の課
題である組織拡大などにしっ
かりと取り組んでいかなけれ
ばならない﹂と述べ︑活動の
今年３月に５人の加入など︑

強化を促した︒
組織拡大に大きな成果をあげ
ている千葉郡山駅連分会長は︑

12

部︶が組織拡大の取り組みの

30
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が中心になって仕事を回して
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年前に郡山の

盛岡の取り組み２人が発言
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郡山駅連合分会の取り組みを報告する佐藤分会長

昭和29年12月25日

国鉄労働組合
盛岡地方本部
佐々木
力
及 川
孝
発行所
ている︒私が

第85回定期全国大会（伊香保温泉）

第13回青森支部
組織拡大対策会議
25

（１部30円）
発行定日 毎月10日

（ 第３種郵便物認可）

組合員の購読料は

（ 組合費の中に含む ）

（１）2016年8月10日

効率化施策のもと労働条 件 低 下
職場の問題取り上げ改 善 に 努 力
議長に石戸谷氏︵盛岡貨物︶を選出

組合︑差別は許さない流れは

かしい事はおかしいと言える

﹁何故・なぜ﹂職場実態

回明るく

国労東日本本部主催の﹁女

果的な態度と対応の教示と１

挙げて頂き︑その際の一番効

条から始まり︑諸々の例を

山の疑問・何故について︑６

エルダーが無いのか﹂など沢

か﹂﹁何故︑東京は看護職の

のいる職場にトイレが無いの

トの討議です︒﹁何故︑女性

翌日は︑労働実態アンケー

いくこと確信いたしました︒

自然に委ねられ受け継がれて

は９人の委員から発言があり

女性社員交流会︵東日本本部︶

悩みを大いに語り合う

ました︒﹁職場環境改善の報
告及び要求︑年末手当の要求︑
組織拡大について︑職場の要
員不足の状況及び要求︑作業
上の安全問題︑水沢での脱線

性社員交流会︵第

月

事故︑北海道での短絡事故︑

元気に学習会︶﹂が７月９

人で抱え込まず︑勇気を持っ

協議会活動﹂についてそれぞ

日に長野のレクレート

れ報告や質問が出され︑議論
が交わされた後︑１年間の闘
日・

日の女性部の労働条件関

う方針が確立され︑最後に石

万が一にそなえよう

自分と家族のために

月を加入・増

続いて︑職場の実態報告が

を掲げていきましょう﹂と訴

て仲間の声に耳を傾けて要求

自身と家族の健康を大事にし

給付件数は123件︒給付

来 現 在 2 0 6 名 の 方 が 加 入 ︒ 期間率1日につき︑1000

制度です︒

員の生活保障をするための

る︒

互助会加入口数を限度とす

月額一口

給付を受けられた組合員

からは﹁付加給付制度﹂に

円給付︒

日迄に手続きを＝

︽互助会加入が条件︾

＝９月

加入資格は︑現行互助会に

程度仕事を覚えても指令に発

度に加入されますようご案

一度身の回りを考え︑今制

是非︑この機会に︑もう

助会加入の手続きが必要で

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

躍を担うことができました︒ 加入されている組合員とな

互助会として生活保障の一

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

200円

行われ︑営業︑医療︑技術セ

え︑国鉄労働組合歌を謳歌し

青森駅連合分会

﹃給付金﹄
ンターとエルダー職場の悩み

て終わりました︒大先輩ＯＢ

労女性部として奮闘中です︒

２００２年の制度発足以

子・小林楓さんと私盛田が参

も含めて大いに語り合いまし

金も1︑220万円ほど支

共に働く仲間を大切にし︑お

会となりました︒

ゑ・小野寺京子・佐々木智
加しました︒お子さんずれの

た︒ＪＲ採用の上諏訪駅の林

払いをしております︒

口月間とします︒

毎年４月と

＝
＝期末手当付加給付制度＝
＝

互助会の﹁期末手当付加

給付制度﹂は︑病気等の欠

る︒職場の問題を取り上げ改

最後に佐々木久恵女性部長

する交渉報告がありました︒

組織拡大︑東北ロジへの申し入

て話し︑人の尊厳と人格を大

日︑盛岡国労会館で

切にする社会に向けて職場環

７月
人︑Ｏ

人︵現職

軽井沢で

戸谷議長の団結ガンバローで

Ｂ５人︑東日本本部役員・書

石 戸 谷 協 議 会 議 長 か ら は ︑ つながる︒団結キャンプにか

れ﹂について挨拶を頂きました︒ 善していくことが組織拡大に
委員会終了し︑懇親会で交流

回定期委

人の参加で開催されま

勤で期末手当に期間率が適

盛岡貨物協議会第

境を見つめなおしてほしいと

員会

記３人︶が参加し開催されま

議 長 石戸谷

参加者もあり︑少人数でした

の皆さんの応援は女性部にと

﹃掛金﹄

を深めました︒

は︑
︵盛岡貨物分会︶

がとても和やかに楽しい交流

って力強い励みとなり宝にな

が﹁女性組合員のさらなる拡

わるレクを考えたい﹂と現状

ベア・ゼロ︑期末手当の抑制
ＪＲ会社最低の期末手当とい
︵青森貨物分会︶

副議長 蝦 名 忠 夫

久美さん︑山形保線技術セン

りました︒

用となって減額された組合

﹁貨物会社は︑鉄道部門の黒

で乗り切ろうとしている︒八
う状況が続いています︒会社

ターの大友麻美さん︑びゅう

提言を受けました︒

した︒来賓に佐々木盛岡地本

議長を迎え︑佐々木委員長か
戸からの遠距離配転も引き続
は３年連続の黒字決算ですが︑

プラザ八戸の小林楓さんは国
士から講演を受けました︒

盛田美子

初日は﹁セクハラ・パワハ

年前の男女機会均等法の条文

◇

ラ﹂について︑岡部玲子弁護

した︒盛岡からは︑山田み

を訴える挨拶がありました︒

ら﹁貨物会社の構造矛盾と北
き解消を求めていく︒労働条
副議長 石 川 博 勝
︵盛岡貨物分会︶
事務長 野 田 茂 志
︵八戸貨物分会︶

大を可能にするため︑まずは

年連続の

海道︑九州の問題︑参議院選
件改善要求の団交で改善が図

満

字化が必達として

挙︑組織拡大︑山田線の状

年連続のベア・ゼロと

況﹂高橋議長からは﹁貨物会
鉄道事業部門の黒字化を目指

貨物会社に働く社員の現状

社 の 状 況 ︑ 貨 物 労 組 の 姿 勢 ︑ られている部分が出てきてい
すとし︑経営が好調にも関わ

※報告 野田 茂志

らずかかわらず︑利益は社員
に還元されず︑効率化施策の

者で︑職場は年齢構成が高

令され︑職場自体の技術継承

内致します︒

く︑若い社員が配属後︑ある

が出来ないと報告が有りまし
た︒

当付加給付制度﹂の加入手

﹁互助会﹂及び﹁末期手

す︒

続きは︑9月

月期加入となります︒

今回の募集は︑2016

掛金は︑2016年

年

ら徴収し︑給付発生は︑来

厳しい中だけれども︑若い

人に問題提起など一生懸命の

車掌・営業・構内分科で実態交流

ＪＲ・出向先の労働条件改善に全力

東北３地本運輸協議会東北ブロック交流会

もと︑職場で労働条件が低下
し︑高齢化と要員不足は悪化
の一途をたどっています︒八
戸からの遠距離通勤について
回続け

も解決されていません︒
協議会活動として

られてきた団結キャンプは組
合員の高齢化も相まって昨年

の青森で終了することとなり︑

姿を見せて︑国労は頑張って

担当者または︑互助会事務

このような状況で︑討論で

菊池要悦地方本部組織部長が

種差海岸で開催されました︒

﹁学習交流会﹂が風光明媚な

本当に新鮮でボリュウムがあ

で海鮮丼をいただきました︒

﹁芝亭﹂という磯料理のお店

家族会として︑家族会運動

てくれたのでホッとしました︒

﹁海鮮丼美味しかった﹂と言っ

が︑皆さん﹁いい所だね﹂

菊池東日本本部運輸協議会議

と挨拶がありました︒次に︑

決の足掛かりにしていこう﹂

しいが今回の交流を通して解

の窓口の委託化も提案されて

線改札・仙台駅出札︑みどり

化され︑さらに︑仙台駅新幹

で︑仙台地区

駅が業務委託

人の参加者

歓迎︒新規国労加入者獲得に

意などを聞き︑満場の拍手で

さんより国労加入の経緯︑決

た郡山駅信号担当︑二ノ宮健

会議が行われ︑新規加入され

挙げられました︒最後に全体

盛岡運協事務長

辻

ロー﹂で閉会しました︒

俊春

日まで分会

いると思ってもらい国労加入

年の夏季手当減額分からと

同行し︑盛岡支部家族会から

って︑私はとても満足でした︒

を続けていくためにも︑１人

長から︑ＪＲの今情勢と現状

向けての新たなる闘いを決意
まで戻り︑八戸線で八戸駅ま

人よる参加

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

月か

に向け頑張りたいと力強い決

なります︒

５人︑青森支部家族会から３

きれいな景色を眺め︑のど

でも多くの家族会会員の方々

を聞き︑より一層の組合員の

います︒ＪＲ社員の減少によ

し小野寺議長の﹁団結ガンバ

人の参加
者で︑タブレットの個人貸与

意を受けました︒夕食交流会

それぞれ新幹線で八戸駅に

を潤し︑美味しいものを食べ

が気軽に参加してもらえるよ

る要員不足︑出向先での労働

車掌分科では︑
鶯宿温泉﹁赤い風車﹂で開催

による保管管理・使用方法な

では︑親睦・激励しさらなる

人の参加で岩手の
されました︒︵秋田７・仙台

ど︑ＩＴ社会についていけな

降りて八戸線で鮫駅まで移

て︑楽しく交流を深めること

うな企画を考えていきたいと

条件の改善もこれからの急務

で移動し︑駅前で買い物を楽

構内分科は︑

翌日は９時から２回目の分

動︑そこからは種差海岸遊覧

ができたと思います︒昼食後

団結︑踏ん張り努力が必要と

日︑地方本部家族会

日に︑

・盛岡

い年配者の悩みが窺われま

東北３地本運協東北ブロッ

全体会議は盛岡の辻事務長

決意が確認されました︒

今後は別の形での交流の場が

り︑楽しんでもらえるよう夫

す︒また︑北海道新幹線の開

科別交流会が行われ︑さらな

求められています︒

にも協力してもらい色々と調

の司会で始まり︑盛岡の小野

業による特急・急行列車の廃

る多くの職場の問題点などが

日・

を散策︑種差インフォメーシ

寺議長から﹁駅の委託化︑無

止など︑各職場の明と暗が︑

ク交流会が今年は７月

ョンセンターを見て回るなど

べました︒正直交流会が終わ

人化︑ワンマン運転の拡大な

・来賓１人︶
しました︒楽しみの昼食は

るまではとても不安でした

ど我々を取り巻く情勢は︑厳

浮き彫りにされています︒

バス﹁ワンコインうみねこ

認識させられました︒その後

ドさんの丁寧な説明を聞きな

営業分科は︑

号﹂という百円バスで︑ガイ

はまたワンコインバスで鮫駅

思います︒ぜひ奥様に呼び掛
がら種差海岸まで走りました︒

ました︒

け参加して下さいますようよ

７月

15

︻新役員体制・三役︼

委員長と高橋東北貨物協議会

10
です︒

人の計９人の参加でした︒

10

11

各分科別に分かれ討論がされ
家族会常任委員 北上洋子

ろしくお願いします︒
今回の交流会を行うにあた

21

72

12

10

〈掛金徴収〉
・2016年10月から
〈給付発生〉
・2017年夏季手当減額分から
〈期間率調査期間〉
・2016年10月１日〜
2017年３月31日
〈問い合わせ先〉担当・村上真一まで
（毎週・木曜日勤務）
TEL（ＪＲ）０３３−２２７６
TEL（ＮＴＴ）０１９−６５２−４８４１

17

21

30

17

しんで解散しました︒

種差海岸に到着後は昼食の
時間まで自由行動︑各自海岸

期末手当付加給付制度

50

17

＝あいさつに立つ石戸谷議長＝

16

26

◇

10

地本互助会だより

10

10月期加入・増口案内

10



＝地本家族会学習交流会＝

29

25

28

17

24

海鮮丼

24

第24回定期委員会
盛岡地方貨物協議会
24

と

組合員の購読料は
昭和29年12月25日

16

種差海岸散策

2016年8月10日（２）
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