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︿表面から続く﹀
が平成採用者︑災害時の直外

たが︑信通職場
って行きたい︒

採用が配属された︑今後関わ

◎横浜幸徳代議員

大に取り組みたい︒

景にある︒若手と話す中で拡

１人あたりの業務量増加が背

声かけをし全員の力で取り組

聞き出しながら︑国労加入の

若手の不満や国労への想いも

くに話をし︑交流している︒

人中８割

と変貌︒異動に伴う差別がな
◎加藤寿代議員
▽北海道の台風による被害で︑

︵八戸貨物分会︶

区分が不明確になっている︒
技術継承上も大切だ︒

の再検証をすべきだ︒

メンテ
◎工藤則彦代議員

◎松島義文代議員

んでいきたい︒

いよう︑分会として取り組ん
労６人が東京へ︑青森での具
コンテナを船便代行している︒ ▽規採用者が国労に入ったこ
休憩も十分に取れない状況も
拡大をしっかりと取り組んで

いることのないように︑組織

また︑国労に入れたことを悔

時に︑組織減の中で今後の組

は厳しい︒配慮を求めると同

なり︑従前の運動︵動員等︶

▽分会のエルダー社員も多く

︵盛岡駅連合分会︶

▽技術継承と位置付けていた
出ている︒
行きたい︒

そのため︑業務が多忙となり︑ とを悔やむことのないように︑

へ移転の噂︒今後が不安⁚︒
﹁線閉立ち会い﹂が実際はベ
▽貨物の現状を踏まえ︑今後

︵花輪線地域分会︶

▽青森地区はエルダー雇用厳
も客貨一体となった闘いを進
織体制についても議論をお願

テランで回されており指摘を
▽新規採用者︑配属日に他労
いしたい︒

してきたが︑立ち会い廃止で
改善が図られた︒
めいほしい︒
組加入も︑新採３人とは気さ

歳定年延長を求める闘いを

強化してほしい︒
▽

歳になる出向者の後補充

◎八重樫俊昭代議員

地方議員団の写真左から髙

橋伸二平泉町議会議員︑星敦

子北上市議会議員︑阿部一男

花巻市議会議員︑千葉信吉一

関市議会議員︑山崎道夫矢巾

﹁可動橋﹂が
最優秀賞

地方本部機関紙コンクールの

大会では︑２０１５年度の

＝
＝機関紙コンクール＝
＝

議会議員が大会に参加した︒

町議会議員︑斎藤憲雄青森市

︵木村幸弘岩手県議会議員︑

表彰も行われた︒

各議員は︑自治体・議会で

会︶︑﹁盛岡地区協便り﹂

ｅｎｋｅｔｎ﹂︵盛岡貨物分

り﹂︵盛岡電気分会︶︑﹁Ｒ

応募作品は︑﹁電気もりも

久保幸喜前県議会議員は私事

の取り組みや選挙への謝辞と

︵盛岡地区協︶︑﹁けんまい﹂

により欠席︶

協力要請等を述べた︒なお︑

︵北上駅連合分会︶︑﹁国労

議員団会議も開催された︒

︵盛岡施設分会︶

関運ニュース﹂︵一関運輸分

を仙建は望むが︑ＪＲは 歳

会︶︑﹁可動橋﹂︵青森駅連

︵盛岡電気分会︶

○貨物会社︑台風による障害

▽新規採用者加入は︑職場・

対応は大変だったと考えてい

近くにならないと出向に出さ

は選管の取り扱いとなり︑選

▽３月の全分会オルグ実施後

管には話していく︒

支部を超えた連携の成果と思

くことが大切だ︒

う︒今後︑他地方本部との連

○小岩井駅業務委託の団交の

ない︒会社間のミスマッチが

合分会︶︑﹁萌芽﹂︵青森運

発生している︒今後のエルダ

輸区分会︶︑﹁じょっぱり﹂

に︑信通班でも新採取り組み

る︒貨物と一体となった闘い

の動きが出てきた︒電力班は

○エルダー社員の発令は希望

○他労組新規採用者の加入手

際にも︑遺失物の取り扱い

携︑情報共有の強化を図り︑

﹁後悔︑悔いることがないよ

ー増加を考えれば︑本体配置

︵青森施設分会︶︑﹁ハラン

花見の懇親会などもやってい

は︑これまで同様に青森・八

続き問題︑発言にあるように

戸・盛岡地区での交流等を中

寮で管理者主導の下での他労

通りになっていないケースも

孤立させない取り組みを進め

見られる︒アドバイザー配置

たい︒

︵超勤処理︶については確認

を強く求める︒

した︒サービス残業のないよ

▽分会大会や執行委員会も開

うに﹂は︑貴重な意見として

る︒拡大に信通・電力一体と

全体で受け止めたい︒若い仲

なり取り組みたい︒

を作り︑三役会議等を開くな

体に共通する︒まず集まる場

○花輪線地域分会の苦労は全

今後も連携を強めながら平成

がりや首都圏配属も関係者と

ースも多くある︒分会間の繋

掌・運転士と乗務員になるケ

る︒そうした現実を踏まえな

本部が対応している事実もあ

本部が対応し︑貨物会社とは

の実態について検証していく︒ らないとの認識は一致してい

ていないと思うが︑要員不足

○新規採用者は標準数に入っ

行く︒

いて議論して行かなければな

○分会の在り方や諸課題につ

い︒

﹁けんまい﹂

◎優秀賞

﹁可動橋﹂

◎最優秀賞

◇

最優秀賞︑優秀賞作品は次

べ﹂
︵八戸運輸分会︶の９作品︒

間︑新規採用者の仲間を増や

心に取り組みたい︒

組加入であれば明確な不当労

の支えとなる︒拡大に向け全

働行為であり︑看過できない︒ すことが加入者にとって一番

○設備メンテに関わる確認事

▽若手は仕事に︑組合の集会

より確かな情報をお願いした

の基準については確認する︒

催できないでいるが︑会議は
と多忙になっている︒新入社

本体配属や定年延長について

休みを調整しながら出席して

う︑超勤の扱いについて︑支

▽新規採用者︑入寮時に管理
いる状況︒６月１日に若手が

職場︑職協内での議論を深め

社を通じてＴＳＳへ指導を求

者主導で他労組加入が行なわ

ながら要求作りを進めて欲し

めて行くことも検討したい︒

れているのではないか︒

ある︒今後も引き続き求めて

○ 国 労 の 組 織 体 制 に つ い て ︑ るが︑壁が厚く︑高い状況に

項の不履行や諸課題について︑ の通り︒
現在は各旅客会社とはエリア

は国労の要求として掲げてい

員１人で残業している時もあ

体で努力をしていこう︒

▽設備メンテから

どし︑何ができるかを支部・

○青森の車両改造作業︑準備

北上駅連合分会

青森駅連合分会

地本も入り議論していこう︒

がら︑組織のあり方について

月の各支部大会後に組

今後議論を開始していく必要

る︒

○ 新 規 採 用 者 の 国 労 加 入 ︑ 採用者との関わりを作ってい

果︑自公連立与党は改憲発議

盛岡電気分会
が可能な３分の２議席を参議

︵盛岡保線技術センター︶

的自衛権行使と武器輸出反対︑ ◎執行委員長

一久

長︑企画部員︑政治共闘部
阿部

長﹀

︵八戸運輸区︶

光広

専従

︿調査部長︑教宣部員﹀
◎書記長
沢田

組織部員﹀

佐々木智子

◎特別執行委員

︵盛岡健診センター︶

︿女性部長﹀

佐々木研司︵大更駅︶

田崎

秋弘︵青森運輸区︶

︿盛岡支部担当﹀

◇

人が選出された︒

２０１６年度地方委員には

次の

信行︵盛岡施設分会︶

善文︵ 盛岡駅連合分会︶

▽盛岡支部︵７人︶

松島

大西

庄司

千葉

佐藤

上村

義継︵宮古地域分会︶

明告︵一関工務分会︶

弘昭︵ 北上駅連合分会︶

義光︵一戸地域分会︶

八重樫俊昭︵盛岡電気分会︶

︵元・盛岡運輸区︶

留場

齋藤

︿国労会館盛岡地方部事務長﹀

︿青森支部担当﹀

◎会計監査員

ー︶

︿企画部長︑業務部長﹀

横浜

小原

三沢野辺地地域分会︶

寿︵八戸貨物分会︶

信広︵

幸徳︵青森施設分会︶

典昭︵ 青森駅連合分会︶

▽青森支部︵４人︶

清正︵北上駅︶

小笠原勝豊︵鹿角花輪駅︶

明則

菊池

鈴木

加藤

野坂

淡路

︵青森保線技術センター︶

︿組織部長︑青年対策部長︑

孝

︵盛岡電力技術センター︶

及川

業務部員︑家族会担当﹀

要悦︵盛岡駅︶

◎執行委員

︵北上新幹線保線技術センタ

︿教宣部長︑企画部員︑

﹁電気もりもり﹂
障制度の拡充や反原発︑﹁戦

院でも獲得し︑﹁戦争法﹂を

月８日︑地方執行委員会
回定期地方大会終了

なお︑会社関係︑共闘関係

確認した︒

脱原発とエネルギー政策の転

︵盛岡保線技術センター︶

地方委員
人を選出

織検討委員会の開催頻度を増

争法﹂廃止︑護憲と平和︑貨

成立させた安倍自公政権の暴

やしながら議論を進めて行き

物会社が進める低賃金施策を

走の加速が想定される︒また︑

室をつくり進められると思う

許さずベアを求め取り組む︒

政権延命と︑憲法改正を確実

は︑第

がある︒

︻公共交通を守る闘いと被災

なものにするために︑解散総

後︑２０１６年度の第１回執

たい︒

線区の早期復旧に向けた取り

選挙が予断を許さない情勢と

行委員会を開催し任務分担を

が︑分会と相談しながら推移

組み︼

なっているが︑野党統一候補

を検証していく︒

北海道新幹線開業後の課題

が

○全国・東日本本部大会の代

11
議員選挙の開票方法について

を検証し︑国労の政策提言実

成果を発展させ︑安倍政権の暴

回参議院議員選挙の結

差別の撲滅とコミュニケーシ

現と国民の移動する権利の確

第

ョンの重要性︑人材育成・技

立に向け本部・東日本本部︑

る格差と貧困の是正︑社会保

一人ひとりがしっかりと受け

術継承など会社に訴え要求し

入区間の復旧や台風

換︑反ＴＰＰ︑雇用と社会保

◇
る川内・茂市間の被災区間の

︿総括︑政治共闘部長﹀

憲法・民主主義擁護︑集団

第一回執行委員会で分担確認

止め︑さらにもう一人を拡大

てきた︒今後も労働組合とし

憲法・民主主義を守り闘おう

する運動に取り組んでいく︒

走を止める運動を展開していく︒ は紙面上割愛する︒

挙区で当選を勝ち取った

差別を無くし風通しのいい職

関係機関と連携し運動を進め

早期復旧など︑復旧と沿岸支

障の拡充などの課題を政党・

◎執行副委員長

る︒松草・平津戸間の土砂流

てチェック機能を果たし︑要

飲み会やレクレーションなど︑ 求を継続していく︒エルダ
る諸問題については︑﹁東日

共闘組織・市民団体などとの

号によ
本本部・本社間の確認ルー

援にむけた情報発信を求め︑

連携を深め︑ナショナルセン

ー・嘱託社員の出向先におけ
いていこう︒

働く場所の確保と災害に強い

専従
︻一括和解以降の職場の取り

ル﹂を軸に改善を求めていく

鉄道作りに取り組んでいく︒

力

国労の最重要課題であり︑

組みと合理化反対︑労働条件

が︑グループ会社との労使関

︿総務・財政部長︑法対部

良宏
︻平和と民主主義を守る闘い

ターとの関係についても議論
の強化について︼

を深めていく︒

小林

佐々木

どのようにして組織拡大を実

改善︑安全安定輸送確立の取

安定・働くルールの確立によ

来春闘は︑賃上げ・雇用の

総も視野に置く︒

り組み︼

採用者の国労加入を勝ちとっ

安全安定輸送の確立にむけ︑

現していくのか集中が求めら

交流の場を作り拡大に結び付

10

れている︒初めて今年度新規

︻組織の強化・拡大の闘い︼

大西信行代議員
(盛岡施設分会)

沢田書記長
集約（要旨）

場を作るため︑職場以外でも

交流の場を作り組織拡大を

工藤則彦代議員
(花輪線地域分会)

年経過し

○新規採用者は駅配属後︑車

＝＝議員団６人が参加＝＝

るが︑他方でベテランも大変︑ い︒

執行部による中間答弁︵要旨︶

◎大西信行代議員

しい︑制度は破壊している︒

２０年には検修設備が青森駅

︵青森施設分会︶

できた︒車両改造研修で︑国

50

体的内容か出ていない︒２０

21

仕事のあり方や瞬時の判断︑

11

65

入れ替わり︑２年目の社会人

選挙への謝辞と協力要請
72

2016年度

小原典昭代議員
（青森駅連合分会）
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15

た︒この加入の意義を組合員
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11

60

65
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