回定期地方大会を

第1545号

会
大

月２日︵土︶に盛岡市のコミニケーションギャラリー・リリオで関係者約

nrumori@poem.ocn.ne.jp

組みなどについて８人の代議員︵特別代議員含む︶が発言した︒

人の

の実現をスピードアップさせ

字と発表し﹁変革２０２７﹂

月期決算を５７７９億円の赤

ＪＲ東日本は２０２１年３

掛かりがあることをお互いに

とに︑組織拡大への大きな足

てしっかり取り組んでいくこ

ることを労働組合の任務とし

寄り添い︑一緒に悩み︑考え

声にできない不安や不満にも

重要である︒声にならない︑

労働条件を整えていくことが

者が安心して働き続けられる

当選を勝ち取り︑総選挙へ弾

奮闘している︒千葉信吉氏の

が︑３期目の議席確保に向け
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大防止の観点から︑緊急事態

▽新型コロナウィルス感染拡

応が必要ではないか︒

連合︑日本共産党岩手県委員

部連合会︑社会民主党岩手県

協議会︑立憲民主党岩手県支

岩手県交通運輸産業労働組合

平和環境岩手県センター︑

労働組合︑東北労働金庫岩手

局労働組合︑全日本運輸産業

支部︑岩手県教育委員会事務

東北労働金庫労働組合岩手県

農林労働組合岩手県協議会︑

全水道盛岡水道労働組合︑全

新潟の各地方本部︑盛岡地方

会の各議員︶︑国労関係︵東

関市議会・髙橋伸二平泉町議

道夫矢幅町議会・千葉信吉一

会・星敦子北上市議会・山﨑

浮中

綾織

京・水戸・長野・千葉・高崎︒ 舘洞

北協議会︑仙台・秋田・東

留場

義継︵盛岡地域分会︶

明︵盛岡地域分会︶

明︵盛岡地域分会︶

孝一︵盛岡地域分会︶

▽盛岡支部６人

次の９人が選出された︒

２０２１年度の地方委員に

者の会盛岡地方連合会︑国労

宣言下での非常事態宣言地域

会︑自治労岩手県本部︑岩手

県本部︑こくみん共済ｃｏｏ

◇

本部家族会︶

底されていない︒統一した対

盛岡地本議員団︵木村幸弘岩

から統括本部や各技術センタ

県教職員組合︑岩手県高等学

ｐ岩手推進本部︑一般財団法

施することとなった︒個々の

の﹁声掛け﹂をしっかりやっ

いか︑講師も大変だと考える︒ 自身の取り組みとして仲間へ
ーへの来所は控えるべきでは

校教職員組合︑岩手県交通労

考えられる︒組合として女性

▽女性社員の配置は将来的に

拡大につなげていこう︒

属確認について確認書を交わ

▽労金と個人融資の組合員所

用をお願いしたい︒

連の整備には特別交付金の活

ればメール化は必須︒ＰＣ関

殿村

横浜

蝦名

工藤

忠夫︵青森地域分会︶

▽青森支部３人

小池

祝詞︵八戸地域分会︶

幸徳︵ 野辺地三沢分会︶

修︵一関地域分会︶

慎一︵北上地域分会︶

◇

用設備の必要性を求めてきた

手県議会・阿部一男花巻市議

ていこうと考えている︒出向
ないか︒

多くの団体からのメッセージ届く

今日の講演内容は︑今後の大
先での仲間とのつながりを大

職場でのコロナ陽性者発生時

また︑寒冷地手当もないこと
切な課題でもある︒半日のよ
事にしていきたい︒

の対応手順︵プロセス︶が徹

に多くの組合員の不満の声が
うな学習会でじっくりと学ぶ

地方委員
９人を選出

あるが︑今後の展望や具体的
べきと考えるが見解を示して

︿表面から続く﹀

な取り組みをお知らせ願いた

◎小池修代議員
︵一関地域分会︶
い︒

だけに︑一概に否定できると

働組合︑全自交岩手地方本部︑ 人ハピネス共済会︑鉄道退職

月３日投票の一関市議選

▽地方本部で労金と確認書を

も進んではいないが︑カード

◎松橋隆代議員

交わしたとのことだが︑具体
を作ることが目的ではなく︑

社員の声としては︑タブレッ

等が報告された︒また︑若手

▽文書がメール化になったが︑

したい︒

であり︑班体制の構築に努力

りわけ︑班が重要なポイント

した︒そして︑統括本部は６

▽職場でコロナ陽性者が発生

ぶのか疑問である︒

が︑正確に青森県本部へも及

手社員との会話をした報告も

▽賃金アンケートと通じて若

る場﹂を作ってほしい︒

みに学び合い組合員の﹁集ま

報告もあったが︑この取り組

﹁班役員会﹂を開催している

求められている︒彼らの声を

中︑職場で意識的な声掛けが

▽労組未加入者が増え続ける

を要請する︒

事にし︑継続しての取り組み

カードを作るまでの過程を大

しては支給を求めているが︑

生活給となっており︑組合と

また︑寒冷地手当については

いて改善を求め続けている︒

▽エルダー賃金のあり方につ

は思わない︒

合わせているので︑問題があ

いては︑青森県本部とも打ち

となった︒確認書の内容につ

部一括で所属確認を行うこと

扱いについても今後は地方本

すことで︑青森県本部の取り

相互援護会の任務分担は次の

の東北協議会︑外部共闘関係︑

けで紙面上割愛した新執行部

執行部の答弁︵東日本本部含む︶

︵八戸地域分会︶

職場での取り組みが大事︒

的にはどういった内容なのか︒ ▽地域分会化となっても班・

トが個人貸与となり︑絶えず
事務所のＰＣやプリンターが

︵八戸地域分会︶

▽地域分会結成で多くの課題
東北労金岩手県本部との確認

会社からのメール配信などが
古くなっており︑処理能力な

◎奥山力特別代議員

▽盛岡支部で﹁組織対策会
も見えてきたが︑運動を進め

︵盛岡地域分会︶
あり休日でも仕事の感じがす

︵盛岡支部︶

により︑落選する候補が１名
議﹂を開催した︒参加者から
る中で克服していきたい︒と

補した︒定数削減︵定数 ︶
という少数激戦の様相を呈し
費の活用︑女性用設備の増強

ている︒何とか勝利に向けて︑ は︑組対カードの作成︑組対

▽地域分会が結成されたが︑
るとの率直なものもある︒

昇給係数２や手当の月数に多

いる︒若手社員の声として︑

集まることが重要だと考えて

地手当もない︒﹁同一労働同

善が必要である︒そして寒冷

▽エルダー社員の労働条件改

︵北上地域分会︶

作業や︑一方的な兼務発令に

十分な教育もないままでの実

るが︑元々の経営基盤が弱く︑ の指示で再度ＰＣＲ検査を実

▽八戸臨海鉄道に出向してい

いしたい︒

どに難があるので支援をお願

た︒その後︑地元保健所から

合病院で実施するよう指示し

名にＰＣＲ検査をＪＲ東京総

▽﹁組対カード﹂の取り組み

いく取り組みにしたい︒

ンケートに反映させ改善して

された︒不満の声を聞き︑ア

ドし︑信頼を得る中から組織

組﹂がしっかりと職場でリー

場長に申し入れるなど﹁国鉄

拾い︑悩みを聞き︑時には現

▽地本の書記局体制を展望す

と連携し︑取り組みを強める︒

がある︒引き続き東日本本部

会社との見解に大きな隔たり

に問題を投げかけていきたい︒

応問題については︑総括本部

▽新幹線職場のＰＣＲ検査対

れば連絡をお願いしたい︒

通り︒

◇

国労盛岡速報版

くの不満を感じている︒
一賃金﹂の枠からハミ出てい

よる多能工化などの実態が見

︵電気協議会︶

月

議

事

長

袰岩

菊池

沢田

哲彦

要悦

光広

そして︑Ｌｉｖｉｔにおける

手県センター及び青森県平和

ある︒地方本部は平和環境岩

労働者とは相いれないもので

◎交運共済委託団体代表

︻外部・共闘関係︼

会計監査員

幹

﹁労使間の取り扱いに関する

労組会議で確認された方針の

化達成でも社員への十分な還

まれている︒地方における輸

に３割程度の人口減少が見込

東北地方は２０４０年まで

勝利に向け︑全組合員のち協

内候補である千葉信吉候補の

選挙の投開票日である︒組織

要悦

沢田

要悦

光広

光広

要悦

孝

要悦

要悦

沢田

要悦

光広

佐々木政志

菊池

事

理事長

理

事務長

︻相互援護会︼

菊池

◎日中友好岩手県民会議

菊池

◎日朝友好岩手県民会議

及川

◎鉄関労担当

菊池

◎岩手県交運労協幹事

沢田

◎国鉄労働会館理事

菊池

◎平和環境岩手県センター

菊池

岡統括事業部運営委員

◎交運共済東日本事業本部盛

光広

協約﹂締結をバネに︑私たち

下︑想定される解散総選挙闘

元が行われず︑社員・家族に

沢田

の運動をグループ会社に働く

争勝利に向け︑全力を挙げて

検証する中から︑課題解決に

日付

外部共闘など任務分担

この間電気として班の集まり

▽エルダー社員になると基本
るのではないか︒

受けられる︒労働組合もある

︻東北協議会関係︼

給は激減になる︒エルダー賃
▽今日の労働講座︑内容が濃

が︑力が弱い︒こうした中で︑

仲間の中にも広めていかなけ

に見てもらうことだと考える︒ たものであり︑それは私たち

金について地方本部としての
いだけに１時間では短すぎな

ればならない︒

向け職協・分会との連携を強

明日３日は一関市議会議員

取り組むこととする︒

14

︻地方交通線の維持・存続︑

︻労働条件改善・権利確立︑

力を心からお願いする︒

公共交通確立の闘い︼

安全・安定輸送確立の闘い︼

︻さいごに︼

組織の展望﹁国鉄組﹂が責任持ち対処を

組織の拡大に取り組んで行こう

社員の声を掴み職場改善を進め

見解を明らかにして欲しい︒

◇

︻新執行体制︼
▽執行委員長 沢田光広
︵ 北上新幹線保線技術センター︶

沢田委員長をはじめ
新役員７人を選出
＝ 袰岩・横内・小笠原氏が退任＝

︵ 盛岡車両センター青森派出所︶

送モードをどうしていくのか

▽書記長 菊池 要悦

犠牲を強いる経営施策が続け

方本部役員の改

めて行く︒
︵盛岡駅︶

ＪＲ東日本では業務全般に

選期であり︑袰

わたる構造改革を一層加速し︑ ︻２０２２春闘の前進をめざ
配信により﹁自己変革﹂を求

う視点から重要な問題である︒

▽執行委員 及川

見える取り組みを強化する中

孝

岩哲彦執行副委

ＪＲ東日本においては︑新

から組織拡大につなげていか

国労の将来展望について︑
全社員にタブレットを通じた

なければならない︒

私たち﹁国鉄組﹂がしっかり

︵盛岡電力技術センター︶

型コロナウイルス感染症拡大

地方本部は︑﹁総合交通政
▽執行委員 小笠原勝豊

による経営状況の悪化で︑２

職場から労働組合の﹁顔﹂の
員長と横内俊博

めている︒ＪＲ貨物において

少数派である私たちがいま

９月

29

す闘い︼
執行委員︑小笠

も︑﹁鉄道輸送を基軸とした

に変わりはない︒私たちがめ

と責任を持ち対処しなければ
︵二戸駅︶

︻組織強化・拡大の闘い︼

ざす運動もそうあるべきと訴

ならない︒英文のことわざに
▽会計監査員 淡路 明則

０２１春闘では︑所定昇給係

会長が自民党新総裁に選出さ

え︑集約とする︒

策﹂実現に向け︑各県交運労
原勝豊会計監査

数４のところ半減の２となり︑

できることは︑社員の声を掴

れた︒しかし︑自民党政治の

協の場を通じ︑取り組みを強
員が退任した︒

総合物流企業グループ﹂を目

み︑それを職場改善に結びつ

本質は﹁新自由主義﹂に立っ

﹁水はおのれをその容器に導
指すとして︑全系統にわたる

ＪＲ採用社員にとっては生涯

けるべく努力をすることであ

く﹂という言葉がある︒容器

︵盛岡土木技術センター︶

賃金で100万円超の減額と

り︑そのことを労組未加入者

めて行く︒
新役員には︑

▽会計監査員 沖田 司男

合理化・効率化施策が進めら

なった︒一方︑ＪＲ貨物にお

︻平和と民主主義を守る闘い︼
沢田光広執行委

︵ 八戸新幹線保線技術センター︶

れている︒引き続き︑﹁仕事

いても︑鉄道事業部門の黒字

が変われど﹁水﹂という本質
員長ほか別記の

※今大会の規約改正により︑

総点検運動﹂﹁安全総点検運

日︑岸田文雄前政調
役員７人が選出

執行副委員長は１名︑会計監
２年︒

査員は２名と改正されている︒ 動﹂を取り組み︑会社施策を

られている︒２０２２春闘は︑ は︑地域住民の足を守るとい

＝書記長集約/要旨＝

された︒任期は

▽執行副委員長 佐々木政志
今大会は︑地

「写真左から淡路、沖田、小笠原、佐々木、沢田、菊池、及川」の新役員」

10

◎浮中明代議員

を重視している︒班集会は︑
◎高橋務代議員

◎佐藤徳彦特別代議員

月１回ではあるが︑定期的に

したい︒

各位のご協力と支援をお願い

26

いただきたい︒

▽

佐藤徳彦特別代議員
（電気協議会代表）

に組織内議員の千葉信吉氏が

松橋隆代議員
（八戸地域分会）

◎菅原高明特別代議員

髙橋務代議員
（北上地域分会）

３度目の当選を目指し︑立候

浮中明代議員
（盛岡地域分会）

2021年度

10

役員改選

