総団結で闘う方針を確立

題の経過⑦組織拡大︱等につい

の一括委託⑥中労委一括和解問

割⑤駅業務大合理化問題〜小駅

○優良機関紙表彰

方針に対する質疑も同様︶

言集を作成し周知を図る︒運動

︵各代議員の発言については発

○１票投票でスト権を確立

算︵案︶が採択された︒

役員改 選は︑地 本会計監 査

された︒

票が行われ︑賛成３４名で確立

３４名を確認してスト権１票投

続いて出席代議員３４名中︑

て述べた︒また各地方本部等か

会の機関紙﹁ろばた﹂が地方本

昨年に引き続き仙台工事区分

から紹介され読み上げられた︒

部規定を超える５０号を発行を

らのメッセージが菅原婦人部長

○執行経過を承認

２ 日目

で無投票当選を確認︒大会宣言

２２名︶とも定数通りの立候補

し︑優良機関紙表彰が行われた︒ ︵定数１名︶︑地方委員︵定数

得た後︑締結した協定を大沼書

○運動方針を拍手で採択

議事に入り︑大会延期承認を

記長が提案︒２００５年度決算

秋山会計監査員より会計監査報

答弁を挟みながら一般討論１８

疑から再開し︑地方本部の中間

両議長に労いの言葉をかけた後

長は議事進行を滞りなく進めた

閉会の挨拶に立った中島副委員

と特別決議１本を採択した︒

ど多くの方々︵下記参照︶から

告を受け︑会館事業報告と予算

名︑前日の経過討論と合わせて

﹁今大会の発言に学び︑明日か

大会２日目は方針及び予算質

受けた︒東日本本部を代表して

の報告を中島副委員長が提案︒

２５名が発言した︒︵会場の時

ら職場で奮闘しよう﹂と述べ︑

報告を永山執行委員が行った後︑

挨拶に立った藤野副執行委員長

活動報告と２００６年度運動

間の制約上︑挙手しながら発言

国労仙台第六一回定期地方大会が９月２〜３日︑仙台市内

昇 進差 別和 解問 題な ど諸 課題 につ いて 白熱 し た議 論が 行 わ

は①本部結成６０周年の伝統を

方針︵案︶を書記長が一括提案

は じめ とし て︑ 労働 条件 改善 ︑安 全問 題︑ 組 織強 化拡 大 ︑

茂 庭荘 にお いて 開催 され た︒ ＪＲ 不採 用問 題 の早 期解 決 を

れ︑運動方針など全議案を承認︑決定した︒

運動に生かす取り組みを︵エリ

③ニューフロンティア２００８

来賓

秋雄

光行

勇朗
則彰

︵敬称略︶

☆社会民主党・小山
☆日本共産党・花木

☆宮城県平和労組会議

・及川
☆宮城県交運労協

・星

節子
敬吾

☆東北労金宮城県本部
・星
新一

・長田
☆退職者の会・伊藤

☆全交運共済生協

り︑労働者のための政治勢力の

☆国労東日本本部
・藤野

☆国労議員団・佐藤

勝雄

節

幸夫

☆国労本部

・佐藤

・二瓶さち子

☆家族会

針︵案︶並びに２００６年度予

出されず︑２００６年度運動方

集約に対し代議員からの異議は

解を述べた ２(面に全文掲載︶︒

前進に向けた闘い︱について見

００７年春闘の闘い⑥平和を守

いて④組織強化拡大の闘い⑤２

平感のない明るい職場作りにつ

に向けた闘い③差別是正︑不公

安定輸送の確立︑サービス向上

闘いについて②反合理化︑安全・

不採用事件の早期解決に向けた

書記長が行った集約では①ＪＲ

２日間の発言を受けて︑大沼

三唱で大会を締め括った︒

太田委員長の﹁団結がんばろう﹂

たい︒﹂と述べた︒手続きに入

太田博二委員長の挨拶は︑①
不採用事件の年内解決を②昇進

に対する質疑には川口代議員外
６名が発言し︑執行部からの答
弁後に協定・決算・経過につい
ての承認を得た後︑２００６年
度予算 ︵案︶が 提案され た︒

発言として発言集に掲載の予定︶

出来ない代議員もいたが︑原稿

大会 は橋 本副 委 員長 の 司会
り︑資格審査委員会から代議員

て真摯で活発な討論をお願いし

で開催し︑挨拶では﹁今大会の

○真摯な討論を

任務は︑本部大会で承認された

３７名中３２名︑特別代議員と

は労働法制の先取り④安全問題

︵敬称略︶

ＪＲ不採用事件を解決させる方

守橋 久仁雄

執行部全員の出席を確認し大会

〜福知山事故・羽越線事故・首

メッセージ

章

の成 立を宣言︒ 議長団に 大庭

★新潟地本

土井

力

針を受けて地方においても全力

★千葉地本

阿部

都圏輸送障害の多発と労組の役

★東京地本

横塚 正雄

︵宮城︶金田︵福島︶各代議員

★髙﨑地本

高松 義雄

で闘い抜く方針を確立すること

差別事件の和解と組織拡大③安

★水戸地本

奈 良岡 克也

○委員長の挨拶

全問題を中心とした職場の取り

★盛 岡地本

★東北協議会 奈良岡 克也

博

組み④平和問題︱について発言
し決意を述べた︒

○激励と連帯の挨拶
来賓挨拶は政党︑友誼組織な

★新幹線地本 望月

瀬下 一司

を選出した︒

反動内閣とそれを引き継ぐ安倍

した︒協定・決算・会館・経過

編集責任者 五十嵐敬

ア２０周年︶②政治課題〜小泉

発行責任者 太田博二

★宮城県交労 二上 宗一

優良機関誌表彰を受ける舟濤分会長
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★秋田地本

にある︒職場の諸課題と合わせ
主催者を代表して挨拶する太田委員長

２００６年９月１２日
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諸課題に全力を
書記長集約
ど︑各地 区に協力要請 し︑運動の 積
み上げを 図っていきた い︒闘争団 生
活支援︑ 共闘の強化︑ 拡大等々︑ 精
１．ＪＲ不採用事件の早期解決に向 一杯取り組んでいくこととする︒
けた闘いについて
﹁決まった方針を具体化していく﹂ ２．反合理化︑安全・安定輸送の確
立︑サービス向上に向けた闘い
﹁﹃大 同団結﹄を大 事にしてい く﹂
設備職 場︑パートナ ー会社の実 態
等︑ま た︑闘争団の 生活を支え る物
資販売 の取り組み︑ 強化につい ての が報告さ れた︒設備部 では︑３つ の
発言が あった︒取り 組み︑運動 を教 事故を取 り上げ︑ルー ルを守るた め
の取り組 みとして︑現 場長が職場 風
訓化し︑全体で確認していきたい︒
﹁大 同団結﹂更な る強化が解 決そ 土にあっ たスローガン を決めて︑ 各
のもの である︒闘い の陣形︑要 求は 社員が目 標を設定する ︑という指 導
決まっ た︒後はまと まって出口 に向 がされて いる︒代議員 の発言にあ っ
かうだけ︑道は自らが切り開くこと︒ たように︑﹁原則線路閉鎖を﹂との
あく まで政治解決 方針であり ︑時 目標に対 し︑現場長は ︑柔軟に︑ あ
効を止める位置づけの﹁新たな訴訟﹂ くまで現状の体制でできる目標に︑
である ︒与党対策が スムーズに 進め と実態が 働く側の視点 に立った取 り
られる よう地方から 運動を支え てい 組みでな いといわれて いる︒電気 協
議会︑工 務協議会で現 状を集約し ︑
くことが重要である︒
国会 議員要請︑宮 城県支部で の取 ルールを 守るためには 何が必要な の
り組みがすでに行われ︑今後の日程 か組織的に検討していきたい︒
風規制 ︑異常事対応 ︑遺失物シ ス
も入っ ている︒一万 人アッピー ル運
動︑議 会意見書につ いても関係 議員 テム︑コ ンピューター 化などで早 期
へ要請 をし︑白石市 では請願書 の提 退職を選 択する営業職 場の実態︑ 運
出がさ れている︒議 会の傍聴体 制な 輸協議会 ︑営業分科と 連携し改善 の
取組みを進める︒
運転職場の要員の関係については︑
休日勤務 の実態調査が 運転士︑車 掌
で行われ ︑集約がされ ている︒３ ６
協定締結 時にも︑支社 に対し運転 職
場の超勤 の実態から別 途︑要求を ま
とめ申し 入れることに している︒ 東
日本本部 で取り組んで いる﹁勤務 問
題プロジェクト﹂での各職場の行路︑
労働時間 については︑ 東日本管内 の
８割方の 職場の集約が 終わり︑﹁ 食
う︑寝る ︑トイレ﹂を 基本とする 最
低限の要 求を元に分析 が始まると こ
ろである ︒仙台空港ア クセス鉄道 の
ワンマン 列車の導入に 対し︑安全 ・
集約答弁をする大沼書記長

安定輸送確 立の観点から 反対のチ ラ
シまきをと の発言があっ た︒宮城 県
支部で今︑ 関係駅︑車掌 ︑運転士 ︑
車両各職場 代表者会議の 設定等進 め
ているとこ ろであり︑私 たちの側 の
共通認識も 作りながら︑ 運動を進 め
ていくことにする︒
郡山工場 のリフティン グジャッ キ
の不具合に ついても承知 しており ︑
現地視察な ども検討し︑ 引き続き 改
善に向けた取り組みを強める︒
幹総の労 災死亡事故に ついては ︑
原因の究明 ︑安全対策の 実施を求 め
ていく︒事 実をできる限 り集約し ︑
また︑今日 までにこの作 業がどの よ
うに取り扱 われ︑効率化 等されて き
たのか︑そ こに問題はな かったの か
等︑仙総支 部と連携し再 発防止に 取
り組んでいく︒
安全の取 り組みでは︑ これまで 業
務部と企画 で打ち合わせ ︑各職協 の
皆さんと連 携し要求の集 約や団体 交
渉を進めて きた︒あらた めて安全 問
題プロジェ クト会議を立 ち上げ︑ 各
職協︑各支 部代表を入れ た定例の 会
議を開催する︒
アスベス ト対策委員会 について も
引き続き設 置し︑取り組 みの強化 を
図る︒
３．差別是 正︑不公平感 のない明 る
い職場作りについて
昇進試験 については︑ さまざま な
声があり︑ 課題も確認さ れている ︒
二次試験が発表された後を目途に︑
各地区集会 を開催してい くことに す
る︒代議員 の発言から︑ 具体的課 題
として合格 率のアンバラ ︑試験問 題
の見直し等 出され︑受験 を組織的 に
指導するこ とへの賛否も あった︒ 昨
日︑今日の 発言でもある が︑一つ に
は自動昇格 制度を求めな がらも︑ 試
験制度が厳 然として存在 する中で は
労働組合と してその制度 を受け止 め
対応しなけ ればならない というこ と

この一年間さ まざまな課題 につい
て 取り組んでき た︒今後も大 会で確
認 された課題な どの克服に向 け︑一
つ ひとつ粘り強 く対応し︑要 求の前
進 に向け︑地方 本部がその先 頭で奮
闘することを誓い︑集約としたい︒

６ ．平和を守り ︑労働者のた めの政
治勢力の前進に向けた闘い
９条の会への 加入について は︑中
間 答弁の通り︑ 執行委員会で 検討す
る こととする︒ 選挙の関係は ︑来春
の 統一自治体選 挙︑組織内候 補の扱
い ︑共闘との関 係︑具体的に は夏の
参 議院選挙の関 係も同様であ るが︑
執 行委員会で検 討し︑推薦等 決定し
な がら要請して いく︒基本は 平和を
守 る︑労働者の 立場に立った 政治勢
力の拡大に向けた闘いである︒

であり︑個々での取組みになれば個々 集約に向けた意思統一を要請する︒
で の動きにな り︑心配して いるよう
代議員の発言 にあるように ︑春闘
に 仲間の競争 が拡大する︒ 組織とし 期 の職場集会︑ 一人一要求の 集約と
て取り組んでいくことについて是非︑ 要求作り︑そして現場社員の声とし
理 解していた だきたい︒仲 間同士の て の話し合いの 取り組みが広 がって
競 争等︑心配 する声があり ︑先行し い る︒現場には 交渉権は無い ︑とす
て 取り組んで きた仙総支部 との交流 る 状態が続いた ︒地本と支社 との団
等も必要と考える︒
交 では︑鉛筆︑ 消しゴムの果 てまで
異動の問題 について︒中 間答弁で 議 論しなければ なかったが︑ 会社は
も 明らかにし たとおり︑労 働委員会 現 場で対応でき ないのかとの 議論が
の 和解協議が 一つであり︑ 申し立て あ り︑結果とし て現場での集 団的労
事 件以外の関 連についても ︑仙台と 使 関係は認めら れないが︑社 員の声
し て４件上げ て要求実現に 向け取り と して対応して いくというこ とで確
組 んでいる︒ その他につい ては︑地 認 している︒今 後も工夫しな がら取
本 と支社との 労使関係の中 で粘り強 組 みの拡大を図 っていく︒
く改善の取組みを行っていく︒
統一行動︑大 衆闘争の拡大 との要
請 もあった︒仙 台総行動事務 局を設
置 し︑その中で 検討していく ことに
したい︒
貨物職場から のストライキ の要請
に ついては︑情 勢と貨物組合 員の合
意 形成などの判 断が必要︒中 央戦術
委 員長会議で検 討されるので ︑地方
か らの意見とし て伝えていく ことに
する︒

４．組織強化拡大の闘い
代議員から 具体的拡大に むけた取
組 みの発言が あった︒今野 君に続け
と いうことに 尽きる︒地本 として財
政 を含めバッ クアップして いく︒組
織拡大対策会議を節目︑節目で行い︑
情 報の共有化 を図りたい︒ 国労の運
動 の継承は︑ 組織拡大なし にはあり
え ないことを 全体が確認し なければ
な らない︒一 気に拡大が進 まない現
状 においての 組織活動も悩 み︑工夫
し ながら活性 化を図りたい ︒機関紙
活 動の重要性 も教宣部を中 心に共有
化 していく︒ 昨年大会から 脱退は４
名 東
( ３名︑貨物 １名 ︑
) 加入１名︒
理由は異動 ︑昇進試験で あり︑こ
の 間︑昇進差 別事件和解の 余勢を組
織 拡大につな げてきたが︑ 冒頭の委
員 長挨拶でふ れたように︑ 逆に課題
の 一つとして 浮き彫りにな った︒組
織 活動︑取り 組み等の点検 てこ入れ
を一緒に考え対応していく︒

５．２００７年春闘の闘い
春闘のスタ ートとして︑ ９月の賃
金 で﹁賃金・ 生活実態アン ケート調
査 ﹂を現在準 備している︒ 全員対象
で の取り組み になるので︑ 各機関に
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