方選の流れを意思統一。職種

旗開きで決起、春闘と統一地

③総括と課題。１月２６日の

りは拒否。

間で改善要望。要求書の受取

３月２８日に行った。一定時

②現場長との話し合い行動を

認。要求実現に向け全体集会

に向けての取組みを議論し確

は具体的な行動の提起と実践

ト。以降毎回、執行委員会で

執行委員会で議題としてスター

協議会の提起を受け、同月の

①春闘の取組み。１月に貨物

貨物宮城 阿部分会長

が、とにかく分会集会を開催

毎の課題（合理化・安全問題）

で意思統一を図ってきた。

ある。事故や社会問題が取り
上げられ、規制緩和の流れを
戻す議論も生まれている。今

したい。合理化は人も組合も

を全体・班集会で共有化（要

②具体的取組み。５項目要求

①全国大会、拡大中央委員会
で決定した方針に基づいて、
２０年目の解決を追求してき
たが年度末までの解決が果た
せなかった。

した意義は大きい。

求化）。職場の身近な問題を

の実現に向け、貨物独自の集

後も強めていかなければなら
ない。

選ばない、を再確認。

取り上げる国労の姿勢を大切

会はもとより、中央・地本の
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③地本の春闘は、行動と職場

境問題、最近頭にきているこ

（仕事・安全総点検、職場環

月１３～１４日に集会を開催

①春闘要求を集約するため２

小牛田運輸区 後藤副分会長

変更を要求し、改善されるな

掲示板も見やすい場所への

を招いての集会も開催予定。

また６月には東日本書記長

催では３日間の使用を認めた。

し支部のソフトボール大会開

し、３月２８日に班長会議を。 ど他労組へのアピールに。

と、統一地方選、一人一要求）

予定。交流を深め団結強化へ。 入り不可で実現ならず。しか

支部としては、春闘総決起

にしたい。

集会参加、職場門前組合旗立

③４分会交流を５月１２日に

仙総車体分会 小松分会長

て、チラシ配布、社宅へのチ

集会とアスベスト対策学習会

とにしている。
④連合を含む労組に趣旨を理
解して頂いている。「カンパ
箱」「アッピール」運動の前
進等、裾野は広がっている。
⑤関係省庁の壁が厚い、かた
くなな姿勢をとり続け「根負
５月 日、地方本部は各支部・
分会の代表者を招集し、 春
け」に追い込みあきらめさせ
闘の中間総括会議をこくろう会館において開催した。
る考え、表面は膠着状態だが
春闘を様々な角度から検証し、また各支部や分会の取組
水面下ではせめぎあいが続い
みを報告し、学び合いながら今後の取組みの意思統一を図った。 ている。
⑥政治、
会議は 橋本副委員長の開会 の活性化が課題。行動は一発
ＩＬＯ、
裁判、大
の挨拶と司会で始まり、主催 のものであるが、労働条件改
善、職場運動の活性化は難し
衆行動に
者を代表して太田委員長 は以
い。本日の代表者会議の報告、
ついて全
下の挨拶を述べた。
経験を持ち帰り地道な活動を 国大会まで総力を挙げ闘う。
○委員長の挨拶
積み上げていこう。
⑦当面、第１次ゾーンとして
①０７年春闘は、格差是正が
５月２１日から国交省への要
焦点。極めて小さなものでは
請行動を展開する。関係省庁
あったが、意識性は見られた
の壁に風穴を空け早期解決に
続いて国労本部・佐藤勝雄 結び付けたい。
委員長より情勢報告を頂いた。 ○各分会からの報告【要旨】
○佐藤委員長報告
郡山駅連合 佐藤書記長

①組合間差別をなくする取組

ラシ配布、社長宛の全組合員

開催した。年１回ではなく通

①春闘期の取組み。執行委員

み。３月２日、会社施設の会

による要請ハガキ、要請ＦＡ

で申し込みをしたが、組合旗

会で分会春闘方針を決定し、

議室で分会集会を開催。これ

Ｘ、ジャンボハガキなどの行

年に渡って開催したい。６月

組合員オルグ、現場長への対

まで東労組のみ使用してきた

動や取組み。５項目要求では

や腕章等の使用、部外者の立

話を意思統一し、話し合いが

会社施設を国労も使用。組合

組合員３１名で他労組・助役

発行 責任者 太田 博 二

07

２４日には分会家族交流会を

②民主党北海道議連に続き、 実施された。職場全体の要望
九州対策委員会が確認された。 が作業ダイヤに反映。情報の
今後は民主党全体で１０４７
発行と掲示板の活用に他労組
名問題の早期解決に向けた動
からの反響も。
きになるよう努力したい。
②組織拡大の取組み。３月１
③「四党合意」以降の不団結
を克服し関係修復が図られた。 ３日小椋さん復帰、４月９日
ＩＬＯへ四者・四団体で要請 仙台駅に配転された保志さん

旗使用不可などしばりもある

統一
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し、とっかかりは作れたので
はないか。
②格差の元凶には規制緩和が

が加入。関係者の努力に感謝

ＮO . 2496
2007年6月6日

へ、裁判でも連携していくこ

挨拶する太田委員長

２００７年６月６日
国労せんだい
第２４９６号

編集責任者 武田 昌仙

本部佐藤委員長

約。

を含め１７７名分の署名を集

ていることは現場長との対話

③会社の回答。回答指定日を

での取組みを実行しやすく環

地方本部の役割は、分会等

活動を全体が取り組むこと、
全体ができるようにすること
である。

過ぎ、結果として８年連続ベ
アゼロを通告。社員犠牲の姿
勢をあらためて暴露。旅客の
④中間総括。様々取組みを展

仲間とともに抗議集会を開催。
開したが、中々結果が出ない

お詫びと訂正
国 労 せんだい２
４９５号 で 面 上
部 囲 み内 で、長
野 チー ムが 連
覇 ・・となっていま
したが、正 しくは
東 京 Ｂチームが優
勝 です。ここに訂
正 しお詫 び 致 し
ます。
1

2

今後も分会で議論してほしい。
○貨物の厳しい経営環境、旅
客会社との格差が取り上げら
れた。格差は貨物、旅客の関
係だけではなく社会的な問題
になっている。環境、条件の
違いの中でも共通する課題は
ある。貨物の夏季手当はこれ
から始まる、全体で支えてい
こう。
○今後の取組みについて確認
した。地方大会を９月２９～
３０日、茂庭荘で開催する。
提起した各課題について大

５月２１日、こくろう会館

において仙台駅連合分会所属

の保志正義さんの国労加入歓

迎会が開催された。

既に組織部速報で周知され

ているが、保志さんは郡山宅

所属していた組

合の対応に失望

して組織を脱退、

その後郡山と仙台の仲間の励

ましと支えの中で国労に加入

した。

歓迎会の中で保志さんは

「組合員の遠隔地への転勤と

いう重大な問題に対し、組合

は横柄な態度に終始し、失望

と怒りを禁じえなかった。国

前 後に秋田 か ら強 制配 転を

た 。同支部 で は分 割民 営化

秋 田と場所 を 変え 会を 重ね

県支部原田委員長は「山形、

広がりは作られてきている。 会まで精一杯取り組もう、地 配オペレーションから仙台駅
「社員有志」が不十分なのか、 方本部はその先頭で奮闘する。 に配転となったが、そのとき

５月１２日、

さ れ た 組 合 員 が 多 く 存 在 し、 る ご と に 参 加 者 が 多 く な っ

も多くの仲間が激励に駆けつ

労の仲間と共に頑張りたい」

新庄市内におい

て おり喜ば し い。 この 間、

元気な顔を見せていた。

当日は郡山駅連合分会から

と決意を述べた。

て、国労秋田地

今 なお転勤 希 望地 を秋 田に

事 故が多発 し てい る。 以前

方本部と国労山

秋田への転勤希望が叶

は 危険な箇 所 があ れば 系統

け、過日復帰した小椋さんも

うまで、共に支えあい

を超えても『一声』掛けて、

職 場ごとに 組 合員 が分 断さ

励まし合おうと始まっ

未 然に事故 を 防い でき た。

仙台地本から橋本副委員長

求 めている も のも 少な くな

たこの取り組みは、今

そ うした意 味 でも 国労 の存

も参 加、久 し 振り に仲 間と

形県支部との交

回で３回目。

在 意義は大 き い。 要求 実現

再会 した組 合 員は 大い に語

れ 、交流が 少 なく なる 中で

会は新庄 地区協議会

に 向けて今 後 も取 り組 みを

い 。こうし た 状況 を受 け、

若野議長の司会で開会

り合 い、会 は 盛況 のう ち幕
秋田地本から瀬下委員長、 を閉じた。

強化していく」と挨拶。
して挨拶に立った山形

し、主催者代表を代表

流会が開催され

ているわけではない。全社員
を視野に入れた現場長との対

仕事の悩みや問題がほとんど。
国労は国労の仲間だけが働
きやすくなればいいと運動し 話を図るということであり、

境整備をすることである。
○労働条件の改善については、

状況。格差がつきすぎあきら
めにという声もある。他の分
会と交流を行い実態の突き合
わせが必要では。最近会社は
ストの発言が多い。与える影
響が大く警戒しているのか、
やはりストで闘おうなど。今
後夏期手当獲得の闘いとなる。

○活発な発言が続く
会議では４氏からの報告を
受け全体討論を行った。仙台
電力立山分会長、郡山工場支
部橋本委員長、仙台駅連昆野
書記長、仙台建築佐藤分会長、
仙総支部原子書記長からそれ
ぞれ機関としての取組みが報
告され、最後に大沼書記長が
まとめた。
○本日の代表者会議の目的は、
職場の春闘を集約すること。
その報告、経験を皆さんが
支部、分会に持ち帰り総括し
てもらうことが重要な目的。
先進的な取組みに学ぶこと
は重要だが、地方本部が求め
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