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挨拶する橋本委員長

当面する課題を確認

を基本に集約し現場長交 が昨年九月、音威子府へ
渉を目標に取組んできた 激励交流団を派遣した。
（昨年は郡山駅・貨物福 分会も全力でバックアッ
島が要求を提出し交渉や プしカンパを分会予算か
話し合いを持った）◆二 ら捻出。
月九日、支部討論集会を ◆闘争団組合員・家族か
開催し中間総括を行う予 ら は 一 日 も 早 い 解 決 を
定◆四月には四分会交流 「四者・四団体」で実現
（福島・郡山・若松の営 したいと話された。
業職場と貨物）を例年通 ◆分会は昨年の県都集会
続いて「２００８年春 り開催予定◆五月には全 と中央集会を全力で取組
闘と私たちの課題」と題 体の総括会議を開催する み、大型バスで置賜共闘
地方本部は一月十二日、新春恒例の活動家交流集会
してエリア本部山根法対
から四〇名と国労から一
をこくろう会館において開催した。この集会は当面す
部長より講演を頂いた。 山形県支部
〇名、新幹線でも二〇名
る諸課題と 春闘勝利に向けた闘いの取り組みを全機
主な内容の柱は以下の
近い組合員を送り込んだ
関役員が確認し、意思統一を図るもの。
４点である。
◆集会、デモ行進後、泊
集会は中島副委員長の 解したＪＲ東日本では現 ①世論の追い風を活かす ◆分会としての取組みだ まり組はホテルで交流、
司会で開会し、冒頭橋本 場管理者は和解したこと 取組みを～この間の薬害
執行委員長は以下の挨拶 は知っているが、内容は 訴訟問題等国民的闘いの
を述べた。
理解していないのが現状。 前進、共同の力が政治を
差別のない職場作りに 動かす。
は我々の運動が不可欠。 ②ＪＲ東日本と東労組の
他労組の動向にも変化 「一企業・一労働組合論」
①０８春闘について
使用者側は賃上げにつ の兆しが現れており、我々 の構図の崩壊～浦和電車
いて容認の動きを見せて の改善要求の取組みを対 区退職強要事件の被告に ◆二〇年以上にも及ぶ物 取組みを地本に要請した
いるが、消費の拡大を狙っ 置していく。
対する会社の懲戒処分。 販、様々な取組みに対し が、取り扱いの手順等に
たもの。相手側の問題意 ③採用差別事件について 清野社長への処分撤回署 感謝を述べたい。今月二 ついて関係者に迷惑をか
三日には全動労判決があ けてしまった。しかし趣
識だけである。
年内解決に向け努力を 名と３６協定問題。
ＪＲ各社は利益を内部 してきたが残念ながら年 ③労基法３６条協定問題 り期待と不安。昨年末は 旨を理解頂き協力をお願
留保として抱え込み、貨 を越してしまった。一日 で明らかになったこと～ 大きな集会を成功させて いしたい◆ＨＩＶや肝炎
頂いた。この時期を逃さ 訴訟について原告の言い
物は８年連続ベアゼロで も早い解決を目指し、職 慢性的な要員不足であり、
ず解決をという皆さんの 分は「自分一人ではなく
ある。公共交通であるＪ 場・地域からやれること、 仙台支社が作成した資料
想いが一つになったから 全体の解決を」という主
Ｒ会社間の格差をなくさ やらなければならないこ 「３６協定の概要につい
こそ◆一刻も早く闘争団 張であり、慎み深く心を
なければならない。
とを一つひとつ積み上げ て」を取組みの武器に職
の要求である雇用・年金・ 打たれた。それが全体の
場総点検を。
② 健 全 な 労 使 関 係 作 り ていこう。
解決金という「二度と路 共感・広がりを作れた要
について
④今後の政治情勢につ ④組織強化拡大～差別と 頭に迷わない」解決を目 因の一つでは◆闘いの本
貨物は現在和解に向けて いて
格差是正、要求実現の原 指す◆団結回復の重要性 当の成果は「広がりゆく
協議中であるが、先に和
動力は組織の強化・拡大 を基盤に全体が事態認識 団結」でありそれを組織
にある。
の共有化を図ることが不 内に確立することが何よ
可欠であるが、昨年末の りも大切であり、仙台地
集会等を機にそれが出来 本全体から本部を支えて
福島県支部
つつある◆三月には鉄道 いくことが求められてい
支援機構判決が出される。 る◆自分は病院労組の書
より良い判決を勝ち取る 記として働いているが多
ための「意見具申書」の くの公立病院は赤字であ
山根法対部長

◆福島県支部の春闘の取
組み～組合員一人一要求

復路バス組は米沢に深夜
二時到着のハードスケジュー
ルであったが参加出来て
良かったと聞いている。
◆分会大会を二月九日に
開催し、これを春闘山場
の集会と位置付けて取組
みを強化したい。投排雪
列車「ビックロモ」二号
機が配備。組合と会社で
交渉をしているが現場で
はもっと要求をだしてく
れと言われている。全体
として要求が少なくなっ
ている。一つでも改善に
向け取組みを強化してい
く。

り医療崩壊が全国で進ん
でいる。医師の診察は
「三分間診療」と言われ
ているがそうしないと患
者全員を診られないしそ
の労働条件を改善しない
と医師の確保が出来ない
現状◆職場の方達と話し
合うと子供達の半分が非
正規雇用であり「時給７
５０円」で働かされてい
る。そうした問題も含め
ての春闘である◆一刻も
早い解決なしに組織の展
望も見えてこない。全国
の闘争団の仲間と意思統
一を深めながら今後もが
んばっていきたい。
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新テロ特措法が衆院で
再議決されてしまった。
数の力による暴挙であり、
解散総選挙による革新勢
力の躍進が求められてい
る。諸課題の克服と打開
に向け地方本部が一丸と
なって闘う意思統一をお
願いしたい。

高橋仙台闘争団団長

２００８年１月２３日
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正では六両→四両、三両→
二両となり座れない乗客が
多くなり、混雑からドア挟
み等、会社の言う「快適・
安全」輸送からかけ離れて
いると指摘◆職場討議資料
を作成し組合員との討論で
は「食事・睡眠・ゲームな
ど乗客の自由な時間を奪い、
更に長時間立っていること
でののイライラ、それが元
でのトラブルは直ぐに車掌
へ来る」等ドアの開閉など
安全確認と合わせ車掌の自
己努力が続いている◆宮城
野運輸区では「支社ＮＯ１
線区」を目指すとして基本
動作が徹底され、かつて早
朝五時・六時から管理者が

ホームの柱の陰や車内モニ
ターから監視し、肉体・精
神的に休まるときがない状
態が続いていた◆現在監視
はなくなったがＩＳＯ導入
により労働力の質が求めら
れている◆現職死亡をはじ
め、精神疾患、パニック症、
精神・神経衰弱、ストレス
による出血性大腸炎、アル
コール依存症、脳梗塞など
により乗務出来ない人がお
り、女性を含め現在四名が
事務手伝い～産業医から
「また宮城野運輸区ですか」
と言われる。意図は不明だ
が過日メンタルヘルスのア
ンケートが実施された◆産
休・静養休暇に対応できる

お礼の挨拶を述べる高橋団長と団員・家族

要員が不足し休勤が常態化
◆分会では職場の現状の共
通認識を図り要求を作るた
め班集会を開催し討論して
きた◆脱退者を出してしまっ
たが、原点に返り生活・職
場の問題や課題を共に克服
していく努力と人間関係づ
くりをしていきたい。

博康さん

今年で三回目となる春闘
川柳を引き続き行うことが
０８春闘事務局会議で決定
した。同会では応募用紙ま
たは便宜用紙に一人一句書
いて提出するよう呼びかけ
ている。集約は各支部毎に
なっており、最終的な応募
締切りは一月末日。未提出
の支部は早急に地方本部へ
の提出を要請します。

奮って応募を！

福島・山形・郡工・自動車
の各支部とＤ５１合唱団か
ら事務局員を選出。
今後０８春闘の山場に向
けて、職場の要求改善の闘
いと大衆闘争を結合させ運
動を活性化させる。
具体的には三月七日の国
労東北総決起集会と八日の
国労仙台総行動を組合員の
総結集により成功させ、中
央交渉の後押しを展開する
こととする。

地方本部は十一月十九日、０８春闘を勝ち取るた
めの実行委員会である「０８春闘事務局」の第一回
の会議を開催し、その具体的な行動の確認、任務分
担などを決定して事務局体制を確立した。

職
俊博さん

豊川

幸喜さん

長い間お疲れ様でした

東北工事事務所分会

石川

仙台電力区分会

斎藤

十二月三十日

退

第一回事務局会議の冒頭、
主催者を代表して橋本委員
長が挨拶に立ち「この間の
春闘状況は労働側にとって
非常に厳しいものがあるが、
しかし黙っていては何も勝
ち取れない。具体的に行動
し汗をかいてこそ要求獲得
の第一歩となる。全機関の
総力を挙げて０８春闘を闘
わせることの出来ない仲 い抜き、要求の獲得に向け
間やＯＢとの会話が弾み、 て、今事務局がその先頭に
終始和やかな雰囲気で進 立ち奮闘する事を期待する」
行した。最後に小檜山闘
と激励した。
争本部長の団結頑張ろう
また事務局長には前回に
で会は終了した。
引き続いて中島執行副委員
長が就任し、春闘勝利に向
けた具体的な行動の取り組
みと役割分担などを提起し
た。
事務局体制は地方本部を
始めとして、宮城・仙総・
小檜山本部長の音頭で団結頑張ろう三唱

宮城県支部

◆仙台班と宮城野班の強化
を追求し、年金問題や再雇
用制度の学習会、運用改正
のチラシ作成などを取組ん
だ◆アクセス鉄道のワンマ
ン化では乗客の安全問題や
車掌合理化、運転士の負担
増加であり宮城県支部と共
同でチラシ配布行動を取組
んできた◆残念ながら昨年
十月に六両ワンマンが実施
されたが車掌の将来展望を
考え、譲れないものを全体
の討論の中から見出す◆十
一月からの常磐線の運用改

川代表、社民党・古川県
議、共産党・神山県議、
連帯する会・大野議長か
十二月二十日、郡山市橘 らそれぞれ激励と連帯の
公民館において、恒例に 挨拶を、国労東日本本部・
なっている「闘争団・家 伊藤委員長から情勢報告
族を囲む年末懇親会」が を受けた。
開催され、県内外の組合
闘争団を代表して高橋
員を始めとして共闘など 団長からお礼の挨拶があ
から総勢１２１名が参加。 り、また小檜山委員長か
会は郡工支部橋本書記 らは闘争団員・家族に記
長の司会で開会し、主催 念品がそれぞれに贈呈さ
者を代表して挨拶に立っ れた。乾杯後は福島県支
た小檜山闘争本部長（福 部山田書記次長の司会で
島県支部委員長）は「長 進行し、福島地方フォー
きに渡り闘い続けてこれ ラム、社民党郡山市議会
たのは家族の皆さんと共 議員、国労仙台議員団、
闘の皆さんのお陰。『四 東北労金福島県本部、Ｊ
者・四団体』の団結を堅 ＰＵ、退職者の会などか
持し一日も早い解決を目 ら挨拶を受けた。会食で
指す」と挨拶した。
は仲間が腕によりをかけ
来賓として参加した福 て作った豚汁が振る舞わ
島県平和フォーラム・稲 れ、日頃なかなか顔を合

お知らせ

国労会館建設資金返済業
務の取り扱い変更について

記

国 労 会館 建設 資 金返 済
業務は１９９９年度末償還期
限以降、（
財）
国 労 会 館 仙台
事業部で取り扱いを行ってき
たところです。
このたび返済業務が一定の
整理を見たこと等から、（
財）
国労会館仙台事業部で取り
扱 ってきた業 務 の残りについ
て、国 労 仙台 地 方本 部 で引
き受けることになりました。
つきましては、今 後 の国 労
会館建設資金返済請求につ
いては下記に請求をしてくだ
さい。

住所

国鉄労働組合
仙台地方本部

４ ３-１

〒 ９８４ ０- ０１５
仙 台市 若林 区新 寺 一 丁目

名称

担当係 岡崎
連絡先

ＴＥ Ｌ０２２ ２ ９３ ７
-４ ６０
ＦＡ Ｘ０２２ ２-９９ ７
-４ ３５

請求方法
所定の請求書に必要事項
を記 載の上 「
国労会館建設
資金受領之證」
とあわせて提
出してください。

以上
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