仙台駅連合分会

昆野代議員

◆ 不 採用
問 題 の早
期解決︒
物 販 を中
心 と して
稚内闘争団との交流に対す
るカンパの取組み︒夏冬の
アルバの物販は他労組も含
む︒一〇・二四は分会とし
ても最大限の動員で臨む︒
◆組織強化・拡大の取組み︒
新規採用者の現場配属日
には国労紹介のチラシを配
布︒また会社に対し組合説
明のため施設の借用を求め
た︒今後とも交流を深めて
いきたい︒新採は車掌・運
転士になる条件で駅に配属
され︑試験の受験を強要さ
れているが︑中には希望し
ない人も︒強制のないよう
支社への申し入れを要請す
る︒組織強化として九月一
六・一七両日に勤務制度に
対する職場集会を開催︒組
合員のスキルアップのため
にも今後とも随時開催をし
ていきたい︒
◆組織対策費の運用はガラ
ス張りに︒
◆昇進・昇格試験結果︒受
験内訳は助役一名︑主任五
名︑指導六名︑等級四名で
合格は指導の二名︒主任試
験二〇年受験し続けても不

発行責任者 橋本 昭二

◆選挙公報配布の時間的ズ
レ︒再考を求める︒

青沼代議員

小牛田運輸区分会

編集責任者 武田 昌仙

我妻代議員

◆運転士・
車掌・ 検
修職場 の
合格の仲間も︒仙台駅に限っ
要員問 題
ては和解の成果は見えてこ
〜年休 が
ない︒
取得しづらく休日勤務・超
◆東日本情報№六七四号︒
勤・勤務変更が多い︒六月
助役試験を受け続けた分会
の地震では車掌二人が四七
情報の掲載︒分会の考えで
時間の連続労働︒災害では
発行し︑受験も個人の自由
あるが要員がいれば防げた
で結構な事︒一方で本部は
事象︒
﹁あっせん申請﹂を取組ん
◆検修では修繕があっても
でいるが︑結果的には管理
要員不足のため交検の日程
者の非組合員化を求める内
変更︒技管が仕業・機動班
容であり︑組織拡大と矛盾
に入り︑緊急な故障に対処
しないか︒
する要員不在︒安全確保の
◆ＴＳＳ勤務の組合員に対
ためにも重要課題︒
し一方的な勤務種別の変更︒
◆三月ダイヤ改正で定期列
﹁駅業務等請負基本契約﹂
車が廃止︒通勤通学の足が
の締結に伴い勤務種別及び
奪われ利用者の声を受けた
締切行程が一〇月一日より
県議が支社へ要請し︑平日
改正になる︑と紙切れ一枚
ワンマンで復活︒地域住民
での労働条件の変更は許さ
の声を無視する合理化に対
れない︒団交開催を求める︒
し︑反対姿勢を内外に示す
宮城野電車区分会
と同時に︑車掌復活の闘い
の提起を︒
◆陸東で臨時のリゾートみ
のりが運転︒連日運転のた
め仕業検査で早出対応︑会
社は超勤対応の姿勢︒テク
ノでも夜間清掃増︒
◆宮城ＤＣでＳＬが小牛田・
仙台間運行︒ＳＬに対して
の作業要員交番発表が到着
前日︒勤務変更の言葉もな
く作業に︒区長は﹁打ち合
わせをしっかり︑安全に作
業を﹂というが︑現場は不
安の中での作業︒今後石巻
線・陸東線とあり課題︒
◆不採用問題早期解決に向

Ｎo . 2534
2008年11月20日

◆ 地 方大
会 代 議員
選 挙 のあ
り 方 につ
い て 質問
と意見︒三六名の代議員の
選出の仕方︒
宮城は大選挙区︑福島は
小選挙区︒支部毎に選挙区
を決定できる規約だが地本
の承認が必要︒どういう経
過と議論で承認されたのか︒
大選挙区と小選挙区を生
みだすという矛盾があり︑
再考が必要でなかったか︒

けた取組み︒年四回の物販・
物販焼酎・稚内闘争団への
支援米年末カンパ︵一〇年
以上継続の取組み︶・中央
集会への動員・稚内闘争団
キャラバン・県支部稚内激
励団派遣カンパ・連帯する
会新規加入など無理のない
支援の理解を求め活動︒
◆春闘︒二月の全体集会を
運輸区講習室で開催し過去
最高の参加率︒落着かない
という声も︒一人一要求を
提起︒
◆昇進試験︒〇六年一六名
受験で指導二名合格︒〇七
年一三名受験で主任一名と
指導一名合格︒〇八年一二
名受験で指導一名の一次合
格︒差別感は拭えず︒取組
みの強化を︒
◆エルダー︒八月に一名退
職︒本人はハーフタイムで
小牛田地区の清掃業務を希
望︑会社回答はフルタイム
で仙台テクノ︒身体状況を
考え断念︒希望が叶うよう
働きかけを︒
◆組織対策費︒分会として
要望書を提出︒基準などしっ
かりとした説明を︒
◆安全問題︒六月の岩手・
宮城内陸地震︑七月には岩
手沿岸北部地震︒東日本の
地震システムは︑新幹線早
期地震検知システムをはじ
め︑昨年一二月には首都圏
在来線早期地震警報システ
ムが導入され︑来年度から
は全線区に導入・使用開始
が明らかに︒今後はシステ
ムの正常動作︑地震計故障
時の対策や新幹線の地震計
と気象庁の緊急地震速報と
の誤差対策︑合わせて六月
地震の問題点と宮城県沖地

伊東代議員

◆職 場状
況︒ 解装
作業 の一
部外 注化
が四 月か
ら開始︒教育期間が二ヶ月
であり︑教育の終了してい
ない車種については入場時
に随時教育を行うと言う︒
また高所作業車を使用して
いるが運転資格がない模様︒
後日教育し資格を取得させ

伊藤代議員

車体分会

震を想定した対策について︑ を通じ︑設備メンテの検証
国労としても安全問題と共 を進めている︒
に積極的に協議を︒
◆春闘の取組み︒総行動で
◆会社施策グループビジョ は目標五割に対し四割︒毎
ン二〇二〇︱挑む︱では一 年同じ顔ぶれであり反省︒
層の効率化を推進するとし
職場要求作りでは分会大
ている︒国労は反合理化・ 会の意見を参考に議題を作
安全問題で更に監視を強め︑ 成し︑会社会議室での全体
仕事総点検・安全総点検運 集会を開催し︑ほぼ全員が
動を強化し改善を目指す取 参加︒駐車場問題・メンテ
組みが求められている︒
以降の直轄作業・出退勤シ
ステムの問題など多くの議
小牛田保線区分会
論︒業務車両の駐車場問題
では︑所長と話し合い︒結
果は有料駐車場の利用と民
地利用で代金の立替と粗品
の配布での対応︒今後も話
し合いの継続を確認︒
◆賃金減額制度と通勤手当
の見直し︒〇〇年九月の判
決では﹁労働軽減がなく一
方的な減額は不当﹂として
おり︑子供の教育費など一
番出費が多い時期でもあり
見直しを︒交通費も原油高
により︑手当を決定した時
期の倍の単価︒ 災害等の
呼び出しでは現状価格が反
映︑通常の生活費に影響の
ある通勤手当と寒冷地手当
の見直しを強く求める︒

◆メ ンテ
合理化︒
新体制
丸七年︒
ＪＲは
設備管理︑Ｐ社は施工管理
に専門特化と会社の主張︒
現状は直外区分が不明確︒
Ｐ社では請負能力がなく子
会社へ丸投げ・プロパー社
員への安全教育が不十分な
状況での事故多発・労働条
件の劣悪化︒直轄では除草・
継目板取付・レールボンド
取付・フロー削正・緊急の
絶縁交換等︑本来Ｐ社がす
べき業務を︒保技セは所長
以下科長が多いが緊張感な
く保線の知識が希薄︒一般
職でも東労組偏重の労務政
策からか主任・助役合格者・
テーブルの筆頭主任として
その職務に耐えられない社
員も︒ 安全面︒八月降雨
の際︑入社五ヶ月の新規採
用者との組合せで警備作業
を強行され︑また十分な教
育もなしに中継・本見張を
させてきている︒かつては
半年では準職員であり︑命
を預かる重要な見張業務に
は就けられなかった︒職協

統一

抵抗

団結
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るにせよ︑業務に必要な資
格は取得が先︒準備不足が
否めず見切り発車︒五月下
旬に解装業務部外委託の説
明会があり︑部外委託から
要員を生みだし︑他科の退
職補充や新雇用制度に対応︒
六月以降は機器の見直しで
更に部外委託する︒グルー
プ一体となった検修を進め︑
解装に限らず部外委託化を
図るとの事︒またこれまで
との違いは解装ラインを共
同で使用する事であり︑五
スポットでは外注と部品科︑
車体一科が競合し外注優先
の作業状況である︒分会業
務部を中心にこの間の検証・
点検をし︑組集会の開催に
向けたい︒二年前の死亡事
故を忘れず︑労働者の視点
から安全・安心して働き続
けられる職場を目指し奮闘
したい︒
◆春闘︒一人一要求作りか
ら始まり︑一人一行動への
参加を通じ﹁大幅賃金引上
げ﹂﹁労働条件の改善﹂
﹁配転者を地元に帰す取組
み﹂を柱に取組みを︒賃上
げは不満足な内容であり︑
来春闘はストライキで闘い
を︒労働条件改善について
は現場長要請に向け多くの
組合員が時間を費やした︒
◆出向者の扱いについて︒
現在三名がＪ︲ＴＥＣ・Ｔ
ＫＫの各出向先で頑張って
いる︒自分も出向を二年間
経験︑休日が日曜日と祝日
だけの劣悪な労働条件で一
日も早く戻りたいと思って
いた︒福原氏の場合︑会社
は本人の体を心配して延長
したと主張しているが本当
か︒だとすれば早急に希望

菊田代議員

する幹総へ復帰させるべき︒ 価の存在は不可避︒国労組
また延長期間も三年であ 合員はスタート地点から︑
り︑そうなれば五五才とな 大きなハンディを背負わさ
り本体への復帰も困難にな れている︒この内容の公開
るのでは︒鈴木氏への何ら により不正は困難になり︑
その意味では東日本本部が
かの悪影響も懸念︒出向協
行った中労委へのあっせん
定を締結し︑出向係争事件
申請はタイムリー︒差別払
も和解した︒出向者は大変 拭の突破口とし期待する︒
弱い立場︒出向先に出向き︑ 全組合員にその内容を周
直接本人の声に耳を傾け︑ 知・意思統一が必要︑学習
話し合い︑会社にぶつけて 会の計画を提案する︒
もらいたい︒
◆アスベスト労災認定の経
東北工事事務所分会 験と教訓︒故根水豊氏は〇
五年四月六日の分会執行委
員会後︑胸と背中が痛く微
熱があると言い︑それが最
後︒死因に疑問を持った奥
さんから﹁労災申請したい
ので協力を﹂と要請があり︑
分会執行部は全面協力を確
認︒宮城労働基準局・仙台
労基署から指導を仰ぎ︑神
奈川労災センター・国労上
部機関及び各分会に協力と
支援を頂いた︒証拠として︑
盛岡の仲間が当時根水氏が
担当した図面を︑仙台建築
区分会では︑仙台支社内で
担当した図面を探し出し︑
仙台労基署でこの図面のコ
ピーを見せてアスべストの
存在を証明︒労基署の担当
者からは﹁通常アスベスト
労災では︑証人からの聞き
取りにより判断︒図面の提
示は初めて︒御礼申し上げ
る﹂と言われ︑今年一月十
八日に労災認定︒﹁一人は
みんなのために︑みんなは
一人のために﹂という労働
組合の原点を見た︒
この労災認定は︑施工監
理の社員が労災認定された
ということで画期的︒土木・
建築など監督員という立場
でアスベストに曝露した場
◆昇進 試
験問題︒
分会では
〇三年 か
ら今年 ま
での五年間︑受験者が毎年
平均一四名︑その内合格者
は〇五年と〇七年の主任職
にそれぞれ一名ずつ計二名︒
他の年は一次試験も全滅︒
会社は以 前︑団交席上
﹁勉強しているのか﹂と言っ
てきた︒試験制度がある以
上︑ペーパーテストの点数
が一定必要なことは承知︒
しかし我々の手の及ばな
い﹁人事評価﹂で合否が決
定している︒今年の試験結
果の調査時﹁だめだった﹂
の報告を受ける度に怒り︒
一般常識が︑作文がだめ
と言われ不合格︒一方︑大
学卒業直後の︑我々が仕事
を教えている東労組の組合
員は合格︒試験制度は職制
に直結すべき︒仕事を教え
られている人が上にいくこ
とは︑職制のあり方を考え
た時に成り立たない︒矛盾
したＪＲの試験制度︒
昇進試験差別では人事評

結城代議員

合︑労災の救済を受けられ︑ 保全技術センターを中心に
現在アスベストに苦しんで 現場長申し入れを実行︒し
いる方々にも朗報であると かし全職場での取り組みに
確信︒仙台地本では早くか は至らず︒また分会集会や
らアスベスト対策委員会を 行事等では︑職場が多岐に
渡り休日・出勤時間・夜勤
立ち上げており︑引続きの
等バラバラで全員集まる事
奮闘を期待する︒
が困難︒
◆教宣活動︒分会機関紙
年間休日数が公・特休で
﹁ろばた﹂が︑先の東日本
一〇五日︑日勤の労働時間
大会で七年連続の機関紙表 は七時間三五分で着替え時
彰を受賞︒機関紙を発行す
間も未だ認められず︒賃金・
る理由︒仕事の関係で東北 手当だけでなく︑ＪＲ発足
各地に仲間が分散し︑出向
以降格差は広がるばかりだ
者数も増加︒組織の団結と
が︑分会独自の運動を皆で
組合員相互の絆を深めるた
考え進めて行けるよう努め
めには機関紙の発行が極め
ている︒
て重要︒組合運動のバロメー ◆ＪＲ貨物との和解と組織
ターであり組合員の意識の 強化︑拡大について︒新採
向上と会社・東労組に対し 者に対し︑積極的に声をか
てのアピールに︒
け日常的な話から趣味など
発行し続けてきて良かっ を通じ交流を深め︑国労と
た点︒一つは運動の証拠と 日貨労の違いを分ってもら
して残ること︒二つは組合
え
るよう努力︒
員の励ましと楽しみになっ
一方︑貨物福島分会では
ていること︒三つは表彰基 和解交沙中に郡山ターミナ
準が出来︑目標が出来たと ル駅の仲間が青森信号場へ
いうこと︒今後共︑生活や 配転︒郡山ターミナル駅で
労働の事実から出発し︑労 は要員不足にもかかわらず
働者の利害に関わる全ての 現在も青森で単身赴任の生
問題︑要求を取上げていく︒ 活を強いられている︒また
貨物宮城分会
和解調印当日には︑当分会
の分会長が︑職場の若返り
を理由としてＪＲ貨物ロジ
スティクスに事前通知発令
され現在出向中︒しかし保
線関係では︑他労組の役員
が職場に残るなど不公平感︒
和解に対する不満はある
が︑今後和解を活かす取り
祖みとして勧告書︑確認書
等を全組合員が学習し︑和
解の主旨に沿った形が職場
の中に見えるか等を点検し︑
会社に守らせる取り組みが
重要︒
◆職場で
の取組み ︒
現在三一
名の分会 ︑
駅・機関
区・保全など多種に渡るが
月二回の執行委員会を定例
開催︒ 〇八春闘︑新採対
策︑夏季手当等の闘いにつ
いて話合いながら進めて来
た︒中でも各職場単位で解
決できる事は︑職場で解決
を基本に据え︑春闘・夏季
手当・期末手当の年三回︑

和解以降〇八春闘・夏季
手当等の抗議集会が行われ
ず︑組合員から不満の声︒
今後期末手当について︑
納得出来ない回答が出され
た場合ストライキや抗議集
会の行動を︒
◆組織対策費︒各分会が公
平に活用して行けるよう具
体的に提起を︒組織拡大が
至上命題であることは理解
するが︑組合員一人ひとり
が納得して取り組むことが
大切︒自分達の要求を大切
にし︑日貨労との違いを明
らかにするため職場を中心
に闘いをしてこそ組織拡大
に繋がると考える︒

山形連合分会

伊藤代議員

◆メンテ
ナンス合
理化︒今
月︑ＪＲ
東で設備
関係の外注工事における労
災死亡事故が二件立て続け
に発生︒電力工事の感電死
亡と昨日盛岡で発生した土
木工事中︑挟まれによる死
亡事故︒他支社での事故だ
が︑仙台支社においてもパー
トナー会社︵以下Ｐ社︶を
含めて緊急事故防止会議が
開かれ︑また当面の外注工
事を全て中止し︑下請けも
含めた再教育をしてから工
事再開︑ＪＲ社員に対して
も再教育を予定︒
職場では現場長から﹁や
るべき事をきちんとやれ﹂
といった内容のメールが全
員に配信︒会社は︑この種
事故があたかも我々労働者
の手落ちや知識不足﹁やる

べきことをやらない﹂﹁ルー
ルを守らない﹂怠慢であり︑
作業員・労働者が悪いと言
わんばかり︒ＪＲ会社には
全く反省が見られない︒事
象面では︑計画・打ち合わ
せした範囲外や手順と違う
作業で事故が起きている︒
しかしなぜ﹁ルールが守
られなかったのか﹂なぜ
﹁打ち合わせと違う作業を
していたのか﹂と考えれば︑
自ずと我々と会社との対立
点が現れる︒会社は作業員
が︑又は当日の責任者が勝
手にやったかのように主張
するが︑その裏に︑メンテ
合理化以降︑飽和状態とい
うより既に溢れ出している
業務量があるということ︒
メンテ合理化以降ＪＲ・
出向職場問わず︑本当に仕
事がきつい︒工事発注の予
算は業務費の二一世紀構想
経費枠が設置され︑その予
算で検査業務の外注化︑線
閉等の資格の拡大︑Ｐ社の
能力活用が工事とあわせて
発注︒要は工事を発注する
から自分達で図面を書き︑
線閉を取り︑施工しろとい
うこと︒しかしＰ社で線閉
を取れる人︑図面を書ける
人は固定であり︑実際の作
業計画や︑現場の指揮・運
営もしている︒昼は図面を
書いて︑下請けやＪＲとの
打ち合わせを︑夜は線閉を
とって施工という毎日の繰
り返しの中で︑打ち合わせ
漏れや︑ミスが出るのはむ
しろ当たり前︒現場では︑
Ｐ社から﹁一日でいいから
ＪＲで線閉を﹂﹁この工事
はなんとかＪＲで図面を﹂
との要望︒しかしＪＲ内で
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の合理化・人減らしも強行
され余裕もない︒逆に︑Ｊ
Ｒ内では﹁設計半分でいい
から発注しろ﹂﹁とにかく
発注してしまえば何とかな
る﹂といった声が聞こえる
ような状況で外注に丸投げ
の実態︒
◆職場実態︒保線や土木で
もＰ社を含め︑若い人の割
合が高く︑見張や線閉の資
格者の拡大が図られている
が急ごしらえの資格者で経
験不足︒少し通常と違えば
対応出来ない︒職場でも︑
若い人たちが工事のテーブ
ルに配置されてきているが︑
この間の地震や豪雨等の災
害で︑発注業務が輻輳し
﹁早く発注しろ﹂といわれ
るが︑こなしきれず﹁現場
にも行けない・現場も見な
い﹂中で発注させられ︑図
面や積算など︑ほとんどが
外注に︒また若手勉強会︑
若手対象の研修︑業研の課
題など︑多くの時間が本来
業務以外にとられ︑更には
ＱＣ・提案・ＣＳなどの各
種活動も押し付けられ︑仕
事をする時間がない︑思っ
た様な仕事が出来ないといっ
た不満も︒一方で組合員も︑
昇進試験の合格や会社の意
図・狙い等によって︑大変
な職場・テーブルに配置さ
れている︒そうした中でも︑
仕事に埋没することなく若
手との悩みの共有や本気で
面倒を見ていくことも必要︒
メンテ合理化七年以上が
経過し﹁この体制は決して
良くは回っていない︑どこ
かおかしい﹂というのは︑
職場管理者︑他労組含めて
共通の認識︒これ以上︑Ｊ

橋本代議員

Ｒ・Ｐ社・下請け問わず労 い﹂等の声が︒﹁和解﹂で
働者を死なせる訳には行か 滝田氏の強制配転問題も断
ず︑我々が働き続けるため ち切られた感が︒
の条件を確立するためにも︑ こ の 配 転 を 考 え た 時 に
国労が﹁反合理化﹂の視点 ﹁会社との信頼関係や国労
から︑この制度の見直し︑ の存在感を示す﹂とはどう
要員闘争を闘うことが必要︒ いう事なのかを考えさせら
そのことが安全安定輸送 れた︒我々は真面目に働き︑
確立や組織拡大も含めた︑ 安全に対しても当たり前の
今後の国労組織の展望になっ 要求や改善を求めて来ただ
ていくと考える︒
け︒これに対する会社の対
応が不当配転だとすれば︑
貨物福島分会
それを追求する具体的な国
労の態度が求められる︒
◆組織対策費︒﹁組織拡大﹂
は︑国労として重要な課題
の一つ︒この間︑福島県支
部では 駅､の仲間を中心に
国労︵運動︶に対する信頼
関係も作られ︑職場での様々
な問題に一緒に取り組み︑
改善する力や職場活性化に
も繋がっている︒こうした
活動に対し︑財政支援の要
求は現場からもあるが﹁組
織拡大運動に対する援助﹂
とは︑具体的に何を指すの
か︒また取り組む条件の厳
しい・出来ない職場・分会
等のバランスをどう考える
のか︒﹁組織対策﹂は単に
拡大だけでなく強化という
側面も︒多くの分会で抱え
ている課題〜集まりきれな
い仲間との関係改善など︑
役員は特にその中で設定し
た親睦会等を含めた金銭的
な補助も逆に必要になる︒
運用の細目・条件等を明
確にすべき︒長年スト基金
の扱いについて我々の要求
に対しての貨物会社の不誠
実な回答に対し︑ストを持っ
て会社に改善を求める要望
を出してきた︒東北貨物協
の定期委員会では毎年︑東
◆不当配転︒
分会の滝
田氏が昨年
八月に五〇
〇キロも離
れた青森総鉄へ遠距離不当
配転︒理由として新採の指
導者として不適任としてい
るが︑運転職場は危険を伴
う仕事のため︑厳しく指導
した結果︒他に通勤できる
職場はあり︑見せしめとい
やがらせ︒滝田氏の配転に
より郡タの入換職場は要員
不足︒四月に一人病休者が
でたため管理助役が現場
輸(送管理 の)仕事を四月に
七回も配置︒二・三徹も常
態化している︒分会では春︑
夏︑冬と現場長交渉の度に
滝田氏を郡夕に戻せと訴え
ているが︑現場長は﹁郡タ
へは難しい﹂の一点張り︒
郡タが難しければ通勤可
能な職場へ早期に戻せと主
張してきた︒貨物会社との
﹁一括和解﹂協議中に﹁郡
山から青森﹂への強制配転︑
さらに和解調印の日には貨
物宮城の分会長への出向事
前通知が発令︒現場では
﹁和解は何のメリットもな

渡辺代議員

北の仲間からストで闘えと ﹁不採用事件の早期解決を
いう︑怒りの声が数多い︒ 求める署名﹂についても︑
基金の取りやめは︑スト放 集約期間を遅らせてもしっ
棄の懸念︒それに変わって かりと取組み目標を達成す
﹁組織対策費﹂というのは︑ る事が大切と執行委員会で
あまりにも安易︒﹁スト権 議論︒集約・目標達成には
一票投票﹂は︑ストによっ 分会全体の取組みが大切︒
て我々の意識・団結の強化 ◆春闘︒総行動では事前か
を図る事を運動として作り ら議論︒支部では東北総決
ながら︑会社に対して労働 起集会の前日から支部独自
条件改善を求めていく意思 の決起集会を開催し分会か
表示でもあったはず︒組合 ら三七名︑翌日の東北総決
員の思い 要
･求等に応え︑ 起集会は一四名︑地本の総
今まで以上に﹁組織の強化・ 行動には二一名が参加をし︑
拡大﹂も含めて︑様々な運 分会五一名で延べ七二名の
動や取り組みに費やす運用 参加で分会として大きな力
をすべき︒
に︒現場長交渉では昨年同
様︑二役で要請書を科長へ︒
台車分会
科長は受け取れないし︑複
数での話し合いは出来ない
との姿勢︒口頭で昇進試験
での課題やアスベストの取
り扱いについて話を︒今後
の工夫が必要︒
◆出向延長問題︒福原氏の
経過︒ＪＲ発足と同時に小
牛田運輸区から仙台駅へ強
制配転︵キヨスク・駐車場
管理等︶︒その後新庄運転
区へ乗務員として発令され
るも心筋梗塞を患い︑回復
後は検修手伝いとして雑用
係︒Ｈ一六・六月に新庄運
転区から幹総のＴＫＫ︵東
北交通機械︶への三年間の
出向発令︒昨年六月で出向
終了するも︑一年の延長を
され︑六月には更に三年の
延長︒本人はこの間幹総を
希望し続けていたが︑会社
は﹁当人の病気を配慮して
の事︒幹総配属になると職
名変更を伴い一人前になる
まで五〜六年︒支社の運用
で五二才から三年︑五五才
から二年︑五七才からは三
◆制度要求
署名︒過去︑
努力して機
関へ提出し
たが︑集約
に差が歴然︒意味がないの
ではという声がある中で︑
分会執行委員会でも議論し
﹁他労組へ我々の要求をア
ピールするチャンス﹂と位
置付け今回も組織全体で取
組みを開始︒三日後には東
労組から意見も︒しかし要
求はそれぞれ積極的に提出
した方が実現に繋がり︑会
社提出も理解の上であり問
題なしと返答︒この間︑国
労の取組みには関知しなかっ
たが浦和事件のこともあり
敏感に︒結果分会五一名︑
配偶者四六名︑他労組三〇
名その配偶者七名の一三四
筆を集約︒自分は書けない
と配偶者の署名を提出した
他労組も︒しっかりと生か
す取組みの強化を︒また

年の刻みで運用︒本社・本
部間の取決めを逸脱してい
ない﹂と正当化︒
現状は地本が六月三〇日
に緊急申し入れを行ってか
ら今だ具体的なものがない︒
現実としてＪＲ・ＴＫＫの
どちらの作業も同様に大変︒
違いは年間休日がＪＲより
四日少なく︑一〇年出向で
ＪＲより四〇日少ないとい
う事実︒国労とＪＲ東が形
の上では前面和解しており︑
ＪＲの本体へ戻すのが当然︒
この問題は福原氏だけでは
なく︑国労自身がこうした
問題を解決することが︑和
解した中で組織の団結の強
化︑また組織の拡大へと繋
がる︒

郡山駅連合分会

斎藤代議員

◆組織拡大
の取り組み︒
酒の話し
から︒貴腐
ワインが好
み︒完熟して干からびたも
のを絞り醸造︑量は採れな
い︒ ワインと国労を比較
できないが︑国労が果たし
て︑この質の高いワインな
のか︒解かる人しか飲まな
いではなく︑間口を広げもっ
と大胆に組織拡大を進める
にはどうするか︒悩みなが
らも分会で︑役員の写真入
り名刺や分会独自のチラシ
を作成︑新採オルグに備え
た︒結果は︑会社や東労組
の包囲網で拡大はゼロ︒行
動したからこそ﹁侮しい﹂

と感じた︒二年前から執行
委員会で組織拡大を議論し
てきたが︑当初は会議でも
全然盛り上がらず︒宅配オ
ペレーションの職場が合理
化で配転問題があり︑その
不満に答えられない東労組
に対し︑保志氏が国労に加
入︑潮目が変化︒職場では
主任合格者も増え︑若い人
達に自信を持って関わるこ
とができている︒
困っている人を放ってお
かない︑共に悩み話を聞く︑
前に出て仲間を守る︒東労
組はそこが不十分だから溜
まった不満が発酵し︑試験
合格を餌にするなど︑会社
の助けを借りてガス抜きを
していた︒最近︑他労組の
一部が︑本当の貴腐ワイン
＝国労を少し味わい始め︑
組合の世界観が拡がり始め
ている︒職場の不満を会社
や東労組が聞いてくれず︑
元職場のビジネスえきねっ
との仲間が親身に対応し︑
一〇月一日付︑郡山総合車
両センター郡山派出で小田
氏を仲間に迎えたことを報
告する︒拡大にかかわって
いるのは︑苦渋を味わいな
がらも頑張っている一般組
合員が中心︒地本は連続し
て組織拡大の成果をあげて
いる仲間を表彰すべき︒組
合員が主役︑国労の分会が
主役に取り組むことが重要︒
◆職場改善︒①中間駅では
磐越東線の危険な踏切改良
工事を粘り強く要求︒三年
がかりで改善を実現︒また
三春駅の現場長に対する
﹁職場改善の要望書﹂を何
処よりも早く提出︒職場要
求作成には国労以外の人や
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助役との対話を積み上げた︒
矢吹駅では助役や東労組
役員と話し合いを行い改善
が進んでいる︒
②各班集会を開崔し︑職場
改善要求を示し︑郡山駅長
との話し合いや会社施設の
便宜供与等︑労組の存在を
若者たちが感じている︒こ
れに対し東労組も小野新町
駅の駅舎リフォーム改善を
自分たちの成果の様に情報
で宣伝したが︑国労が以前
から改善要求し続けてきた
ものと分会機関紙で反論︒
③船引構内の枕木交換工事
に伴う騒音問題では︑住民
から苦情︑延期になった問
題を機関紙で取り上げ︑そ
の後社員の休養はホテル対
応になり︑会社は地域に工
事周知のチラシを配付︒
④郡山運輸区では班が発行
する機関紙で﹁草原列車は
行く﹂と題しホームの整備
が悪い点を指摘し改善に︒
また休日出勤問題︑慢性
の要員不足を指摘︒問題意
識の共有化を図っている︒
国労加入には創意と工夫
が必要︒農薬まみれのワイ
ンや添加物だらけの食物に
対し︑無農薬で虫食い︑見
た目は悪いが︑本物ワイン︑
本物の組合を理解してもら
うにはどうすればよいか︒
分会活動を強化し︑行動し
ながら少しでも見た目も良
く︑中身も安全な大衆に支
持されるワインを目指して
前進を︒
◆組織対策費︒これまで組
織拡大に献身した先輩に敬
意を表し︑徴収される組織
対策費は組合できちんと管
理し︑組織強化拡大に生か

そう︒

仙台・宮城野運輸区

菊地代議員

◆分会運動︒
分会は仙
台運輸区と
宮城野運輸
区の車掌と運転士で五三名︒
同じ乗務員職場だが︑宮
城野運輸区は乗務線区が仙
石線に限定︑仕事で仲間と
顔を合わせることがなく︑
コミュニケーションをとり
問題の共有化を図ることが
困難︒分会では仙台班・宮
城野班の二つの班体制で︑
班活動の定着と強化を重点
に﹁再雇用制度の学習会﹂
﹁運用改正チラシ配布行動﹂
など︑分会独自の取り組み
を実行︑また﹁三分会学習
交流会﹂﹁七区交流会﹂な
ど成果となる取り組みも︒
運用改正チラシ配布行動
にあたり︑討議資料を使っ
た班集会では︑乗客の苦情
や態度・車内温度・安全確
認・車内放送︵スポット︶
の多さ︑異常時対応など車
掌の負担が増大している実
態が出され︑効率化の進ん
だ宮城野運輸区への不安も︒
◆職場実態︒ストレスによ
る病人が多数おり︑組合員
の一人は﹁接客業はやりた
くない︒一日も早くこの職
場から出たい﹂と希望し︑
一〇月一日付でテクノへ出
向︒分会では区長・副区長・
総務助役に対し︑多数病人
が出るのは異常︑また会社
でメンタルヘルスのアンケー
トを取ったが︑それが活か

される職場環境に改善する
ことや︑内勤補助をしてい
る仲間の乗務復帰を求め︑
話し合いを行ったが具体的
な見解なし︒地本からの指
導を要請︒
また多くの職場で健康に
障害があり︑内勤補助等の
軽作業についている人がい
る︒仙総の福原氏は七月一
日付で出向延長三年の発令
を受けたが︑会社は理由と
して﹁仙台支社のルール﹂
﹁本人の病気を考えて延長
した﹂と言っている︒この
理由で発令されるなら︑病
気を持っている人は﹁自分
も出向に出されるのではな
いか﹂と不安を強めている︒
協定では﹁病気の人は出
向途中であってもＪＲに戻
す﹂ことが確認されており︑
一括和解の趣旨や出向協定
に反する︒福原氏を早急に
ＪＲに戻す闘いの提起を︒
◆要員問題︒要員不足で休
日労働が常態化︒宮城野運
輸区の東労組は八月一六〜
一八日限定で︑運転士・車
掌が休日労働しないことを
決定︑役員が職場に張り付
き組合員に説明を実施︒
運転士は小牛田運輸区か
ら一名助勤︑車掌は予備者
全員が臨行路で︑一人も年
休が入らない状態︒確かに
三日間は休労なしで︑東労
組役員も﹁大成功﹂︑しか
し現実はそれ以外の日は毎
日が休労であり︑役員も休
労していることに対し︑不
満の声も︒会社は若い東労
組組合員へ休日労働の業務
指示︒会社は﹁休日労働は
業務協力の一環であり業務
指示する﹂ということ︒東

労組も﹁休日労働は業務協
力であり︑業務指示された
ら乗務せざるをえない﹂と
意思統一してきたという話︒
業務指示を拒否したら業
務命令を出すのか？協力に
命令があるのか？休日労働
の業務指示を問題に出来な
ければ︑闘う労働組合では
なく︑逆に会社はこの要員
でも出来ると自信をつけた
のでは︒
◆女性社員の問題︒会社は
約三割程度の割合で運輸職
場へ配置の考え︒仙台運輸
区では女性車掌が三〇名を
超え宮城野運輸区も目一杯︒
今後他の運輸区へ波及︒
男性社会のシステムの中
に︑同じ条件で働かされ無
理が出ている︒結婚・妊娠・
出産とライフサイクルが変っ
た時︑仕事を続けるか辞め
るか選択させられている︒
女性社員からは会社に対
して不満とあきらめが︒一
方で男性社員も女性社員の
静養休暇や︑妊娠から産休・
育児休暇と長期に職場から
離れるが後補充もなく︑常
に要員不足できついと不満
が︒要員問題・女性社員問
題に対し︑合理化を許さな
い職場での闘いの提起を要
請する︒
◆組織対策費︒分会では職
場討議を行い︑根拠が不明
確であり反対の意見書を提
出︒厳正かつ有効な活用と
具体的な使用方についての
説明を︒残念ながら脱退し
た仲間は︑乗務中にパンを
食べ戒告処分を受けたが︑
それに対し国労組織として
闘えなかった不満と︑これ

酒井代議員

では国労も東労組も変わり を同じ体制での維持には限
ない︑違うのは試験の合否︑ 界が︒県支部を含め︑組織
金を確実に上げたいから決 のあり方について︑上部機
意したと述べている︒
関である地方本部からの検
組織の強化・拡大には︑ 討を要請する︒
職場の問題にしっかりと向 ◆小集団活動の問題点︒過
き合い︑おかしいことはお 日行われた四分会交流会第
かしいと全体で討論し︑許 一回幹事会に於いての議論︒
せない合理化と闘う運動が ﹁組合員が二〜三名の職場
大切︒その運動する姿を見 では︑小集団︵ＱＣ︶に入
て組織拡大に繋がると思う︒ らざるを得ない﹂という報
告や︑ある職場では﹁全く
会津若松地区分会
入っていない﹂また別の職
場では﹁それぞれの判断に
任せている﹂と様々︒会社
は︑職場の活性化とコミュ
ニケーションの向上を目的
と説明︒職場では何処も同
様に要員不足の状況だが︑
ＱＣ発表会など︵ＱＣ活動・
提案・サービス推進委員会︶
に日勤手配で参加させてい
る︒常に人が足りないのに
年休抑制や休労をさせてま
で︒我々が小集団に参加す
る︑しないに拘らず︑要員
不足の中で︑通常の業務に
弊害が出てきている所に問
題が︒地方本部として会社
に対し︑要員の確保問題と
して︑ＱＣ活動が業務に必
要ならばその活動の全てを
時間内の活動とし︑必要な
要員を確保するよう申し入
れを要請する︒また組織拡
大の観点からも︑若い社員︑
東労組の社員に﹁国労の人
はＱＣに入らない︑やらな
い︑入っていても参加しな
い﹂という悪い誤った先入
観をもたれないよう︑何処
に問題があるのか組織とし
て検討する取り組みが必要︒
要員確保の問題と合わせ︑
ＱＣ活動に対する問題の改
善・取り組みを要請したい︒
◆地区分会
の現状と問
題点︒若松
地区分会は
現在四二名
で来年度には三〇数名に︒
地区分会は五年前︑組合
員の減少により︑職場単位
では分会を形成出来なくなっ
てきている現状に合わせ設
立︒当時︑組合員は六十数
名で組織︑若松分連協と各
分会の機能を引き継ぎ︑執
行部体制も機能︒しかし職
場の統廃合による組合員の
転出︑退職︑脱退等により
役員も減少︒一方で︑ＪＲ
不採用問題もあり︑地域と
の関わりはなくせない︒地
域共闘＝分連協の役割はそ
のままで︑執行部役員の任
務・役割が重い負担になり
役員の担い手もいない現状︒
分会機能の簡素化・取り組
みの見直しを行ってきたが
改善出来ない状況︒今後三
十数名で︑分会を組織し︑
今まで通りの任務・役割で
は成り立たたない︒ 分連
協の役割を切り離し︑分会
だけの機能にすべき︒組合
員の多い地域と少ない地域

◆連帯する会に学ぶこと
今年の喜多方連帯する会総
会に参加して考え感じた事︒
国労組合員でない会員の皆
さんが自らの足で連帯する
会の会費を集める為に会員
宅に行くわけだが﹁いつま
でやっているんだ︒もう二
〇年以上経っている︑今年
限り﹂等言われ苦労してい
るとか︑物資販売もなかな
か売れないと話が︒本当に
御苦労様と思った︒しかし︑
その発言した方は連帯する
会の行事には︑いつも積極
的に参加され︑叱られるか
もしれないが︑楽しみなが
ら自分自身の活動をやりきっ
ているように見える︒そう
いう人が何人もいる︒そし
て︑自分たちがこの集まり
を大切にし︑自分たちの職
場・会社の問題︑時には家
の話︑家族の事を話し︑仲
間の皆さんと共に考えてい
る︒また時に︑みんなで集
まり︑酒を酌み交わしてい
る︒今何処の企業・団体で
も労働組合の組織が減少・
弱体化してきているこの時
に︑国鉄闘争支援の目的の
為とはいえ︑人を集めるの
が大変難しい時になんと素
晴らしい事かと︒連帯する
会に学び︑活動する決意を
新たに︒

仙台信通区分会

渥美代議員

◆分会の現
状と取り組
み︒メンテ
ナンス体制
七年目︑信
通区当時四〇名を越えてい
た組合員が︑現在は二七名︒
昨年は前分会長を含め五

統一

抵抗

団結
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名の先輩が無事定年退職を
迎えた︒二年前には分会書
記長が脱退する事態も発生
し︑お叱りや励ましの言葉
を頂戴︒分会役員同士でも
家族を含めた不安や問題を
本音で話せる雰囲気がなかっ
たと反省︒まずは執行部か
ら立て直しが必要と考え︑
むずかしい事より執行委員
会の後︑一杯やろうと︒
時には衝突する事もあっ
たが﹁まずやってみよう﹂
と前向きに活動に取組め︑
参加率も増加︒今年これま
で出来なかった二つの取り
組み︒
◆一つは三月の春闘に合わ
せた現場長交渉︒二月二一
日︑技セ会議室を借り地本
橋本委員長と支部山田書記
長の参加の下︑現場長交渉
に向けた要求作りのため︑
分会全体集会を開催︒安全
対策︑要員増︑職環等の問
題が出され︑執行委員会で
まとめ︑一七項目の改善要
求を三月末に分会三役で勤
務終了後︑技セ長交渉を行っ
た︒技セ長は﹁交渉は別の
場所がある﹂とし︑社員の
声というと﹁各メセ︑各科
の打合せで話を﹂と交渉に
は応じなかった︒
しかしその後︑各メセ︑
技セ各科で職場環境に関す
る問題があれば提出をとの
話︒会社が整理した改善項
目も示され︑申し入れした
内容も入っており︑例えば
﹁北部現業南側非常階段の
手すりのすき間が広く危険
なため改修を﹂については
﹁今年度は出来ないが︑二
一年度地区駅長財源工事で
要求したい﹂また︑技セ休
養室の時計の設置は直に改

善︒常に職場の問題点を仲
間と話し会える雰囲気作り
と︑粘り強く要求し続ける
大切さ︑また職場で東労組
にも見える形で運動するこ
とが必要と感じた︒
◆二つ目は組織拡大の取組
み︒昨年までは具体的な行
動はなし︒今年は執行委員
会で︑新採者の配属の週末
に分会で歓迎会を企画︒配
属の当日は︑事前に技セ長
に﹁新採者に組合の説明を
希望︒勤務終了後に少し時
間を﹂と話︒﹁時間外のこ
となので何も言えないが︑
会社の施設内はだめ︑時間
は守ってもらいたい﹂と回
答︒四名の新採者に組合の
チラシと分会の歓迎会の案
内を渡し﹁労働組合で一番
大切な団結と仲間を大切に
するのが国労︑職場の先輩
たちに慣れるためにも分会
歓迎会に参加を﹂と呼びか
けた︒翌日︑声をかけると
﹁昨日の夜︑東労組への勧
誘があり同期からも加入し
ないのはおかしいと言われ
東労組に加入した︒国労の
歓迎会には参加出来なくなっ
た﹂と正直に言われた︒
同じ寮に入っている職場
の組合員が呼び出し︑東労
組役員と一緒にかなりきつ
く問い詰め加入させた模様︒
希望をもって入社した新
採者に対する東労組の対応
と︑寮の入所を義務付ける
会社側の意図に強い怒りを
覚える︒分会では取組みの
甘さ︑継続的な働きかけが
出来ていないなど︑反省す
る点は多くあるが︑今回具
体的に組織拡大に取組めた
原因の一つに昇進試験の問

題があると考える︒一括和
解以降︑分会では四年間で
主任職五名を含む︑一八名
が試験に合格︒確かに︑東
労組の社会人採用一年目で
指導職︑四年日で主任職合
格など差別はあるが︑それ
でも﹁国労でも試験に合格
するし︑組合による差別は
許さない﹂と︑強い気持ち
と自信を持って新採者に加
入を進められる雰囲気が出
来てきた︒
◆不採用事件︒国労という
だけで首を切られた仲間を
救う闘いは運動の原点︒当
事者が納得の行く形での早
期解決に向け︑団結の意味
でもある﹁力を合わせ結び
つくこと﹂が一番大切︒

郡山駅連合分会

菊地代議員

◆採用差別︒
県支部内
の取組みに
ついて︒県
内五名の闘
争団で自活体制をしいてい
るが︑財政的に︑また本人
や家族が病気に侵されてい
るなど大変厳しい︒闘争団
全体が納得する︑一日も早
い解決を︒支部では早期解
決に向けた具体的な提起と
して︑ＪＲ本体組合員から
中央行動に向けた千円カン
パの提起をするなど再度こ
の問題に正面から向合う体
制を作り︑大衆行動・連帯
する会の会員拡大などの取
組みの強化を確認・意思統
一している︒
◆職場改善︒支部の柱とし
て﹁一人一要求﹂を基に全
分会・班の現場長交渉の提

起︒現場での闘いの活性化
を追求し︑現場で解決出来
る問題は現場で解決︑出来
ないものは団交で︒七分会
九班から二百を超える要求
集約︒五分会・六班で交渉
申し入れ︑ニ職場の拒否を
除く四分会・五班で開催し︑
前向きな回答や改善項目も
多数︒残り一六六項目は地
本に団交要求として要請︒
この間支部業務部は三回
の担当者会議を開催し︑現
場での対応を把握してきた︒
要求集約には仲間が集まる
場を作る事と結果をしっか
りと返す事が信頼に繫がる︒
国労が自信を持って取組
む事で他労組を巻き込んで
いる︒職場の中心は国労で
ある事を全体で確認したい︒
支部は通年闘争と位置付
け丁寧に取組む︒経験を冬
期対策にも活かす︒
◆職場実態︒福島に三運輸
区が発足し二年半が経過︑
共通の課題は要員不足︒郡
山の例︒基本二七名︑予備
七名で回し︒臨時数は月八
〇〜一二〇本︑他に研修︑
変形などが十日前後あり︑
勤務発表時に一五〜三〇の
休勤の明示︑その後数が増
え休勤が常態化︒他労組か
らも休勤拒否の闘いが必要
との悲鳴も︒要員増は共通
の課題であるが会社は全く
手をつけず無責任な態度︒
特に本線での﹁ワンマン
解除﹂三行路が年間二八〇
日を超え︑磐東で平日一行
路で計四行路あり︑予備で
対応のため年休が入らず休
労に︒ツーマンによる基本
行路組入れが職場の要求︒
更に通勤がモニターや福

島・若松からの通勤者が多
く︑災害時の呼び出しは地
元の一部の乗務員に限定︒
三区に跨るクロス通勤と遠
距離通勤の解消で改善が図
られる︒併せて小牛田から
郡山への遠距離通勤者が二
名おり︑長期に亘っている︒
一日も早い復帰のため取組
みの強化を︒
◆磐越東線の列車妨害︒沿
線は荒れ放題でジャングル
の様相︒九月︑神俣〜小野
新町間で四件立て続けに悪
質な列車妨害︵工事用鉄柵
放置・ポイント石挟み・検
障発砲・鉄棒放置︶︒間違
えば大惨事︒警察に協力を
求めているが︑支社が前面
に立つべき︒また︑ワンマ
ン乗務の運転士が負傷状態
での対応が全く明らかにさ
れていない︒これまでの交
渉では運転士が無傷の想定︒
乗客の生命と安全を守る術
なし︒安全運行確保の対策
を求める︒
◆暴力事件の不安︒先月︑
定時運行で郡山駅に到着し
た乗務員が罵声を浴びた︒
理由は車内混雑︵多客期に
も関わらす増結なし︶だが︑
これまでは異常時の遅れの
場合と決まっていたが︑昨
今は乗客の気分次第でトラ
ブルが発生し︑いつ暴力事
件に巻き込まれるか不安︒
乗客のニーズに応えよう
としない会社の無責任な対
応の結果︒労組を問わず緊
急の課題であり改善を︒
◆職場活性化︒県内車掌は
若松三名・郡山七名・福島
九名︒各区他箇所からの通
勤者比率が高く︑少人数の
ため三区合同の集会を意識

的に開催︒ダイヤ改正・春
闘・冬期など各要求につい
て各区共通・独自に積み上
げをしてきた︒郡山運輸区
施設での集会を開催︒

仙石線駅連合分会

千葉代議員

◆闘争団支
援︒支部の
取組みとし
て稚内闘争
団激励訪問︒
闘争団・家族と直に交流
する中で︑現状の厳しさと
共に勝利するまで闘う決意
の重さをを痛感︒改めて自
分の闘いと位置づけて考え
行動したい︒
◆出向延長問題︒東日本大
会でも発言した内容は﹁出
向期間三年終了後︑一年の
延長発令︒そして今年七月
に三年間の延長発令︒仙台
支社が主張する︑仙台支社
独自ルールとは何か︒一括
和解の際︑東日本本部は出
向期間は三年以内︑延長の
際は原則一年・本人同意に
基づく事を提起し︑協定に
は原則三年以内が明記され
ている︒本部の回答を﹂で
あったが﹁地方で協議を﹂
は少し寂しい︒職場では少
なくない数の組合員が病気
を抱え働いており︑その場
合本体に戻すのが筋︒仙台
ルールを認めれば︑同様の
問題が繰り返し発生するの
では︒組合員が困った場合
は直ぐに会社に掛け合う構
えと行動を︒組合に対する
失望や求心力を失うことの
ないように一日も早い解決
を要望する︒
◆団交軽視︒支社は〇五年
三月ダイ改で西塩釜駅無人

化の提案︒分会は無人化反
対のチラシ配布等の取組み
で︑朝だけだが陸前原ノ町
からの要員配置となった︒
しかしこの春のダイ改では
小鶴新田駅︵ＴＳＳへの委
託駅︶からの対応が発覚︒
組合への提案なしに西塩釜
駅は委託にされようとして
いた︒結果として再提案さ
せたが︑その場凌ぎの間に
合わせ︒労働組合・団交の
経過内容を軽視する支社の
姿勢には毅然とした態度で
強く抗議を要請する︒

車体科分会

阿部代議員

◆故佐久間
氏の家族義
援金協力
︵地本集約
四九万二千
円︶御礼︒他に郡工全体で
の呼び掛けにも別に三五万︒
◆支部の取組み︒﹁年齢別﹂
に意見を聞く会を約一週間
に亘り開催︒主な意見は五
〇才以上では︑制度改善要
求︵五五・五七才の賃金カッ
ト︶︑五〇才以下では国労
組織の先行き・維持︑貨物
の先行き︑車両センターの
あり方など率直な意見︒
◆要員と遠距離通勤問題︒
会社は今年の標準要員数を
二八七︵減一九︶としてい
るが︑来年度の入場予定車
両数は電車四六五両︵前年
比九九両増︶︑気動車九九
両︵前年比四四両増︶であ
り︑これは五年前と同様の
数字︒毎年団交の場で遠距
離通勤者の名簿を提出して
いるが︑地本と協力し絶対
必要人数として求めたい︒
◆アスベスト︒八月二三日
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に旧型特急車両の外板腐れ
修繕作業中︑アスベストが
見つかった︒一昨年の団交
でアスベスト車両数を求め
たが明確な回答は無く︑ま
た車両の調査をしていない
と思われ︑こうした車両を
運用している事は問題︒ま
た作業行程に押され︑除去
作業は後回しにされた︒今
後の闘いに活かしていく︒
◆組織対策費︒意見書を提
出した経過もある︒健全な
運用を︒

車体分会

小松代議員

◆分会の取
組み︒今年
三月中旬︑
分会として
二度目の会
社施設で集会を地本大沼書
記の参加で開催︒集会の内
容︒協力会社の業務拡大に
伴い︑業務の一部委託化が
会社から提案された︒退職
者の雇用確保がその理由で︑
車体一科の約八名分の業務
を委託後協力会社が担当す
るというもの︒二月から数
回に亘り団交を行い︑分会
から参加した業務部長を中
心として内容報告︒分会一
人一要求の取りまとめの結
果報告と︑科長要請行動の
取組みについて︒今後も春
闘時期に施設内での集会を
行う︒他に支部として六月
に東日本本部高野書記長︑
八月には本部小池執行委員
を招き支部集会を施設内で
開催している︒
◆現場長要請行動︒分会代
表の私︑作業単位の組・班
の代表者が個別に科長と話

し合いを持つというスタイ
ルで八名が話し合いに︒平
均で一時間︑二時間かかっ
た人も︒やはり仕事の改善
点や要求はその仕事を担当
する人達が直接話をするの
が一番︒職場では︑前々任
者から一年半程度で科長が
交代し毎年交渉の相手が変
わるが︑一括和解以降︑以
前の様な門前払いや不機嫌
そうに対応する事も無くなっ
てきた感も︒ただ科長の資
質に左右されている︒相変
わらず団体での話し合いと
組合の判を押した文書の受
け取りについては拒否され
ており︑これからも粘り強
く取組んでいく︒
◆組織対策︒会社行事への
参加の取組み︒幹総センター
では様々な行事の際の打ち
上げ等の飲食会を所内の食
堂で行ってきたが︑新年会
や基地祭りを除き︑国労は
会社主催の催しには不参加
の経緯︒しかし四月に若手
社員との意見交換会の企画
がされ︑社員に対し参加の
呼びかけがあり︑車体分会
の組合員三名が参加︒周り
の反応は︑本当に来たかの
という表情であったと聞く︒
その後何回か食堂を使って
同様の催しを開催している
が︑以前の様に参加を呼び
かけなくなり︑後から何の
飲み会だったのと聞いて︑
実態を掴めるといった状況︒
国労に来てもらっては困
る︑若手社員と接してもらっ
ては困るという現象は職場
でも︑一年以上同じ現場に
はつかせないという施策に
も現れており︑また限定免
許等の資格を取らせる等有

鈴木代議員

利な条件を与え︑東労組に 迎える前に分会組織の活性
いれば優位性を持たせる事 化含め世代交代を図ってき
を会社は続けてきた︒しか た︒〇五年には三〇名の分
し昨年の浦和事件の逮捕者 会組織が現在は退職で一三
の解雇に端を発した三六未 名︑一〇月には一人の仲間
締結問題や︑解雇撤回の署 が退職予定︒世代交代後︑
名行動に対して︑会社が書 ほぼ全員が分会役員として
面で介入するといった事態 協力し合いながら活動を進
に︑東労組組合員の不安感 めてきたが 執
､行委員会も
や︑若い社員が青年部の役 なかなか開催出来ず︑何か
員を任される事の不満︑数 あれば﹁個人対応﹂が実態︒
年で他区所に異動される事 今春闘において︑支部から
への不満などを耳にした︒ ﹁組合員全員が参加する春
それらを覆す力が現在の 闘﹂の構築に向け﹁一人一
国労にはなく︑組織拡大の 要求﹂運動と全分会での
取組みの足かせとなってい ﹁現場長交渉の実施﹂の提
る︒しかし徐々にではある 起︒執行委員会を開催し︑
が︑交流の機会もあり︑他 全組合員に一要求を取り組
の組合員にも取組みを呼び むことを確認︒結果︑全体
かけている︒大井工場支部 で六一項目の要求が集約︒
の仲間から﹁若手社員との これだけの問題を分会とし
交流会を開催した所︑当人 て把握してこなかった反省
が後で叱られた﹂との話︒ 点が明らかに︒また集約中︑
浦和事件がありながら未だ 各組合員の意図が汲み取れ
にこの様な有様︒第二の今 ず︑再度具体的な内容で提
野慎太郎君を産み出すべく 出してもらうなど︑三回の
努力していく︒今年八月末︑ 執行委員会を開催しながら
国労加入者交流会が開催さ 最終的に一三項目の要求に
れ︑参加した今野君からは 絞り込んだ︒要求書を作る
﹁会議ではグリーンスタッ 過程で︑技セとメセとの間
フから加入した仲間は︑東 で考え方の違い︑業務に追
労組からの半強制的な加入 われ組合員同士の会話が少
の呼びかけにうんざりし︑ ない実態が明らかになり︑
自分で判断して国労に加入 話し合うことの重要性を改
したという話や︑親から是 めて感じた︒要求書が出来
非とも国労に入るようにと 上がり︑四月一八日勤務終
言われて加入したという話 了後︑現分会体制初の現場
が印象的であった﹂と報告 長申し入れを︒会社は﹁現
があった︒
場には交渉権はない﹂﹁ど
うゆう立場で提出している
郡山信通区分会
のか﹂﹁問題があればいつ
でも話しは聞く﹂﹁内容に
◆〇八春闘︒
よっては主任会議・安全衛
分会では団
生委員会など利用を﹂等々︑
塊の世代の
結局要求書は受け取らない
大量退職を
ものの︑要求書をみながら

一時間程度のやり取り︒ま
た他労組の組合員に対して
も国労の運動が少し見えた
のでは︒﹁一人一要求﹂運
動を通しながら不定期だっ
た執行委員会が定例化は運
動の前進面︒
◆労働条件改善︒郡山信通
技セでは︑高卒・大卒・社
会人の平成採用が二五名配
属され︑技セ全体の四割︒
会社の課題は技術継承だ
が︑ベテランの大量退職に
対応しきれず︒会社の考え
る﹁技術継承﹂とは﹁年間
カリキュラムに沿い︑若手
を研修センターに入所させ
ること﹂であり︑本人の抱
えている業務は全て無視さ
れ強制的に入所︒しかも研
修内容によっては即現場で
活用・実践出来ないものも
多い︒結果その尻拭いは残
された人で処理︑実質的な
要員減であり労働強化︒一
方︑中堅である我々も︑自
分の業務をこなしながら若
手に教育するのは容易では
ない︒これまで本社は﹁七
年で一人前にする﹂を旗印
に施策を展開︒現場設備を
見たこともないのに﹁一人
前にする﹂﹁なってもらう﹂
と譲らなかったが︑最近に
なって﹁七年で一人前﹂の
定義を変更︒﹁七年で先輩
の言っている事が理解でき︑
技術を吸収できる能力を備
えている﹂とし︑当初の施
策は正に﹁詭弁﹂を証明︒
今年分会から新しい雇用
制度を利用してＰ社に二名
が出向︒出向先では年齢を
問わず連夜作業は当たり前︑
残業や休日出動など厳しい
労働条件︒助役経験者が作

業中に脳梗塞で倒れ長期入
院・リハビリを余儀なくさ
れ︑ある組合員の﹁出向発
令と同時に天と地がひっく
り返ったようだ﹂との言葉
が実態を象徴︒新雇用制度
においては 本
､人が希望す
ればＪＲ本体に残れるよう
に改善させると同時に︑Ｐ
社への丸投げを止めさせる
ためにも設備メンテナンス
合理化の見直しを強く求め
なければならない︒分会も
より具体的な見直し要求作
りに力を入れる︒
◆組織強化・拡大︒組織拡
大は重要な課題︒職場では
国労組合員が業務の中心を
担いつつある︒また昇進試
験の合格者も増え発言力を
強めている︒郡山駅連分会
での取り組みに学び︑信通
分会でも組合員の氏名 配
･
属グループ名が入った広告・
新採歓迎の挨拶・国労の加
入用紙を三点セットにし︑
手渡し行動を実施︒また執
行委員会開催を新採配属日
に設定し︑国労の活動など
労働組合の説明を実施する
事が出来︑当初の﹁やって
も仕方ない﹂という意見か
ら行動の一歩となった︒春
闘の一人一要求 現
､場長交
渉に向け何度も執行委員会
を開催した結果がこうした
結果に結びつき︑我々も久々
に緊張感を感じた︒﹁ＪＲ
には東労組だけでない﹂と
いう当たり前のことをアピー
ルしただけだが︑この二〇
年間で一番の飛躍的な出来
事に︒現在︑業務遂行及び
問題解決能力において国労
組合員に対する信頼は高まっ
ており︑今後︑国労組合員

一人ひとりが安全問題・職
場環境改善に取り組み︑働
きやすい雰囲気作りや日常
的に仕事の係わりをもちな
がら人間関係を築くことが
大切︒
◆不採用事件の早期解決を
勝ち取るためにも当面する
一〇・二四中央集会にむけ
郡山信通区分会も六名の参
加を確認 闘
｡争団の納得の
いく解決に向け共に闘う︒

新庄連合分会

能登井代議員

◆昇進試験︒
分会 内で
は〇五年度
から四年間
で保技セ四
名︑信号メセ二名の計六名
が指導職試験に合格︒今年
度は保技セで一〇年以上受
験した人が合格︒他労組を
含めた保技セの合格者は二
名と聞き︑もう一名はポテ
ンシャル採用の新採︒仲間
は﹁差別感はまだ残ってい
る﹂と話す︒会社は日頃
﹁現場力の向上﹂と言うが︑
ポテといえども現場に出て
日も浅い人間が指導職となっ
ている︒機器の使い方やボ
ルトの締め付け具合が分ら
す︑三〇年のベテラン係職
に教えられている状態でよ
いものか︑と︒またこれま
で現場長から再三受験を慫
慂され受験したが︑これと
て受験率が上がったという
ことであり︑単に現場長の
成績アップが目的ではない
か︒受験させるからには合
格者を増やしてこそ長の株
も上がるだろうし︑本来そ
うあるべき︑とも︒昇職さ
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せるには試験のみが全てで
はなく︑経験年数や通常の
業務に対する取組みも適切
に判断されるべき︒今後も
不公平・差別感を是正させ
る取組みが必要︒
◆投排雪保守用車︒新庄に
は〇六年度に導入され︑三
年間で東日本全体で三一台
導入が会社計画︒〇七年度
には自分が訓練対象となり︑
短絡走行での保守用車責任
者となった︒この保守用車
にはＡＴＳ︲Ｐが搭載され
ており︑地上子通過の度非
常ブレーキがかかるという
ことも︒またロータリー使
用時︑側雪のある箇所では
先端のウイングが限界の六
ｍを超えて広がる︑ちょっ
とした雪圧で波を打つ様に
ぶれる︒ラッセルでは接続
部の支柱が曲がるといった
不具合が連発︒ロータリー
からラッセルへの形態変更
の際︑間接部に雪が挟まる
と自動変更が不可能に︒
〇八年度は十月以降︑在
来線用が二台入る予定︒こ
れまで改良を重ねているが︑
今回は先端翼を強化し︑翼
を開いた位置で固定するピ
ンを取り付け︑投雪筒を折
り畳み構造にし︑フランジャー
のシリンダーの一個増など︑
強化措置が取られており︑
どれほどの成果か︑今冬期
が楽しみ︒また十月には新
潟トランシスでの完成検査
があり︑組合員二名も参加︒
工場見学と同時に構造や仕
組みを把握し︑更なる問題
点の洗い出しに努めたい︒
◆安全問題︒九月三日︑奥
羽本線のＳＧ線で︑臨時列
車運行の連絡が︑列車の通

若生代議員

過直前に現場作業員に伝わ もあり超勤が多い︒他労組
るという事象が発生︒一歩 の若い人はジンジャーで退
間違えば山手貨物や伯備線 勤の打刻をしてから更に残っ
のような重大な事故に繋が て残業︒聞けば月間四〇時
る恐れ︒当該組合員は﹁恐 間を超えているとのこと︒
ろしくてとても現場に出ら 分会で調査し現場長に話を
れない﹂と話し︑他労組か した所﹁把握していなかっ
らも﹁また何事も無かった た﹂と謝罪︒職場の仲間の
かのように現場に出される︒ 状態を把握している事が状
なぜ検討会をしないのか？﹂ 況の打開に大切︒
という声もあり︑分会とし ◆年齢による賃金カット︒
ても仲間と相談しながら要 五五才で一〇％︑五七才で
望書を作成し︑所長に対し︑ 二〇％︑貨物においては五
要望がある旨を伝えた所︑ 五才で一気に三〇％の賃金
要望書を受け取った︒その カットが行われる︒労働時
後︑間が空いたが九月二二 間や業務内容が同様に軽減
日︑所長から一〇月二日に されれば理解出来るが賃金
検討会を行う旨の話があっ のみカットでは納得出来な
た︒検討会の内容など推移 い︒五七才の先輩から大会
を見ながら更に要望などを で是非発言してくれと言わ
検討していきたい︒
れてきた︒制度改善に向け
ての取組みの強化を︒
仙台建築分会
◆昇進試験︒一括和解以降︑
各職場では合格率がアップ
の報告があるが︑分会では
本年度受験者は二二名中四
名にとどまっている︒地本
の指示により︑毎年申込み
時期には分会集会での意思
統一を図ろうとするが﹁今
更受験したくない﹂﹁若い
人と一緒に受験は抵抗があ
る﹂など多くの意見があり︑
全員での取組みにならない
のが現状︒討論不足の面も
あるが︑勤続ニ〜三ヶ月の
人と二五年・三〇年の人が
同じ土俵で受験は問題が無
いのか︒試験制度の見直し︑
勤続年数や受験回数による︑
何らかのアドバンテージな
ど改善に向けての取組みの
強化を︒
◆組織対策費︒徴収は決定
したが︑使い方が大切︒地
本で要綱を作成すると聞い
◆出向先の
労働条件改
善︒分会か
ら四名が出
向︑ビルティッ
クに三名︑メカトロニクス
に一名︒特にビルティック
の工事課では︑昨年度二名
の仲間が一〇日前後の年休
を失効︒建築技セ所長に対
し︑ＪＲ本体からの指導を
要請しているが解決に至ら
ず︒郡山も同様の実態︒出
向先の労働条件改善に向け︑
国労として出向先の会社と
交渉を持てる様にエリア本
部に働きかけを︒ＪＲ本体
からの指導が有効でないな
らば︑当事者間交渉をすべ
きである︒また出向連の活
性化を︒
◆調査活動︒宮城ＤＣ関係

ているが︑公正・透明な基
準を︒実践は分会︑納入は
組合員であり︑納得のいく
使い方を︒

台車分会
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◆昇進試験︒
和解以降三
回目となり︑
台車分会で
は五〇名中
二五名が受験︒主任職三名︑
指導職三名の計六名が合格
となった︒しかし一七回受
験で未だに指導職に合格し
ない組合員が︒和解以降︑
本人は本当に期待をして時
間外の勉強会にも出席し努
力をしたが︑結果は今年も
一次試験で不合格︒同じ作
業をしている作業の班の中
で︑国労組合員五名が受験
し︑不合格は本人だけ︒本
人は﹁ここまで差別される
とは︒平成採用の若者に抜
かれるのも頭に来るが︑同
じ国労の中でも差別されて
いるようで本当にショック︒
これでは仕事のやる気がな
くなり︑安心・安全な車両
と言われても︑どうでもよ
くなる﹂と言っている︒昇
進差別和解以降︑組織全体
では合格率は上昇し︑分会
でも明らかに合格者が増え
ている︒和解によって︑す
ぐに差別がなくならない事︑
なくすためには私たち国労
がこれからも闘わなくては
ならない事は多くの組合員
が認識︒同時にまだ多くの
職場では﹁みせしめ﹂的に
差別され続けている国労組
合員がいる事を忘れてはな
らない︒和解当初から言わ

れていた﹁一〇回以上受験
◆教宣活動︒
した組合員﹂の扱いについ
支部機関紙
ては︑指導職合格までは何
﹁団結﹂は
とか実現すべき︒以前から
昨年七月か
言われているように︑二等
ら本年六月
級も六等級も同じ責任度合 の一年間で定期発行が三四
いで仕事をしている矛盾は 号︑号外六号︑他三号の計
早急に解決すべきというの 四三号を発行してきた︒特
が現場の声︒
に春闘時期は集中して取組
◆組織拡大︒分会では組織 み︑また会社施設利用のソ
拡大の取組みとして話合い フトボール大会は一日一試
が行われ︑平成採用者に積 合ずつゲームを行い︑翌日
極的に関わっていこうと奮 の昼に試合結果を号外で発
闘している︒声掛けをする 行するなど︑組合員には好
ものの︑組合の話では突っ 評であった︒
込めない︒以前よりは国労
各分会の機関紙活動を促
に対する偏見は薄れている 進させるため︑支部主催の
が︑しかし彼らは会社に入 機関紙学校の開催や支部編
社し何も知らず東労組に加 集委員会を取組む中で︑各
入するのが当たり前の状況︒ 分会から定期的に機関紙が
世話役東労組の組合員に 発行され︑組立分会の﹁ガ
ついて︑仕事を始め提案・ ンバ組立﹂は年間四〇号を
ＱＣ活動などの資料作りを 発行するまでになった︒支
積極的に行っており︑その 部が先頭になって多くの機
間に割り入って国労加入を 関紙を発行してきた事が︑
呼びかけるには︑本人に仕 支部全体の教宣活動の強化
事に対しての不満や東労組 に繫がった︒
への不満等が無ければ容易 ◆昇進試験︒〇五年和解以
ではない︒今後の取組みと 降の合格率︒指導職︑〇五
して︑仕事や遊びなどを通 年三八％︑〇六年四五％︑
じて付き合いを深め︑人間 〇七年三五％︑〇八年一次
関係を築いていくこと︒ま 三六％︒主任職〇五年二三
た同時に︑平成採用者だけ ％︑〇六年一四％︑〇七年
ではなく︑分割・民営化以 一五％︑〇八年一次四三％︒
後やむなく国労を脱退した 今年は初めて主任職の合格
他労組の組合員にも関わっ 率が指導職を上回った︒和
ていかなければならない︒ 解の年は会社発表の平均合
そのためにも︑会社べっ 格率と同等であったが︑〇
たりの東労組との違いであ 六年︑〇七年の指導職は会
る﹁おかしいことはおかし 社平均同等かそれ以上であっ
い﹂とハッキリ言う国労の たが︑主任職は下回ってい
運動を見せて共感を得る事 た︒数字的には他職場より
が大切︒
合格率が高い所もあるが︑
十数回受験で合格しない組
組立分会
合員も︒特に指導職試験で
は若手社員がまだ一人前で

鈴木代議員

ないにも関わらず︑入社数
年で合格し︑その社員を指
導し︑日常業務を安全・正
確に行っている国労組合員
が合格出来ないのは︑和解
勧告書・確認書の趣旨から
して問題︒結果として今年
は受験者数が減少︒受験の
慫慂を我々がするにも説得
は大変︒あっせん申請に反
映されるよう期待︒
◆不採用問題︒早期解決を
目指すための取組みを展開︒
五月からの署名の取組みを
始めとして︑六月には地元
国会議員要請行動に支部か
ら自分と原子書記長が参加︒
またオルグで来仙の稚内闘
争団の鈴木氏と仙台闘争団
の佐藤氏を交え闘争団交流
会を開催︒特に物販活動は
定期的に月一回と手当時の
アルバの取組み︑稚内物販︑
うまい味の会の取組みを行
い︑昨年九月から今年八月
までの売上総額二百万超︑
アルバだけでも一八〇万と
組合員一人あたり一万円以
上︒物販開始時より支部物
販推進委員会を立上げ︑組
織的に取組みしてきた成果︒
解決するまで取組む︒宮城
県集会︑塩釜地区集会︑一
〇・二四中央集会は一人一
行動とし全力で取組む︒

◆あっせん申請︒助役試験
との矛盾だが︑趣旨は﹁現
場の責任者はどこの労働組
合にも属さない者が中立的
な立場で労務管理を行い︑
助役については補助的役割
に限定せよ﹂ということで
あり︑矛盾は生じない︒

統一

抵抗

団結
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◆ＴＳＳ勤務問題︒支社に
は事実の確認と︑勤務発表
時に勤務のあり方を出すや
り方をするのは乱暴・問題
であると投げかけてある︒
分会と相談し︑問題点に
ついては申し入れを行う︒
◆ワンマン問題︒要員・安
全・異常時の扱い問題も含
め七月に交渉を行っている︒
ツーマンに戻せと機会あ
る毎に主張︒安全問題プロ
ジェクト会議でも議論し︑
問題点については今後も提
起・主張していく︒
◆地震問題︒各支部業務部
長会議で︑各支部の業務部
へ六月一四日に発生した地
震を含めての職場の問題点
を上げてもらいたいと提起︒
各支部へ問題点をあげて
もらいたい︒
◆組織対策費︒本部からの
運用についての連絡では本
部・エリア本部・地本にあ
り︑地本の内容は①地方本
部内の組織拡大運動につい
て援助する②各組織経験交
流集会等の会議に活用する
となっている︒具体的な内
容については地方本部の取
り扱いによるとされ︑たた
き台を作成し執行委員会に
諮り︑合意が得られ承認さ
れれば各支部の代表者に運
用基準として提案をしたい︒
今後も質問・意見に耳を
傾けていく︒
◆選挙区分割︒基本的考え
方は規約通り︒選挙区は支
部毎であり︑支部の要請が
あれば承認をしてきた経過︒
結果として大選挙区・小選
挙区が発生した︒今回の福
島の扱いは規約から大分外
れており︑チェック・点検

しなかった地本の反省はあ
る︒基本は三〇名に一人︒
しかし選挙区を認めると
あり︑公平性を損なわない
ようにチェックし︑扱いを
決定していく︒
◆主張文の扱い︒選挙規約
には触れておらず選管が認
めているもの︒情報配布の
速度を考えれば︑投票日ま
で届かないことも︒手立て
を考える︒
◆出向者の扱い︒声を聞け
との指摘︒地本全体では設
備関係を中心に多くいる︒
出向連や工務協︑分会な
どの括りで問題点を集約し︑
改善に努めている︒仙総で
は全体で三名で︑支部は毎
年激励会を開催し︑その中
でも問題点を出してもらい︑
支部を通じて聞いている︒
委員長も参加し話をして
おり︑今後も話を聞いてい
く︒福原氏の扱いについて
は一〇月に交渉を予定︒一
日も早く︑三年という期限
を待たずに本体に戻れるよ
う努力する︒
◆諸手当︒寒冷地手当は地
域的な矛盾を抱えているの
は事実︒先日九月の各地方
業務部長会議では︑原油高
騰を受けての見直しと︑要
求を提出し取組みを強める
とし︑一〇月二二日にその
内容について意思統一を図
る︒都市手当も同様の矛盾
があり︑横浜支社では同じ
線区に三つの異なる手当が
存在する︒交通費の取り扱
い︒他ＪＲ・私鉄︑第三セ
クターなどの利用は東日本
では四万まで全額負担の扱
い︒超えた部分は一万を限
度に半額負担︒現行でも自

己負担を強いられている人
がいる︒年収六六〇万を超
えると課税対象という税制
法上の問題を除いても︑今
後仮に青森まで新幹線が延
伸した場合の第三セクター
の費用負担は現行の四万で
は届かず︒自家用車で通勤
も燃料費高騰で大変な実態︒
通勤費の改善要求を作成し︑
取り組みを進める︒
◆基本給の減額︒これまで
も五五才以上の基本給の減
額措置と第二基本給廃止を
要求してきたが︑実現して
いない︒制度要求について
は年内に解決を図りたい︒
数年後には六五才になっ
ても満額支給されない年代
に入る︒年金制度の改悪に
よるものだが我々の要求と
しては段階的に定年年齢の
引き上げをすべきと求めて
きた︒エルダーとの関係も
含め︑定年年齢のあり方や
減額廃止の議論をしていく︒
◆設備メンテナンス体制︒
黒磯での感電死亡事故は︑
ＪＲから見て孫受け会社の
社長の子息︒打ち合わせ段
階では工事対象外にも関わ
らず︑このような事故が発
生している︒この間施策の
検討委員会を重ね︑これま
での合理化施策において直
外区分の取り扱いがハッキ
リしているのか︑そうであ
ればしっかり守れと踏み込
むのかと議論︒職場総点検・
安全総点検で各職場の実態
調査を行い集約し改善を求
める取り組みを行う︒
◆女性問題︒制度改善要求
として︑例えば女性が静養
休暇を気兼ねなく取得でき
る職場環境をしっかり作る

べきと提起してきた︒出産
後もその子供を預けること
が出来るような施設を作る
ことが重要であると申し入
れた︒ただ十分とは言えず︑
職場によっては理解や合意
形成がなされずに︑結果と
して静養休暇を請求しきれ
ずに︑年休で処理している
ことも︒要員問題にも繋が
り力を注ぐ︒また契約社員
は購入券・年休・カフェテ
リア・寮などの福利厚生全
てに劣り︑または無い状況︒
正社員並みの取り扱いをす
べき︒また一年間働いた場
合は正社員化すべきという
ルールを要求︒
◆乗務員の要員問題︒七月
の交渉で会社は九〜一一月
に車掌・運転士になる人数
を明らかにし︑休労問題も
含め緩くなるとしている︒
しかし休労問題はこの間一
向に改善されていないこと
もあり︑運協と今後も検討・
協議をしていく︒
◆職場要求︒福島県支部か
らの一六六項目の職場要求
は︑今後窓口間で精査する︒
解消出来ないものについ
ては再度申し入れを起こす︒
◆車両の問題︒乗り換える
場合に四両から二両になる
など︑異常時の問題と合せ
て議論をしている︒支社も
車の要求を本社へ上げてい
る状況︒
◆学習会の開催︒和解やあっ
せんの内容については共通
認識と闘いの方向性を確認
の上でも必要︒検討する︒
◆貨物配転︒滝田氏の問題︒
貨物東北支社と交渉するも
すんなり行かない状況︒東
北貨物協議会と連携を取り︑

早く少しでも近くにという
取り組みを強めたい︒
◆出向問題︒福原氏の延長
だが十月に団交を予定︒仙
台支社の独自ルールとは会
社によれば五十二才から五
五才︑五五才から五七才︑
五七才から六〇才というラ
イフサイクルの切り替え
︵退職時期などの制度︶の
年令を言っている︒会社は
この時期に合せて出向の延
長をしてきており︑これま
でもそうした事例はあった
と思うがそれは延長を希望
し︑受け入れたということ︒
これを福原氏に当てはめる
のは間違いと指摘している︒
運用が出向協定のどこに書
いてあるのかと投げており︑
団交でも具体的な要求項目
としてあげている︒エリア
大会の回答では﹁支社でや
れ﹂だけではなく︑この発
令以降エリア本部から本社
へ話をし︑本社から支社へ
問題にならないよう働きか
けたが︑機能しなかった︒
協定では三年以内︑延長も
ありえるという中身︒組合
側として延長を一年にと主
張しているが︑会社側は明
確な返答をなし︒ただ︑希
望しない延長はすべきでな
く︑戻せという立場で団交
を求めていく︑というのが
エリア大会の回答︒
◆遠距離通勤︒少しずつで
あるが︑遠距離通勤・単身
赴任の解消が図られている︒
一方で乗務員区では呼び
出しは地元の人間が負担を
強いられ︑遠距離通勤者は
遠距離通勤で負担を強いら
れるという問題︒解消には
職場の声が必要︒国労組織

だけでなく負担がかかって
いる現状の改善に取り組み
を強める︒
◆ワンマン運転士の負傷時
対応︒本社での交渉時に
﹁負傷し防護無線発砲出来
ない場合どうするのだ﹂と
の問いに︑会社は﹁運転士
が手を離しても︑一定の時
間が経過した場合にブレー
キがかかるシステムを持っ
ていれば︑法的にはクリア﹂
との回答︒ただ︑本当にそ
れで良いのか︑という議論
は今後もしていく︒
◆財団法人国労会館につい
て︒法人をめぐる新しい法
律が秋以降実施される︒状
況については全国大会では
資料も含め代議員にはここ
数年来説明︒具体的手続き
の見通しがついた段階で本
部から説明があると思う︒
◆新雇用制度︒エルダー社
員については雇用の場が無
い場合もあり︑若松地区は
その典型︒近くて郡山︑ま
たは福島の職場が斡旋され
るというのが実情︒業務部
の会議でも﹁斡旋する箇所
が無い地域に限定でも︑六
〇才以降もＪＲで働くこと
の出来るルールを作るべき﹂
との指摘があった︒継続し
て検討をしていく︒
◆技術の継承︒保線・電気
など技術の継承は深刻な課
題︒例えば電力で言えばメ
セに変電経験者が居なくな
りつつあるが︑設備メンテ
の交渉では必ずメセに経験
者を置くというのが約束︒
仮に技セから配置するとな
れば要員需給も含め大変な
ことになる︒交渉で決定し
た事項を守れと踏み込むこ

とを検討している︒
◆Ｐ社毎の団交︒そこに組
合員が存在すれば交渉出来
るというのは労組法上当然︒
ただし労働協約を締結して
いない状況で︑相手がしっ
かりと向き合うかは疑問︒
よってそこに分会を結成す
ることが必要となる︒エリ
アでは昨年の大会から各Ｐ
社の分会作りを考えようと
提起した︒現在まで千葉地
本が結成をしているが進ん
でいない現状︒当面︑ＪＲ
東に対し︑Ｐ社毎に労働条
件改善の申し入れを年内に
行い︑ＪＲが各Ｐ社に正確
に伝えること︒そしてエリ
ア本部として各Ｐ社の本社
に要請し︑交渉権のあり方
について接近をしていく︒
◆昇進試験︒昇進協定の議
事録でも受験回数は意欲の
現われと確認している︒公
式・非公式あるが一定回数
以上の受験者に対する配慮
と努力を求めている︒また
エリア大会では改めて取り
組みの進め方について検討
させてもらうと約束︒今後
各地方の代表者を含めて具
体的に相談に入りたい︒
◆アスベスト︒四八一系の
車両から出たということだ
が︑会社の対応がタイムリー
であったか︑確かめたい︒
◆ビックロモ︒本社本部間
で三回の交渉を重ねてきた︒
投排雪筒では設計上無理
とされていたものが︑改善
がされ意義のあるもの︒今
冬での作業を見極めること
が大切︒
◆安全問題︒奥羽ＳＧ線の
臨時列車の事象は初めて︒
詳細報告を︒
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