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部は大国労の思想を早く切
り替えろ︒いつまでも大国
労の考えでは組織の強化拡
大にはならない︒
◆他労組では無駄に超過勤
務をし過ぎている︒それを
ツラーっと見て見ぬ振りを
している管理者達︒割増賃
金という意味を若手社員に
教育すべきだ︒
◆養育︑教育に見合った扶
養手当と公的支援や減税︒
日本の将来のためにも緊急
な少子化対策の公的福祉 ･
保障制度の充実を︒
◆主任職までの自動昇格制
度を実施︒都市手当の見直
しと職務手当︵二級建築士
施
･工管理士︶︑自動車運
転手当の復活︒
◆国労のスローガンから︑
何時からか大幅賃上げ獲得
の文字が無くなっています︒
これで私の要求額は実現で
きるのでしょうか︒真面目
にアンケートに答えても本
気で春闘を闘う気があるの
でしょうか︒来春闘は是非
ストライキを配置して欲し
いと思います︒
◆ 才から 才は再雇用で
はなく 定｢年延長 と｣すべき
です︒再雇用でも最低限︑
現職場での再雇用を望みま
す︒
◆物価上昇分だけでも賃上
げを！
◆昇進試験では 回受験し
ても不合格の組合員もいる︒
救済の措置を︒
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１・

２・６ 東日本代表者会議
２・７ 東日本本部第 回
拡大委員会
アスベスト対策会議
東日本本部組織部長会議
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１・
第 回拡大中央委員会
２・１ 安全問題プロジェクト・
業務部長合同会議
２・３ 第 回地方執行委員会
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◆昨年からの原油価格の高
騰により︑灯油等の価格も
値上げ状態が続いているの
で︑寒冷地手当等の見直し
を検討してほしい︒
◆和解後の取り組みは点検
が不十分︑支社 本
･社の現
場への指導をもっとしてほ
しい︒
◆一番下の子供を大学に進
ませたいが定年近くまで学
費が掛かることから︑自分
たちの老後のことも考える
と ①
｢現在の仕事に従事し
ての定年延長② ・ 才の
賃金カットの廃止 を｣要望
します︒
◆ 才からの減額を止めて
欲しい︒まだまだ家のロー
ンが残っているのに収入減
は生活が苦しい︒
◆ ・ 才からの賃金減額
は業務 仕
･事量に変わりは
ないのだから改めるべきだ︒
エルダー社員の賃金は低す
ぎる︒物価が上がれば上げ
るようにすべきだ︒出向先
の労働条件を変えるための
具体的取り組み方法を組合
として考えるべきである︒
◆春闘はストライキで闘え︒
何故低回答でも抗議集会を
開かないのか︒国労は国労
らしいたたかいをしないと
組織の拡大にはならない︒
会社に擦り寄っても駄目で
す︒組合員 社
･員のことを
考えれば︑一定までの自動
昇格をしないと組合︑会社
のためにならない︒国労幹

統一

抵抗

団結
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東日本本部︑委員長・
書記長会議
総合車両センター
業務改善提案
バス夏季ダイヤ改正提案
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１・
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組合として︑他企業の実態 ず一番金のかかる時で大変
や裁判判例などを調査し改 な痛手だ︒仕事が制限され
善してほしい︒
る訳でないのだから︑せめ
◆賃金カットである 万円 て据え置きにすべきだ︒
は是非取り戻したい︒
◆昇進試験の明確化！
◆ ・ 才の減額を早急に ◆活気︑元気のある運動を！
止めろ︒第二基本給の廃止︒ ◆昇進試験が受けられる内
試験制度を止め自動昇格制 に昇職昇級させてほしい︒
度に︒
◆和解が実感できるよう頑
◆特定組合への優遇を改善 張りましょう︒
しろ︒
◆自動昇格制度の導入︑定
◆ 才の一割減︑ 才の二 年近くの賃金カット廃止︒
割減をなくすこと︑または ◆この様な調査は個人とし
軽減してほしい︒
てはあまり意味がないよう
◆和解前も和解後も︑差別 に思われやめてほしい︒
扱いする会社の態度は変わ ◆ ・ 才からの賃金カッ
らない︒変わったのは組合 トの制度がある限り︑基本
上部の姿勢︒遠距離通勤の 給ベースを上げないと 才
解消及びモニター制度改善︒ 以降の生活が不安となり老
◆ ・ 才からの減額制度 後の備えもできない︒
を廃止すること︒第二基本 ◆食費の物価が上昇してい
給の廃止を是非とも重点要 る分の賃上げを望む︒
求として取り組まれたい︒ ◆ ・ 才以降一割︑二割
◆昇進昇格については自動 減と給料が減らされるが実
昇格とされたい︒
際には 万円カットと同じ
◆寒冷地手当は 勤｢務地 で｣ ダメージがある︒身体が健
はなく 居｢住地 と｣すること︒ 康でもベアは 万円要求︑
早急に団交等で是正すべき！ 最低でも 万円必要︒
◆ ・ 才のカット制度を
廃止すべきであり︑国労と
して強く求めてほしい︒
◆配偶者の収入は失業手当
で期間限定の物です︒４月
から妻の失業︑娘の専門学
校の学費︑私の基本給５月
から１割カットとトリプル
パンチで大変です︒会社に
は︑せめて定年まで基本給
はカットせず定期昇給も継
続するよう切望します︒
55

23
27

◆勤続 年で自動昇格 指
｢
導職 を
｣︒ ・ 才の減額
廃止の取り組み強化を︒エ
ルダー社員希望者は全員希
望地 希
･望職を目指し︑労
働条件改善の取り組み強化
を︒不採用問題︑今度こそ
解決を目指し大衆にアピー
ルし春闘と合わせストライ
キを︒
◆ 才以上からの基本給減
額は︑子供の教育が終わら
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◆ ・ 才での二回のカッ
ト減額はあまりにもひどい︑
とりあえずは一回だけに︒
才以降の出向先での賃金
の大幅アップを︒
◆寒冷地手当は居住地で支
給を︒
◆差別拡大となる試験制度
の廃止︒第二基本給の廃止︒
◆税金等の非消費支出が多
額のため実質収入が減額さ
れ︑生活が圧迫されている︒
減税するよう強く望む︒
◆合理化により要員不足︑
新採は時間が掛かる︒昇進
試験の結果の公開︒
◆エルダー社員の賃金では
生活できない︑退職金の食
い潰しで生活している︒当
然︑年金でも生活できない︒
◆第 基本給の廃止︒本体
定年の延長︒賃金減額制度
廃止︒出向は希望者のみと
すること︒
◆ 才以上の賃金カットに
ついて︑業務内容 勤
･務時
間も同じでありながら賃金
だけカットされるのは納得
できない︒ 才以上で仕事
の効率が低下するのでしょ
うかそれを補うために要員
を増やしている訳でもない︒
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2009年2月20日
国労は毎年﹁賃金・生活実態アンケート﹂を取り組
み︑組合員・家 族の生活 の実態か ら︑春闘 要求の大
きな柱である﹁ 賃上げ獲 得﹂の要 求根拠を 明らかに
してきた︒ 同時に︑﹁意見・要望﹂の欄には組合員
の本音・生の声 が綴られ ている︒ 要求作り の参考と
仲間の意識の確認の意味で︑組合員の声を掲載した︒

◆業務量軽減のない 才以
上３割カット︵貨物︶は絶
対反対︒退職金を減らす第
二基本給は即時廃止すべし︒
今は退職金で家も持てない︒
今の賃金生活ではマイカー
の更新も出来ない︒家族の
ためにも車は必要︑何とか
更新できる賃金を︒
◆今でも安いのに ・ 才
のカットは厳しいです︒
◆年金など老後が心配です︒
◆闘う労働組合の再構築！
闘争団も私たちも改めて解
雇撤回のだたかいを！名誉
回復しなければ始まりませ
ん︑ストライキで！
◆満 才以上の社員への基
本給カット︑第二基本給制
度の廃止︒エルダー社員希
望者への待遇改善︑自動昇
給 昇
･格制度の導入︒春闘
での大幅賃上げ︒
◆要求額満額勝ち取るため︑
ストライキを含めた闘いを
したい︒ストライキで闘う︒
◆妻もいつまでも働けない
ので要求額も多くなります
が︑春闘で頑張って行きた
いと思います︒
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◆ ・ 才での基本給減額
を早急に止められたい！定
年まで昇給 ベ･アがあるべ
きです︒仕事は年々増え︑
ダイヤ改正ごとに一人ひと
りの仕事量が多く︑電子化
が進む中で商品も企画物が
多く多様化が進み大変になっ
ている︒労働実態の改善と
要員の増︑賃金の改善が早
急に求められている︒
◆職場の働かされ度︒問題
があっても余裕が無く見え
なくされている︒
◆今後多くの組合員がエル
ダーとして働くことになっ
て行きますが︑関連会社の
労働条件の劣悪さが露呈し
ています︒国労総体として
労働条件の改善に向け労安
法︑労基法も活用しながら
取り組む必要があると思い
ます︒国民生活の破壊は︑
自公政権で筆舌に尽くし難
いものになっています︒組
織されている労働者として
生活改善や制度政策要求実
現に向けての闘いの方向性
を示して行かなければなり
ません︒不採用問題も︑国
民生活と一緒にあり共に闘
う素地は一緒だと思います︒
◆来年 月︑ ％の減額対
象となり︑ますます生活が
苦しくなる︒子供二人は今
後︑進学 就･職 結･婚等々多
額の資金が必要となり︑
年間かけてきた財形年金も
解約した︒自分の老後のこ
とや今現在の生活も大切だ︒
これから賃金も上がらず減
る一方の中で遣り繰りして
おり︑最低ラインの要求で
記入しました︒
◆出向して労働条件が厳し
く 才前で退職している︒

この先 才まで身体が持だ
ない︑労働条件改善を！
◆出向会社に管理者が出向
し︑自分の会社のように出
向会社を変えようとしてい
る︒二年前︑横の繋がり強
化として組織統合を図った
り元に戻したりと︑社員の
生活設計︵通勤等︶を無視
したものとなっている︒和
解以降の昇進試験において
も︑この間十数年受験して
いるが合格しない組合員が
いる︑救済措置を︒
◆安全で安心して働き続け
られる職場作りをお願いし
ます︒
◆年令の割に月給が安いと
妻︒
◆毎回アンケートの中身が
変わらないので内容を充実
させるようにして下さい︒
春闘をストライキで闘うべ
きであると思う︒
◆ 才賃金 ％カットを改
めること︒東日本並みに年
金受給年まで社員と同等の
扱いを取り組んで欲しい︒
今月は通勤手当が入ってい
るため手取り総額が多 なっ
ている︒標準報酬額が大き
くなり掛金も増となる︒
◆嘱託社員の基本給を増額
されたい︒新規採用者より
低いのは認められない︒
◆通勤手当でな 通勤定期
を支給するよう要求された
い︒遠距離通勤を解消する
よう要求されたい︒ 才で
の ％カットは止めること︒
二年の転勤の約束が既に五
年になる︑転勤できる状況
ではなかったがイヤなら辞
めろということなのでＯＫ
した︒現実的に一回も転勤
したことがない人︑ダイヤ

改正がらみの不足 名にも
係わらず退職したい人を引
き留めてまで私を元職場に
帰さないのは何か理由があ
るのか聞いて頂きたい︒
◆ 才以上の賃金を元に戻
して欲しい︒
◆ 才以上の賃金の減額を
止めて欲しい︒再雇用制度
が出来ても地元で働 場所
があまり無く︑地元で働
場所を確保して欲しい︒
◆早く不採用問題を解決し
て欲しい︒ 才まで働き続
けられる労働条件と安心し
て生活できる年金︑医療制
度を作って欲しい︒
◆年令的に将来を考えれば︑
健康問題以上に生活を支え
る賃金や年金が一番の心配
事である︒定年延長も再雇
用制度の中身が全 現実味
がな ︑退職金 第
･二基本
給の問題も含めて改善に向
けて本気になって闘って欲
しい︒この賃金アンケート
を形ばかりの取り組みとせ
ず︑要求額の重みを受け止
めて欲しい︒
◆ガソリン高騰のため通勤
手当が足りない︑即刻上げ
て欲しい︒
◆昇進試験改善の運動はやっ
ているのでしょうか︒そう
であれば具体的な内容を機
関誌に載せて下さい︒
◆旅客会社並みのボーナス
を支給されたい︒貨物の労
働条件は厳しいわりに賃金
は最低である︒これにはい
ろいろな原因があると思う
が︑もっと国労が提起した
交通政策を前面に出して欲
しいです︒
◆ 才からの賃金 ％カッ
トは廃止するよう強く要望

します︒現在会社は︑試験
制度で昇進可能ですが︑主
任職まで自動昇格となるよ
う運動を進めて欲しい︒
◆物価高︑増税の中で賃金︑
特に手取りがマイナスになっ
ており︑切り詰めにも限界
がきている︒大幅な賃上げ
を全ての面で優先されたい︒
定年延長の希望と共に働き
続けられる環境作りに早急
な対応を希望します︒
◆昇進差別を止めさせ︑受
験結果をガラス張りにさせ
よう︒
◆生活してい 上での掛か
るお金は少なくなる訳では
ない︑基本給減額カットは
止めて欲しい︒
◆自動昇格せよ︒指導職︑
主任職の社員はそれなりの
仕事をやってもらわないと︒
それでなければ降格も考え
てもらいたい︒
◆不採用事件の早期解決の
ために︑精一杯の取り組み
を行うようお願いします︒
◆第二基本給︑賃金減額廃
止︒出向なし 才に定年延
長を︒遠距離通勤の廃止︒
子供の扶養手当を第一子４
万円︑第二子５万円︑第三
子 万円にされたい︒
◆老後の備えに充当できる
賃金体系にして欲しい︒
◆マイライフプラン研修で
退職金︑年金計算の元にな
る賃金が安すぎる事を実感
した︒第二基本給の廃止︒
研修は現場の業務を無視し
た計画や長期的なものは止
めて欲しい︒波動的な要員
確保を守ることが前提であ
るべきだ︒国労組合員の発
言は高まっています︒主任
会議 安･全衛生委員会に参

加する国労組合員が増える
ことを要望します︒
◆昇進試験についてもっと
丁寧な討論を︒
◆再雇用問題の第一は︑
で勤務することを基本とし︑
希望があれば出向に対応す
ることとせよ︒Ｐ社では︑
我々のお金一切を面倒見な
ければならないことと︑
として我々のお金の面で対
応していない︒悪い言葉で
は ロ｢ベらし に｣他ならない︒
また︑対国労差別が見え見
えである︒昇進試験は主任
以上とせよ︒電気係から主
任まで同じ職務内容になっ
ているので︑電気 電
･技の
職名を廃止し技術係でよい︒
︵電気係は入社半年まで︑
以降は電技とする制度とせ
よ︶
◆ただただ生活費に喰われ
てしまう︒
◆再雇用者への設問は別に
して欲しい︒扶養手当１万
６千円︑住宅手当５千円が
無くされた︒是非戻して欲
しい︒体力も気力も落ちて
いるのに何倍も働き１６万
２８００円はどうしても納
得できない︒せめて現給保
障として欲しい︒出向会社
の場合︑テムズ社員には支
給されている責任者手当な
ど一切付かない︑何とかし
たい︒体調を崩すほどの仕
事〜この現状を何とかした
い︒ 本体の皆さんにも考
えて貫いたい︒
◆ガソリン代等物価が上が
り生活向上資金の要求が必
要︒春闘で賃上げ頑張って
貰いたい︒
◆ 才以降の賃金カットを
止められたい︑仙台の銀行
JR
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の判例等を参考にして裁判
等で闘えないでしょうか？
◆ ・ 才での賃金カット
は早急に止めて賃いたい︒
配転 出
･向は個人の意見を
十分に尊重すること︒
◆現在 才︑子供の進学と
住宅ローンの返済を抱えて
今後 才からの賃金カット
は生活に重大な負担となる︒
何故同じ仕事をして賃金を
カットするのか意味不明で
ある︒老後の備えなど話の
他︒多 の 社員は同じ境
遇であろうと思います︒
◆昇進試験の関係で︑仕事
は誰よりも出来 年近くも
働き試験も 数回受けても
受からないのはどう考えて
もおかしい︒勤務成績に特
に問題がなければ一定の期
間が経過すれば自動的に昇
格する制度を早く確立させ
る必要があると思います︒
◆ ・ 才の基本給カット
は廃止されたい︒廃止しな
いならば業務量を併せてカッ
トして欲しい︒教育訓練や
勉強会は勤務時間内として
欲しい︒１０４７名の早期
解決を望みます︒
◆ 才以上の独身者入寮ま
たは食事を可能にして賃い
たい︒ガソリン代の価格に
合わせた寒冷地手当の支給
を︒食堂のメニュー︑食材
の充実化︒ウオッシュレッ
ト 暖･房便座の完備︒
◆ 才︵
︶︑ 才︵
︶そして 才出向︵ ︶
の賃金カットは納得が出来
ない︒経験年数の長い労働
者を馬鹿にしたもの︒直ぐ
に止めさせるべきだと思う︒
◆若い人がいないために技
術継承が心配だ︒今から対
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50
%

<

55

<

30

57

策をしないと出来ない︒
◆再雇用制度は使いたくて
も使えない︒地元の働く場
所を作るべきだ︒
◆本社︑支社の人と現場労
働者との感覚の差がある︒
イベント︑大会︑発表会︑
勉強会など数多くあって大
変である︒これらに出席し
なくても︑その分当日シワ
寄せになっている︒これか
らの年金問題はどの様にな
るか不安である︒
◆昇進試験を受ける取り組
みは全体的なものとしては
無理がある︒それは国労組
合員が年令的に高令化して
いると言うことだ︒自動昇
格制度をしっかり要求して
欲しい︒ガソリンの値上げ
により通勤費では合わない︒
タイヤやオイルなど通勤に
使う自動車の維持経費の一
部も支払いを受けたい︒ポ
イント融雪装置など社員や
利用者の声から設置を決め
て欲しい︒儲からない所に
は金を掛けられないと言う
ことを改めて欲しい︒

退 職

月 日
紺野 一政さん
仙・宮運輸区分会
エルダー

31

長い間お疲れ様でした

佐久 間 信 行 さん
会津若松地区分会

本間 恒雄 さ ん
仙台保線区分会
エルダー

鷲頭 健二 さ ん
仙石線駅連分会
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