発行責任者 橋本 昭二

座り込み開始

国労東北協議会と国労仙
台地本は２００９年春闘勝
利に向けた取組みの一環と
して︑仙台市内において大
衆行動を展開︒
３月６日には国労東北総
決起集会︵国労せんだい速
報版２５４４号参照︶を開
催︑翌７日には国労仙台総
行動を開催した︒

Ｎo . 2546
2009年3月25日
総行動は仙台市匂当台公
園において十一時から開会︑
参加した組合員が整然と座
り込みを開始した︒
同時にオープニングセレ
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２・
２・

団交︵ダイ改・申 号︶
団交︵ダイ改・申 号︶
第１２０回地方委員会
第 回婦人部定期委員会
春闘第３回事務局会議
団交︵ダイ改・申 号︶
団交︵ダイ改・整理︶

モニーとして﹁森風輝龍太
鼓︵しんぷうきりゅうだい
こ︶﹂の皆さんによる力強
い太鼓演奏が披露され︑総
行動参加者への熱いエール
が送られた︒
主催者を代表して挨拶に
立った橋本委員長は﹁空前
の経済不況の中︑企業は労
働者の首切りで凌ぎ切ろう
とし︑その結果︑我々労働
者の生活はどん底に喘ぎ︑
衣食住の生活基本権すら奪
われている︒労働運動が停
滞している中で︑少しでも
市民にアピールし︑運動と
連帯の輪を広げよう﹂と訴
えた︒また集会へは政党・
友誼団体・国労議員団など
多くの方々に駆けつけて頂
いたき︑連帯と激励の挨拶
を受けた︒

２・
２・
２・

編集責任者 武田 昌仙

チラシ配布行動
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団交︵ダイ改・申 号︶
中央行動
団交︵ダイ改・申 号︶
国労東北総決起集会
国労仙台総行動
第６回執行委員会
中央行動

春闘川柳表彰

３・
地本組織対策会議
３・
団交︵総合車両センター
関係業務改善・申 ・ 号︶
３・
団交︵同・申 ・ 号︶
３・ ・ ・
中央行動
３・
鉄建公団訴訟控訴審判決

集約集会とデモ

集約集会に移り︑地本大
沼書記長は﹁連日の集会に
も関わらず︑多くの組合員
が結集し︑昨日の集会には
４２８名︵内仙台地本３０
３名︶︑本日は２８７名と
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宮城県 交運労 組協議 会
鈴木 巌議長

日本共産党
高橋千鶴子衆議院議員

仙台市議会
大槻 正俊議員

仙台市議会
石川けんじ議員

仙台市議会
相沢 和紀議員

仙台市職員労組
佐々木安夫委員長

宮城県労連
高橋 正利議長

建交労宮城地本
佐藤 稔委員長

共産党宮城県委員会
五島 平書記長

社民党宮城県連合
岸田 清実幹事長
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行動を展開 上位十句︻次頁参照︼が紹
し︑春闘︑ 介され︑入賞者へ橋本委員
合理化・安 長から賞品が手渡された︒
全問題︑不
採用問題︑アスベストなど 決意表明
のチラシ約三千枚を市民に
続いて各支部等からの決
配布した︒また来賓として
参加の本部望月総務財政部 意表明として︑仙台闘争団
高橋団長︑貨物協議会岩井
長からは春闘情勢とＪＲ不
議長︑東北自動車支部佐藤
採用問題︑組織問題等につ
書記長︑山形県支部伊藤書
いて報告と提起がされた︒
記長︑郡工支部本田執行委
員︑福島県支部小檜山委員
ミニ学習会
長︑仙総支部庄司委員長︑
宮城県支部秋山委員長から
更には﹁青空 それぞれ力強い決意が述べ
ミニ学習会﹂と られた︒
して︑①貨物の
更には︑地
合理化問題を東
方大 会以 降
北貨物協議会の
の組 織拡 大
大越事務長より︑
者の 決意 と
②電気職場の安 して︑自動車支部の兜森さ
全問題を仙台電気協議会の んと佐藤書記長︑郡山駅連
千葉議長より︑③アスベス の佐藤分会長より挨拶と決
ト問題については地本アス
意
表明を受けた︒
ベスト対策会議の佐藤事務
また味が好評の﹁玉こん
局長より︑それぞれ報告と にゃく﹂のカンパ額２５︐
問題提起をして頂いた︒
８２１円は全額橋本委員長
から仙台闘争団高橋団長へ
手渡された︒

２・
３・３
３・５
３・６
３・７
３・
３・
27
11 11

次 にアト
ラクション
として定着
を見せてい
る春闘川柳
の表彰式が
行われ︑投
票獲得数︑

統一

抵抗

団結
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恒例となっ
ている︑
Ｄ 合唱
団による
歌声を鑑
賞した後 ︑
市内三箇
所に分かれてのチラシ配布
51
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第２５４６号

月 日︑こくろう会館
において第一回地本組織対
策会議が開催された︒
会議は中島副委員長の司
会で開会し︑橋本委員長よ
り主催者代表の挨拶を受け
た後︑東日本本部武田組織
部長から組織拡大の現状と
取り組みについて提起がさ
れた︒︻下囲み︼
地方本部からは後藤組織
部長が①一括和解以降の状
況と組織の現状② 年新採
者の獲得に向けた組織拡大
運動の総括③今後の具体的
な取り組みについて提起を
行った︒

第一位
指示を出す
上司の回路 誤配線
配線マン
第二位
パートナー
増える業務 無理言えず
ワカサギ 与作
第三位
うすくなる 髪と給料 記憶力
ふえるのは メタボと愚痴残尿感
あと少しで仲間入り
第四位
可愛いな
孫のホッペに口付けす
微笑みジジイ
第五位
ルールを守ろうと言われても
会社の施策は ルーズなり
アベノナカマサタロウ

両日合わせて延べ人数では
地本組織の六割の動員を勝
取った︒両日の行動力と団
結を職場においても実践し︑
諸要求の獲得と諸課題の解
決に向けて奮闘する事をお
願いしたい﹂と集約︒
集会アピールが佐藤婦人
部長より読み上げられ︑全
体の拍手で確認された後︑
最後に橋本委員長の団結頑
張ろうで集会を締めた︒
参加者一同は隊列を組み︑
Ｄ 合唱団のうたごえに送
られながら︑仙台駅前まで
のデモ行進に出発︒シュプ
レヒコールで市民へのアピー
ルを行った︒
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年 月 日付けで国労に新
規加入したＪＲバス東北社
員の兜森氏が国労加入に至っ
た経過と決意を述べた︒
︻以下要旨︼﹁平成７年バ
ス東北に契約社員として入
社︑勤務地の十和田南営業
所が平成 年に廃止となり︑
その後は秋田支店に単身赴
任で勤務︒１年更新の 年
間に及ぶ契約社員期間を経
て社員となったが︑この間︑
見切りをつけて職場を去っ
た人︑不満があり社員試験
を受けないで契約社員のま
ま 年以上働いている人も
いる︒一方で１〜２年で社
員になる 〜 代の人もい
て︑この差は何かと思って
いた︒ＪＲ各社︑バス各社
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※事務局の集計誤りにより︑一部
順位の変動がありました︒関係者
には心よりお詫び申し上げます︒
また川柳へのご協力︑誠にあり
がとうございました︒
︻春闘事務局一同︼

第七位
合理化で
仕事は増えて 人は減る
２組１班
手取り見て
デートする気も消えうせて
ロケットしんたろう
誕生日
今日は豪華に発泡酒
いつも第３ビールを
飲んでる労働者
差別され
冷や飯食わされ 放置され
どえむ

また特別報告として︑昨

3

我が職場
所長の支持率麻生以下
チェケラッチョ！

退職のお知らせ
１月 日

は利益を上げているがその
底辺を支えている私たちが
こうした現状で良いものか？
誰かが現状を打破しなけ
ればという気持ちが強く︑
こうした諸問題について国
労の皆さんと共に闘う決心
がつき加入した︒加入の際
は皆さんの手助けもあり︑
問題なく加入することが出
来た︒皆誰しも多かれ少な
かれ現状に不満があると思
う︒一方で行動に立ち上がっ
たことで不利益を受けたく
ないのも本音︒だが内部告
発して業務を干され退職し
たトナミ運輸の串本氏や独
裁者の国の国民に比較すれ

長い間お疲れ様でした

山岸 秀俊さん
小牛田保線区
︵エルダー︶

渡部善九郎さん
若松地区︵エルダー︶

猪瀬 正友さん
若松地区︵エルダー︶

橘
正一さん
福島地区

31

ばまだまし︒先輩たちが経
験した国鉄改革の茨の道に
比べればトゲも丸くなって
いる︒これからもご指導を
お願いしたい﹂

次に つの分会から﹁昨
３月１日より︑仙台地本の書記として
勤務している沓澤萌加さんです︒
沓澤さんは︑本年７月末日をもって定
年退職を予定をしている岡崎さんの業
務を引き継いで頂く
ことになっています︒
地本へお越しの際
は︑ぜひ優しく声を
かけて下さいね︒

年の経験から学ぶ﹂をテー
マとした拡大の取り組みの
実践報告がされた︒
郡山駅連合分会の佐藤分
会長は︑①日常的な関わり
はもちろんだが︑職場での
問題点の改善や個人の問題
も取り上げること︑更には
転勤しても付き合う人間・
信頼関係をつくることが重
要︒仲間の関わりでは︑役
員でない︑一般組合員の奮
闘と決意が大切②分会執行
委員会では毎回議題に︒リ
ストアップとオルグの実践︒
組合員・家族交流会の実施
と仲間の参加③昨年の取り
組み〜新採歓迎会への駅長
等への来賓要請・新採者へ

の﹁入社おめでとう﹂﹁私
たちが国労です﹂チラシ配
布︒分会情報の活用や顔写
真入りチラシの作成④東労
組の混乱・迷走に対し︑職
場の声を代表している国労
運動の優位性に自信を持っ
て組織拡大を取り組もう︑
と報告︒その後仙台信通区
田中副分会長︑郡山信通区
大橋副分会長︑貨物宮城結
城書記長より昨年の取り組
みを中心にそれぞれ報告が
された︒
最後に全体で意見交換を
行い︑間近に迫った新採者
の現場配属に対し具体的取
り組みの意思統一を図り︑
散会した︒

統一

抵抗

団結

０５年の昇進和解、そして０６年
の一括和解以降、52名もの仲間が
国労へ復帰・加入している。特に
昨年９月の定期大会以降、17名の
復帰・加入があり、今までにはな
い流れが出来てきている。一括和
解以降、私たち国労は和解の趣旨
に則り、公平・公正に扱うよう会
社に求めてきた。しか
しながら分会アンケー
トの結果から不公平感
が払拭されていないこ
とを指摘し、中労委に
対して「あっせん」を
申請してきた。それに対して会社
は応諾したものの、事情聴取段階
で膠着状態が続いていたが、会社
が事象に対して誠心誠意団体交渉
で対応することを表明し、中労委
は「自主解決に向けた機運が醸成
されつつある」とし、労使交渉に
委ねると判断をした。
今後、職場で起きている不公平
な取り扱いについて、事象を示し
ながら改善させて行くことが必要
になる。
その一つとして、新規採用者を
柱とした組織拡大の取り組みが重

要である。和解以前は、研修セン
ターで一括して東労組加入が進め
られてきたが、和解後は、私たち
の申し入れなどの取り組みによっ
て昨年から未加入で現場配属する
状況を作り出し、２年連続で東労
組１００％加入を阻止することが
出来た。
しかし仙台では、独身寮で加入
させるなど、まだまだ公平・公正
な扱いを行っているとは言い難い
ところも見られ、本社、支社に対
しそれらも含め申し入れ
を行っている。
貨物についても昨年３
月に和解したが、研修期
間中に貨物労組が説明会
を行い、一括で加入させ
ていたことも明らかになっている。
今年も４月には東日本で１８０
０名、貨物で１２０名の新規採用
者が希望を持って入社してくる。
和解の趣旨を会社に周知徹底させ
るために、サポーターの国労指定
や各組合に労組説明会を実施させ
るなど、公正な扱いを現場段階で
も求めて行くことが必要。
全分会が職場の問題の改善と新
規採用者獲得を柱に組織の強化・
拡大を取り組む中から差別のない
公平・公正な職場を作り働きやす
い職場を作っていこう。
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