事総点検運
５・ 〜６・１ 福祉問題学習会と慰労会
動から要求
６・２〜４
本部会計監査︵財政・会館︶
活動につな
１ ＪＲ不採用事件
◆各分会で﹁総点検・摘発
げる取組み
◆年度末前 行動﹂の集約を図り︑議論
を全分会が
後における の上現場長交渉に臨み︑仙 意思統一︒昨年 月に闘争
各種動員︑ 台駅連︑仙台建築︑小牛田 委員会を立上げ︑現場長要
４月 日に 運輸区︑貨物宮城︑東工所︑ 請行動まで意思統一を図っ
は︑鉄建公 仙石線駅連︑岩沼駅連など てきた︒
団訴訟の原告団である佐藤 で取組まれた︒
◆業務改善︒この間︑﹁等﹂
昭一氏を招いての講演会の
という曖昧な文言が使われ
開催︒
５
春闘総括
てきたため︑妥結後も﹁見
◆福島駅での新規採用者の ◆６月議会での意見書採択
極め﹂をする意味で年２回
国労加入と経過︒福島駅配 を目指し要請行動を取り組 ◆結果は周知の通り︒貨物 の交渉を行った︒今後に活
属になったＡ君が国労に加 む︒これから県内各単産オ ベアゼロ 年連続で抗議集 かしたい︒
入︒ 日には副分会長と書 ルグを予定︒６月 日︑稚 会︒旅客はやらないのかの ◆現場長要請行動の前段︑
五月一〇日に開催された 春闘中間総括会議の概要 記長が駅長に対し﹁Ａ君が 内闘争団家族との激励交流 声︒５月 日に３分会交流 チャレンジサポーターの指
は前号にて報告したが︑今号では各支部や分会の具体 国労に加入した﹂旨の通告 会︑ 日には支える会が励 予定︒
定は公平・公正に扱うよう
的取組みについて報告する︒
を
し
た
︒
ま
す
集
い
︒
求めた︒現場の対応は各科
も︒
◆当日勤務終了後からの動
６ 組織強化・拡大
毎に温度差が︒各分会の特
◆郡山駅では若者の意見な きとしてＡ君から︑﹁同期 ２ 拡大支部委員会
徴を活かしたい︒結果とし
ども聞きながら要求化し提 から同じ組合にと誘われた﹂
◆３月 日︑支部組織対策 て４分会全てが話し合いを
出︒非番に分会長と書記長 その後﹁もう一度考えさせ ◆２月 日に開催︒特徴的 会議を開催し意思統一︒新 持つことが出来た︒
１ 支部春闘総括
が出向き︑総括助役・総務 てもらいたい﹂との連絡が な意見は 歳と 歳の賃金 規採用者に対し︑各分会で ◆車体分会では分会役員プ
助役・副駅長が対応した︒ あり︑４月 日には﹁東労 カットの改善︑会社施設で 具体的な取組みが行われた︒ ラスアルファの７名が参加
組に加入した﹂と話がされ の集会等が多く開催されて 寮で待機してのオルグ行動 し︑課題毎に問題を会社に
２ １０４７名問題
た︒分会としての準備不足 いる︒多くの職場で若い人 は引率者に拒まれた︒今後 説明し︑話し合いをしてい
と東労組の巻き返しがあっ との関わりが意識されてき は各職場でのオルグ行動に ると報告が︒職場の中心に
◆県内主要単産オルグを支 た︒助役による不当労働行 ている︒
なる︒
国労が座る意味でも大事な
部４役で実施︒内容は３・ 為の疑義も払拭できない︒
◆仙台駅連の仲間の処分︒ 取組みと総括︒
判決の報告と礼状を持参 ◆その後５月８日には分会 ３ 支部学習会
事故自体は悪いこと︒しか ◆二つは大衆行動︒春闘期
し引続き政治解決に向けた 古川書記長に対し﹁白石蔵
し余に重い処分で立ち直る の３連続の集会への結集︒
支援の要請を行ってきた︒ 王駅白石在勤﹂の事前通知︒ ◆委員会の終了後︑学習会 機会が奪われていないか︒ 支部において百名を超える
会社はエルダー出向社員 として︑連帯する会の山下 一方で信濃川取水問題では 集会は春闘しかない︒マン
３ 組織拡大の取組み
の後補充を理由にしている︒ 事務局長から講演を受け︑ 処分の最大が減給︒東京圏 ネリ化しないよう企画内容
◆会社との和解があっても︑ 不採用問題の早期解決に向 では乗客に﹁水泥棒に金は の充実を図りたい︒
◆新規採用者に対する加入 現場においてはまだまだ根 けた闘いの意思統一︒
払わない﹂と居直られてい ◆施設利用︒支部を始め分
働きかけの状況︒郡山駅連 強く国労を嫌悪する状況が
る︒
会も利用が進んでいる︒昼
分会では４月 日︑駅会議 残っている︒東日本本部︑ ４ ダイヤ改正
◆エルダー社員の激励交流 休みの集会など他労組から
室にて新規採用者 名に対 地本の指導をお願いする︒
会を５月 日に開催予定︒ 注目を集める場面も︒
し︑ 分間の﹁組合説明会﹂ ◆悔しい思いをしたが︑今 ◆３月ダイ改はスイカ拡大︑
を実施︒分会執行部と地本︑ 後職場で仕事を通じて関わ 業務委託化︒委託化という
２ 組織対策行動
支部が入った︒
りを作っていく︒
が︑国労の配置がない︒職
◆当初会社は﹁説明会﹂に
場確保ならば無人駅を有人
◆支部として担当者を設定
難色を示したが︑分会の粘
に︑また収入アップの駅を １
春闘総括
し任務分担をし臨んだが︑
り強い取組みで実現した︒
戻すようにと主張してきた︒ ◆一つに分会の活性化︒仕 残念な結果に︒我々の足り
◆５月９
日︑支部
春闘総括
全分会・
班交流集会を開催︒現場へ
の要求書提出は福島運輸区
班︑福島駅班︑郡山保線区
分会の郡幹保班︑郡山駅分
会の郡山駅班の３分会４職
場︒郡山信通分会ではケー
ブル切断事故や年度末で繁
忙であり︑現場では落ち着
いてから後で話を聞くと言
われている︒
◆保線職場では在来はこれ
まで何度も提出をしている
が今回は幹線が先に︒４月
日に提出するも既に職場
環境が改善︵中間詰所のＴ
Ｖ・乾燥機・洗濯機︶され
ていて力が抜けたとの報告
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ない部分が明らかに︒今後
の課題︒
◆各分会においてもチラシ
配布を始め︑具体的な行動
を展開した︒結果が伴わな
かったにせよ意識を持った
行動が大切であり︑続ける
ことにより結果が出る︒職
場の中心になっている国労
組合員の姿をアピールして
いく取組みが重要であり︑
国労の力量が試されている︒

１
業務改善
◆総合車両
センター関
係業務改善
の提案を受
け︑職場・
制度要求︑春闘の要求含め
５回に分けて職場別集会を
開催︒
◆団交では︑会社側が問題
を積み残しで整理する日程
を提示してきたため︑変更
を求め︑結果は交渉後の整
理に︒
◆部外委託の問題では︑
項目の対立を残し終了︒車
両品質と安全無視の姿勢を
明らかにした︒
◆整理団交も対立点を残し
たまま︒また団交の途中に
部外委託のための教育指導
が行われるなど団交軽視が︒

２ 強制出向反対の取組み

09

◆４月 日︑部外委託に伴
う出向の事前通知が出され
た︒部外委託自体が問題で
あるとし︑組合員２名が口
頭で苦情申告を行い︑後日
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◆４月 日︑支部組織対策
会議を開催し︑ 日には新
〇
小
牛
田駅連分会
規採用者に対する声掛けを
佐藤書記長
行った︒ただその後の行動
はなく︑今後は新採と平成
◆栗原市
採に対しても︑具体的な取
議会の高
組みを実施していく︒
橋光治氏
が 年の
議員活動を経て勇退し︑職
場復帰︒しかし職場では手
続き︑受け入れ態勢の不備
１ バス会社実態
︵職務乗車証・共済組合関
係等︶︒手に負えない問題
◆バス会社 は年休が一つもないこと︒
も縮小され︑ 残り一年で退職とはいえ︑
昨年は久慈 労組として看過出来ないの

10

◆現場で
の話し合
いを４月
７日に開
催︒会社は副駅長と総務︑
組合は分会長・書記長・執
行委員︒要求書は組合的で︑
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◆春闘の取
り組み︒３
月に現場で
の話し合い︒
長時間に及んだ︒文書での
受け取りは拒否︒一部内容
だが︑エルダーの問題では
勤務の改善は困難だが職場
環境改善は話をしていくと
言われた︒
◆組織対策︒４月 日に社
会人採用が配属と知徳︒急
遽だが︑取組みを行った︒

◆ 春闘と
新入社員対
策を中心に
総括の報告
をもらった︒成果と課題を
確認できたのでは︒地本と
しても今後の取組みに教訓

申告票を提出したところ ４ 賃上げ等の取り組み
の職場が廃止︑働くものが では︒これからの問題とし 話し合うことは出来ないと 今後に活かしたい︒
﹁提出期限切れ﹂で受け付
福島・青森・仙台とバラバ て︑就業規則に盛り込む闘 言われたが︑﹁レジュメと
け拒否︒協約では﹁翌日ま ◆東日本はベアゼロ︑貨物 ラに︒以前はローテーショ いも必要では︒労基署に相 捉えてもらいたい﹂として 〇仙台保線区分会
で提出できない場合は︑口 は 年連続ベアゼロに社員 ンで帰れたが︑帰る職場が 談もしていきたいが︑﹁我々 応諾︒１時間程度で﹁改善
佐藤書記長
頭をもって申告できる︒以 割引制度の廃止が強行︒支 ない状況︒
の会社は労基署の指導がな できるものは対応する﹂と
後速やかに提出を﹂となっ 部は３月 日に﹁ベアゼロ ◆バス会社は寮も社宅もな ければパート以下なのか﹂ の内容︒新入社員に対して
◆設備メン
ており︑不当な扱いでない 回答に抗議する郡工支部集 い︒一年契約の契約社員を と本社に働きかけを︒
の組合説明会の施設利用に
テナンス体
か︒地本にも要請してある 会﹂を開催︒
経て６年から８年でバス社
ついては拒否︒
制の再構築
が︑見解を求める︒
◆貨物分会では春闘と職場 員試験を合格するが︑手取 〇岩沼駅連分会
◆毎年恒例の分会花見には
から８年︒
◆根本は委託拡大の合理化 要求を現場長に要請行動︒ り 万でアパート代は自腹︑
名が参加︒仙台・宮城野 職場集会の意見では︑﹁直 化する︒
石塚副分会長
施策であり︑それに反対す
どうやって暮らすのか︒昨
運輸区︑郡山駅連︑仙石線 轄社員がタイタンパー作業 ◆組織対策では自分も郡山
る支部への見せしめと捉え︑ ５ 地本指示の取り組み
年︑仙台市交通から受託し
◆ 通 学 定 駅連等多くの組合員が参加︒ をしている﹂﹁保安監査に 駅の新入社員説明会に参加
その内容と強制出向反対の
た七北田営業所では既に２
期 券 割 引 ◆仙台駅 名が配属に︒４ 伴い︑草刈りを直轄で﹂等︒ し︑緊張の中話をしたり︑
情報を門前で配布行動︒ま ◆活動家交流集会から春闘 名が辞めている
率が間違っ 月 日の配属日︑岩沼寮前 メンテナンス体制時の取り 福島駅の新入社員の加入に
た４月 日に﹁外注化拡大 事務局会議︑総決起集会な
て い て 各 でチラシを渡そうとしたが︑ 決め違反︒またタイタンパー ついては︑頭を悩ませなが
実施と出向強制に抗議する ど大衆行動に参加し︑目標 ２ 組織拡大
現 場 が 対 引率者に拒否された︒翌日 作業をさせているにもかか らその難しさを経験した︒
郡工支部集会﹂を開催し︑ を達成︒合わせて東北３工
応を迫られている︒４月
他労組の掲示板に加入の情 わらず︑振動病の検査をし ◆その裏返しに︑全体化を
闘う意思を示した︒
場交流と東北貨物交流会に ◆既に廃止となった十和田 日の支社電報において﹁割 報があり︑寮内で加入と推 ていない︒コンプライアン 進めていくという課題が残っ
も積極的に関わってきた︒ 南営業所にいた契約社員の り引き率が間違っていたの 測︒しかし新採も間もなく スと会社は声高に言ってい ている︒職場によっては全
兜森氏が秋田支店に配転︒ で調査をし︑対応を﹂とい 現場窓口に入り︑我々との るが法令違反の疑い︒まず くアクションが取れなかっ
６ 地域の取り組み
バス社員となり昨年 月︑ うもの︒内容は︑これまで 接触の機会も増える︒分会 団交で︑というのが筋だが︑ た所も︒働きかけられる体
国労に加入したが︑今年３ 通学定期で販売したものが 掲示板にも組合員の紹介を 労基署など利用してはとい 力と環境がないと組織拡大
◆郡山地区では教組と共催 月には仙台の白沢営業所に 高校定期と間違っていたと 掲示︒春闘・ダイヤ改正要 う意見もある︒
に繋がらない︒
で﹁働くものの権利を守る 配転︒単身赴任で頑張って いうことで︑対応は清算と 求など思い通りに行かない
◆我々の置かれている状況
メーデー集会﹂を毎年開催︒ いる︒過日の集会でも決意 発行替︒現在調査段階だが︑ が粘り強く頑張る︒
と︑日本の労働運動の主体
今後も地域の労組や市民団 が述べられたが︑特に自動 声として﹁４〜５年前のも ◆組合員の処分︒事象はやっ
がどこにあるのか︑そこを
３ 部外委託と出向実施後 体と連帯していく︒
車乗務員の勤務問題の勉強 のはどうするのか﹂﹁営業 てはいけないことであり︑
変革していくために︑まず
の取り組み
を頑張っている︒
部がもみ消しの動き︒問題 意見は様々有るが︑財政面 ◆栗原市議の年休問題︒か 企業の中で多数派の組織に
７ 組織強化・拡大
だ﹂﹁現場に間違ったこと では支えたい︒
つて一関市議の小野寺京子 変わっていかなければなら
対しての謝罪の言葉もない﹂
氏も年休がなかった︒ＪＲ ない︒そのために全体的な
◆東京の運賃誤表記ではプ 〇小牛田運輸区分会
になってからであり︑議員 労働組合運動や労働者の差
レス発表しているが︑今回
休職の扱いは変わっていな 別是正のために︑職場での
佐藤分会長
は水面下︒現場では﹁おか
いと思う︒
︻伊藤秀︼ 具体的な一歩を考えていか
しい﹂で一致︒調査等要請
なければならない︒
したい︒
◆定期券割引率の関係は支 ◆１番は現場である︒報告
社に確認する︒ ︻大沼︼
にあったように新しい取り
組みが生まれ︑これまでの
〇仙台駅連合
取り組みも着実に広がりを
昆野書記長
〇書記長まとめ
見せてきている︒その現場
が動きやすいように機関が
バックアップしていくこと
が重要︒地本は皆さんの様々
な運動を動きやすく︑やり
やすくしていくために会社
側と議論し︑引き続き環境︑
条件作りを進めていく︒
30

◆前述した職場別集会では
﹁時間超過や手直しが発生﹂
﹁危険作業の解消策の提示
がない﹂﹁団交では﹃経験
者が就くので短期間の教育
指導で十分﹄と言われたが︑
未経験者が作業に就いてい
る﹂﹁委託の作業が当初計
画より増﹂﹁作業服の貸与
数が足りない﹂などの意見︒
また﹁教育指導の不足に
より︑作業進捗に影響があっ
た場合︵一両流しの作業で
あり︑前が詰った場合︶は
どうなるのか？﹂という不
安の声もあり︑請負関連の
法律を参考に対策を検討︒
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