発行責任者 橋本 昭二

地方本部内ではこの数年︑教宣活動が活性化し︑機
関紙を発行する機関が増加の傾向にあります︒
先駆けている機関に学びながら︑教宣・機関紙活動
を通じて組織の強化・拡大を図りましょう︒
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と直外仕切りを中途半端な
まま移行したために︑５月
１日以降にも︑業務の委託
が随時行われて︑移行時点
のままの要員数で業務量だ
けがどんどん増えているこ
との報告︒﹁ＴＫＫの若い
人はガツガツやっている︒
昼休み時間が終わらない
うちから作業を始める時も
ある︒自分たちも負けたく
ないからやるようになる︒
体重が３㎏減った︒全検
キハは立ちっぱなしで一服
も容易にできない︒一服時
間にコーヒーを飲めるのは
週に数回しかない﹂と仕事
がきついとの報告がありま
した︒その要因として絶対
的 な 要 因 不 足 があ げ ら れ
﹁解ぎ装作業のうちのフト
ン関係は長谷川環境に︑全
面ガラスは皆川自動車ガラ
ス等の孫請けに外注に出さ
ざるを得なくなっている︒
ジャッキ作業は年休や出
張が出ると︑５人確保でき
ないまま作業する場合もあ
る︒３人なんていう時もあっ
た︒補充してもらいたいと
要求したところ︑管理者は
﹃要員をどこから持ってく
るんだ︒ＪＲからの出向者
をもっと増やしてもらうか﹄
などと言っている﹂等の報
告がありました︒改善要求
をつくり︑今月末頃に地方
本部に提出する予定です︒

この間︑不当な出向延長
も含めれば５年という長き
に渡り東北交通機械に出向
させられていた︑当分会の
福原さんに対し︑仙台支社
は２年繰り上げて新幹線総
合車両センターヘの復帰を
命じ︑７月１日付けで車体
二科への配属となりました︒
みなさん承知の通り︑福
原さんは平成 年７月に新
庄運転区から東北交通機械
に出向となり︑私たちと同
じ台車科で働いてきました︒
出向終了の平成 年７月
に希望を無視され１年間の
延長︑そして昨年の平成
年７月には︑またもや本人
の希望もそれまでの団交で
の確認事項も無視して更に
３年間の出向発令が出され
ました︒組合として支部・
地方本部・東日本本部が一
体となって︑団交において
以前確認した事項を無視し
ている事︑本人の意思に反
した出向延長の発令は認め
られない事等を主張すると

この度は︑宮城県での物
販オルグでお邪魔させてい
ただき︑ご支援︑ご協力を
頂き誠に有難うございます︒
オルグに際しては至らな
い点︑不手際などもありご
迷惑をおかけしたのではな
いかと思いますが︑ご容赦
いただきたいと思います︒
何時もお世話になりなが
ら︑この度はまた多大なカ
ンパを頂き︑誠に有難うご
ざいます︒カンパにつきま
しては闘争団の活動に大切
に使わせて頂きます︒
私どもの闘いも﹁一日も
早い解決を﹂と言いつつ二
十三年目となりましたが︑
裁判の闘いは︑いよいよ最
後の最高裁での闘いとなり
ました︒﹁訴訟救助﹂も決
定し︑諸手続きを進めてい
る段階ですが︑他の鉄道運
輸機構訴訟や国労訴訟︑横
浜人活訴訟︑全動労訴訟の
地裁︑高裁での状況を見な
がら模様で本格化するのは

７・
本社団交︵昇進試験問題︶
８・１ 地本出向連役員会︵仙建︶
８・７ 第 回執行委員会・第３回拡大闘争委員会
会館運営委員会・岡崎均さんに﹁感謝する会﹂
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共に︑出向延長の理由とさ
れた問題点についても︑ひ
とつひとつ事実確認した上
でクリアし︑支社に対して
その結果を突きつけ︑きち
んと対応するよう強く求め
てきました︒結果として支
社は福原さんと産業医の面
談の結果等を受け止め今回
の発令となりました︒福原
さんは︑﹁希望がやっと叶っ
たのはうれしいが︑この間
の支社の対応には怒りを通
り過ぎて本当にあきれるば
かり︒なぜ当たり前のこと
を当たり前にできないのか？
最後の最後まで会社への不
信と不満が残る︒﹂と言っ
ています︒その反面﹁強制
配転や出向のおかげで︑仙
台や新庄︑そして幹総とあ
ちこちに仲間が増えたので︑
その点については自分には
有意義だった︒﹂と福原さ
んらしい言葉も聞かれまし
た︒福原さんには５年間台
車分会の仲間として各種動
員や集会等に積極的に参加
してもらい︑運動の先頭に
立って奮闘してもらいまし
た︒ありがとうございまし
た︒台車分会としては力強
い仲間が一人減ってしまう
ので非常に寂しい限りでは
ありますが︑今後は運転分
会でも持ち前のパワーで国
労運動を牽引してほしいと
思います︒５年間お疲れ様
でした︒
20

Ｎo . 2561
2009年8月20日

編集責任者 武田 昌仙

聞くと︑﹃コンプライアン
スの社員教育を徹底する﹄
と言っていた︒社員教育よ
り幹部自身の問題ではない
﹁不正取水問題﹂と言うと のか︒ＪＲは勘違いしてい
あまり深刻な感じがしませ るのではないのか﹂と︑Ｊ
んが︑信濃川発電所におい Ｒに対して不信感をあらわ
て︑実はかなりあくどいこ しています︒
とをやっていたようです︒ 現場社員に対しては徹底
国交省に対して２度も虚偽 して厳しく追求するくせに︑
の報告をしたことや︑計器 この犯罪行為に対しては︑
に細工をしていた他にも︑ ずいぶんと緩い対応という
違反となる工作物が２５０ か﹁コンプライアンスの社
箇所以上設置されていたこ 員教育﹂などと責任を現場
とが明らかになっています︒ になすり付けるようなこの
そしていまだに︑誰が︑ 嫌らしさは何なんでしょう︒
どのような動機で︑指示し
たのかも明らかにされてい
ないといいます︒
地元の人の話しでは︑
﹁ＪＲの幹部が謝罪に来た ６月 日に﹁外注化に伴
ので︑今後どうするのかと う出向者懇談会﹂を開き︑
出向後の職場実態等の交流
を行いました︒出向者から
は﹁ＪＲのときはキハの電
気連結器は全検しか外さな
かったが︑委託になった後
に要検も外すようになった︒
機動グループでやっていた
煙導管もやることになった﹂
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まだ先のようです︒
に初出動したとき︑宮城野
また政治による解決の闘 事業所長に︑この資格につ
いは︑六月までには何とか︑ いてほとんど使用していな
政府含めた動きをと考えて いと経過を説明したところ︑
いましたが︑解散総選挙日 このあと社長に挨拶に行っ
程が入ってしまい︑具体的 たとき︑所長自身が︑社長
な動きは選挙後の新たな政 に強く﹁これまで言ってき
権下での攻防となりました︒ たように溶接とフォーク
いずれにしてもここ何ヶ の技術者を入れてくれ﹂と
月かの間に行く末が決まっ 要請していました︒
ていくものと考えています︒ 社長も私のこれまでの業
私たちも︑再度闘う体制を 務内容を聞いて﹁あ︑これ
点検︑整備して重要局面の は車両検修の方だったかな﹂
闘いに全力を挙げる覚悟で と言っていました︒
す︒闘いは︑裁判闘争を含
私が資格で選ばれたとい
めて︑いま暫く続くことに うことがまったくでたらめ
なりますが︑引き続きのご な説明だとわかりました︒
支援とご協力をお願い申し
第２に︑ここでは所長を
上げ︑御礼といたします︒ 含め 名が働いていますが︑
有難うございました︒
ほとんどの方がハローワー
クの紹介だそうです︒その
国労稚内闘争団
他には︑ＪＲ貨物からの出
団 長
万城目 匠 向者が２名︑ＪＲ東の再雇
用者で出向者が２名︵内１
名が私です︶で︑この４名
全員が国労です︒ＪＲ内で
最も多くの組合員がいる組
合からは一人もきていませ
ん︒なぜなのか︑仕事が厳
しいからというのでは公平・
公正な再雇用ではありませ
ん︒
第３に︑土・日も業務が
ＪＲ貨物東北ロジスティ あり︑休日が一日単位でバ
クスに出向を命じられて一ヶ ラバラに入れられるため︑
月が過ぎました︒
なかなか連休がとれません︒
この間︑今回の再雇用が︑ 親の関係で︑時々盛岡に
本部・本社間の団交経過を
無視したものであり︑かつ
公平・公正に行なわれてい
ないと指摘してきましたが︑
このことがますます明らか
になってきています︒
第一に︑会社からは持っ
ている資格で選ばれたと説
明されましたが︑７月１日

帰らなければならない私の 条︑昇進の選考基準には︑
事情を会社は知った上で︑ ﹁社員の昇進にあたってば︑
こういう職場に出向を命じ 試験を実施し︑社員として
ました︒これは本部・本社 の自覚︑勤務意欲︑執務態
間の団交経過とまったく違 度︑知識︑技能︑適格性︑
うものです︒
協調性︑試験成績等の人事
いずれにしても先輩︑国 考価に基づき公平に判断し
労組合員の方からいろいろ て行う﹂とある︒これを見
教えられ何とかやっている る限り︑ペーパーテストは
のが現状で︑当面は︑働き 選考基準の八つの内のひと
続けることが私自身の運動 つにすぎない︒どの程度の
だと思っています︒また︑ ウエイトを占めているか︑
６月 日の分会主催の激励 会社が公表しないのでわか
会︑記念品までいただき︑ らないが・・・︒
本当にありがとうございま
また︑東労組員の管理者
した︒機会がありましたら︑ が我々の査定をしている状
分会行事にも参加し︑こん 況では︑当然合格率が低く
なことがあってはならない なると想定される︒この点
再雇用の実態報告をしたい では︑﹁あっせん申請﹂の
と思います︒
取組み強化が求められてい
る︒今回の受験調査の意見
では︑﹁今まで受験してき
たが︑合格しないので今回
は受験しない︒試験制度が
適正か疑問を感じる︒徒労
の賭けだが先輩の意思を継
いで受験する﹂などの意見
があった︒分会としては︑
本部方針に沿い︑受験する
ことで差別の実態を明らか
にしていく方針としている︒
国労を脱退し東労組へ走っ
た人が︑確実に合格してい
る実態を見るとき︑やはり
試験制度の公平性に疑問を
一年で一番嫌な時期である︒ 特つのは私だけだろうか︒
それは昇進・昇格試験の受
このような状況のもとで
験調査を行わなければなら も受験する仲間の頑張りに
ないからである︒決して目 感謝と敬意を表したい︒
立たないが︑黙々と仕事を
している仲間が国労組合員
というだけで︑合格率が著
しく低く︑東労組組合員と
圧倒的な等級の差をつけら
れている︒
昇進基準︵規定︶の第四

名体制で泊り勤務をしてい
ます︒また︑名取駅には管
理助役も配置されています︒
今回︑福島駅配属となっ
今回の異動は︑組合に何
た新規採用者Ｓさんは︑４ の話もなく︑突然︑駅長の
月 日︑国労に加入︒翌日︑ ポストをつくり︑そこへ人
福島駅長に国労・福島地区 事異動しています︒
分会の山田副分会長・古川
南仙台駅に︑駅長は必要
書記長が︑Ｓ君加入を通告 なのでしょうか？今回の異
したら︑慌てた駅長が﹁総 動は︑問題を起こした人を
務助役に聞いてみる︒﹂と 一時的に雲隠れさせる様に
連絡をとった︒
も見えるのですが？
その時からＳ君と連絡が
取れなくなり︑５月１日︑ やっ
ぱり不自然？
Ｓ君は国労を脱退し︑東労 会社姿勢に怒りが
組加入となりました︒通告
後︑Ｓ君の態度が急変した ◇総務助役が︑新入社員に
ことを考えると︑会社と東 対して加入用紙を配布して
労組一体となった脱退工作 いた噂話が言われているが︑
が行われたのではないかと もし本当の話だとすれば絶
いう疑いも考えられます︒ 対に許せない︒束労組と一
体になった不当労働行為の
なにものでもない︒
古川書記長を
◇福島駅の配転攻撃は異常
白石駅に配転！
だ︒今回などは︑活動家の
新採Ｓさん問題の直後︑ 狙い撃ち・国労敵視そのも
５月 日付けで︑古川書記 のだろう︒
長を白石蔵王駅︵白石駅在 ◇労組問わず︑職場の声を
勤︶へ配転してきています︒ 大事にし︑要求を掲げて闘っ
残された国労・福島駅班 ているのは国労だけだ︒会
では︑昨年 月以降︑活性 社は︑少数になった国労に︑
化の名のもとに５名の仲間 今でも警戒心をもっている
が︑本人希望・家庭状況に ことからも明らかだ︒若い
関係なく︑一方的に配転さ 人は︑是非︑国労に加入し
せられています︒６月にも︑ てもらいたい︒
改札担当のＯさんが︑郡山
この異常な労務管理に対
駅へ配転されています︒
し︑私たちは︑国労組織へ
の妨害と不当労働行為まが
いの配転攻撃と受け止め︑
福島駅総務助役
不当配転された国労福島地
南仙台へ異動！
区分会の仲間と共に連帯し
闘っていくことが求められ
ています︒
私たちは︑日常の職場実
態から具体的要求を柱に︑
組織拡大にも怯むことなく

取組みを強化していかなけ
ればなりません︒

編集部より
機関紙の掲載につきま
し て は 紙面 の 関 係 上 ︑
一部 の機 関紙の 掲載に
と どま り ま し た ︒ ご 了
承ください︒

日

退職のお知らせ

７月

佐藤 勇一さん
仙・宮運輸区分会
エルダー
高橋 正文さん
小牛田駅連合分会
エルダー
斉藤 博さん
福島地区分会︵保線︶
エルダー
後藤 恒美さん
郡山駅連合分会
エルダー
人見 文夫さん
貨物福島分会
嘱託
大橋 利明さん
郡工支部装置科分会
エルダー

長 い間 お疲 れ様 でした

統一

抵抗

団結

26

19

12

６月１日付けで︑朝日田
総務助役が南仙台駅へ駅長
として人事異動がされてい
ます︒南仙台駅は︑名取駅
の被管理駅で︑日々社員２
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