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佐藤代議員

社﹂とし︑それ以上話はか え良ければ合格という今の
み合わず︒
制度を見直すこと︒長年勤
本人は定年後のエルダー めてきた我々が合格しない
まで見据えており︑再雇用 のは差別以前の問題でない
先が小牛田では通えないと か︒改善を強く求める︒
言っている︒会社は５年ロー
テーションと言うが既に６ 貨物宮城分会
年が経過︒地本に要請書を
上げているが︑支社の考え
はどうか︒
佐藤氏より後に小牛田に
来た東労組員は﹁出向すれ
ばいつでも帰れるし︑小牛
田が嫌になったから帰る﹂
とも言っているようだ︒差
別のないように強く支社に
申し入れを︒
◆ 春闘の取組み︒
◆外注化拡大︒
２月 日の分会全組合員
噂されているが︑地本は
集会で今春闘の闘いについ
承知しているのか︒またど
て意思統一︒
のような闘いを考えている
国労東北総決起集会と仙
のか︒
台総行動への参加︒
◆車掌︒現在所要 ︑運転
また春闘の分会集中取り
士科入所が２名で△１︑新
組み期間を３月 日から３
車掌が で︑計 名だが︑
月 日の３日間に設定︒門
新幹線から３名の要望︒
前行動として︑朝︑各職場
◆運転士︒現在所要△２︑
の門前に組合旗を掲げ︑社
見習い終了３名が年内また
員や一般の方々へチラシ配
は来年 月に一本で ︑来
布行動︑各現場長申し入れ︑
年のダイヤ改正で貨物から
本社・支社へのＦＡＸ行動︑
のＤＬ委託解消 で︑計
本社へのジャンボハガキ︑
の予定︒しかし毎日臨時列
個人ハガキ行動︑ 貨物ア
車が運行︑休日勤務も多発︒
パートヘのチラシ配布行動
交番発表後の変更も多く
などを行なってきた︒
実際は非常に大変︒
◆取り組みの集約︒
◆試験制度︒今回９人受験
３日間の門前行動では総
で一次合格３名︑そのまま
勢 名の参加︑各現場長申
二次も合格︒不合格者︑最
し入れでは︑春闘要求と職
高は９回の受験︒一方で社
環要求等を３月 日に東北
会人採用は入社半年で指導
保全技術センター所長︑３
職に合格︒まだ指導されて
月 日に仙台総鉄部長︑３
いる立場で指導職は不合理︒
月 日に宮城野駅長にそれ
自動昇格制度の確立を求
ぞれ申し入れを行ってきた︒
める︒
どの職場でも申し入れを
また試験制度を残すので
受け取るだけであったが︑
あれば︑ペーパーテストさ

+4
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飯塚代議員

者の努力はもとよりだが︑ なる者がいる場合は︑実情
組合員からの投稿など身近 を勘案し︑支社が窓口にな
な問題を取り上げ親しみが り 個 別 に 判 断 し て い く ﹂
生まれている︒これからも ﹁門前払いすることが目的
頑張る︒
ではないので︑本人との調
◆組織強化・拡大︒
整はあり得ると考えており︑
分会では独自に組対会議 丁重に対応していく﹂とい
月 ・ 日の両日に開催された︑第 回定期地方 を開催︒東日本本部の制度 う文言が活きていない︒
大会の概要については︑既に国労仙台２５６５号にお 改善署名の取り組みでは現 幹総では東労組は殆ど希
いて報告されているが︑今号では︑全代議員の発言を 場社員の９割強を集約︒こ 望通り︑国労は否では差別︒
掲載する︒
れは個々人が他労組組合員 新たな差別を許さない取り
に個別対応した結果︒
組みと︑団交が活かされる
またチラシ配布活動とし 取り組みの強化を︒
て︑支部作成のチラシを３
月９日に︑分会独自のチラ 小牛田運輸区分会
仙総支部・組立分会
シを３月 日に全員に配布︒
更に昨年に続いて新採者と
の会合も︒今後も継続し拡
大へ結びつけたい︒
◆エルダー︒
分会組合員の江刺家氏は
親の介護問題を抱え︑個人
面談などで事情を訴えてい
たが︑支社は東北ロジスティ
クスを指定︒
◆検修職場の要員問題︒現
ミスマッチだと調整を訴
在 名で︑身障者・車掌か
えたが会社は聞く耳を持た
らの担務替え・今年入社の
ず︒分会は支部へ要請書を
社会人採用も含む︒所要
２度提出し︑支部は地本と
名に対し実質△２名︒７月
東日本本部へ要請をし︑申
に誘導員が郡山に里帰り異
し入れや団交を行ったが改
動︒９月には限定運転士が
善は図られず︑そのまま出
死亡︵何れも東労組︶︒
向先に勤務︒
特に誘導員が不足︒養成
本人は初出勤の際︑宮城
計画︑補充計画共に白紙状
野事業所長に︑必要とされ
態︒冬期要員に３名取られ︑
た自身の﹁資格﹂について
来春まで養成は無理か︒早
殆ど使用していないことを
期に補充と養成の申し入れ
説明︒一方で社長は﹁溶接
を支社に行うよう要請する︒
とフォークの資格者を入れ
◆佐藤勝雄氏の異動問題︒
てくれ﹂と強く所長に言っ
７月に異動した東労組員
ていた︒つまり本人の資格
と同日付で小牛田に来たが︑
が必要という仙台支社の理
戻れなかった︒
由と異なる見解だと支部の
区長に﹁二人一緒に戻せ︑
激励集会で述べた︒
差別するな﹂と申し入れて
団交で確認された﹁家族
いるが︑区長は﹁人事は支
に病弱者や介護等が必要と
12
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少しずつではあるが前進が
図られ︑継続した取り組み
が必要︒
◆大衆行動︒３月５日の支
部総決起集会と交流会︑６
日の国労東北総決起集会と
工作協議会の交流会︑７日
の仙台総行動と分会団結会
へ参加し︑精一杯の取り組
み︒派遣切り・失業率の悪
化・世界的不況が日本にも
波及する状況での春闘だっ
たが︑打破に向け︑非正規
労働者への連帯など仙台総
行動も幅を広げた連帯が必
要でないか︒
◆施設利用︒執行部で議論
し︑３月 日の昼休みにテ
クニカルセンターで開催︒
地本橋本委員長と支部庄
司委員長から春闘情勢など
の報告を受けた︒会場は２
階の部品科中心に位置し︑
横は通路で他労組も注目︒
組合員にも勇気を与えた
のでは︒
◆機関誌﹁ガンバ組立﹂︒
分会では週一回の執行委
員会と機関誌の発行を重視︒
機関誌は昨年を上回る発
行回数で︑東日本本部と地
本の表彰を連続受賞︒担当

24
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◆組織対策費の活用状況を
◆会館︒テナント撤退によ
る財政環境報告は理解した
が︑今後の具体的な方向性
の提起を︒
◆春闘について︒要求作成
から実現に向けて︒昨年
月︑一人一要求を基本に集
約︒今年１月に班毎に組合
員集会を四箇所で開催︒要
求を執行委員会で１２４項
目に集約︒更に現場長への
要望書 項目と 年度車セ
業務改善への要求に集約︒
現場では３月９日の時間
外︑三役と科長が要望書の
内容について話し合いを行
い︑組合員にはその内容を
文書で配布︒
団交についても各職場か
ら参加し︑ 項目の要求実
現に向け取り組みを︒結果︑
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伊藤代議員

士 車掌 指令員１６０名
の職場︒
女性社員も多く運転士
名︑車掌 名︑内６名が産
休 育児休暇で休んでいる
が後補充なしで休日労働が
常態化︒国労は 名︒車掌
業務は日勤行路が５行路︒
泊行路 行路を 名の車
掌で回し︑日勤行路は全て
が早朝出勤で︑点呼ではア
ルコール検知器に︒前日か
ら酒の量・時間を考えるな
ど 時間会社の管理下にあ
る生活︒
一度乗務すれば︑あおば
通り〜東塩釜間は駅間が１
〜２分で非常に乗務密度が
高く︑朝夕のラッシュ時間
帯は５分折り返しで２〜３
時間の連続乗務︒当然朝食
をとる時間はなく︑以前乗
務中にパンを食べてしまい
戒告処分を受けた仲間も︒
以降は朝食を我慢し退動
まで食事を摂らない者が増
加︒
運輸区発足後から基本動
作 基本作業が徹底され︑
車内放送では利用者を見て
の対面放送 放送マニュア
ル ページ 月毎のスポッ
ト放送 マナー放送など声
を出さない時間がないほど︒
基本動作では︑ステップ
﹁到着前 秒 到着時
秒 発車時 秒﹂の状態注 分で状態注意が１分間︒
意︑白手袋で声出し手を伸 車内放送では着座できず
ばしての指差歓呼︑駅間２ 緊張の連続︒運輸区発足時
は助役 内勤が早朝から私
服で監視︑指摘があれば業
務を外し日勤教育 見極め
添乗︒不適格と判断されれ
ば労組問わずに配転 出向
の扱い︒
組合役員や訓練で会社に

･

･

熊田代議員

団交で確認した事項は守 ると考える︒検証や点検だ ◆手当・制度改善の取組み︒
らせ︑提案時の説明と違う けでは事故はなくならない︒ 夏季手当の１・６５ヶ月
場合は組合が指摘していく 国労が事故の原因を究明 は 会社で最低︒再考を求
べき︒団交後も関係分会と し︑会社に対して改善を要 めるジャンボハガキの取組
連絡して現場を検証し︑問 求する闘いをしなければ︑ み︒ コーポレートカード
題があれば是正を求める闘 安心して働き続けられる職 の廃止については撤回を求
いが必要︒そうでなければ 場は作り上げられない︒賃 める署名を取り組み︑他労
団交は会社の提案説明の場 上げは言うに及ばず︑合理 組からも一部協力が︒
になる︒
化に反対し︑安全・安定輸 ◆職場実態︒
◆会館の問題︒運営と財政 送を作るためにも会社に要 郡︵タ︶構内の架線・レー
の現状について︒運営状況 求を突きつけ︑その改善を ル改修工事︒構内に貨物の
を鑑み﹁今後は売却も視野 図る武器としてストライキ 工事区があり組合員が２名
に入れて﹂との説明があっ を含めた闘いが求められて いる︒連日連夜の作業で月
た︒その場合︑代替につい いる︒
間 時間の超勤が発生︒区
てどのように考えているの 再度スト基金を設置すべ 長に申し入れるが﹁本社に
か︒また会館は組合員の拠 き︒国労が職場実態を指摘 人員を増やすように働きか
出金で建設されており︑そ し改善を図るなど︑国労ら けているが全くダメだ﹂と
のあり方については会館運 しい運動をすることが組織 の答え︒作業は今後ますま
営委員会での内容を組合員 の拡大に繋がる︒
す煩雑になってくる様子だ
に提起し︑職場討議を経て 組対費について︑全国の が︑過日︑保守用車とあわ
大会で決定すべきでは︒
状況が分かれば説明を︒組 や衝突の事象︒
◆組織対策費等のあり方︒ 対費のあり方︑スト基金へ 発注先と元請の安全面の
当初分会では意見書を提 の移行も含めた見直しを真 教育について︑地本は確認
出したが︑様々な意見があ 剣に議論すべき︒
と指導を︒
る中で一年が経過︒交流会
ダイヤ改正で構内作業員
などに若い人なども参加し 貨物福島分会
△１︑一度ダイヤが乱れる
てもらい︑懇親を深めてい
と人員が足りずどうにもな
る︒だが交流会のみでは前
らない︒元に戻せと支社に
進はなく︑職場の闘いがな
言っている︒
くては国労への加入はあり
フロントはコンテナ不足
えない︒また余剰金がある
や欠車︒郡山にアサヒビー
と聞くが︑一方で先の全国
ルがあるが出せない状態︒
大会では闘争団の生活援助
検修は交番検査の波動が
金の減額が決定した︒
大きすぎる︒大量に車両が
厳しい生活を強いられて
入ったときは留置する場所
いる闘争団の仲間に対する
がないほど︒
◆滝田氏の配転︒東青森か
援助金の減額措置は︑闘い
構内の詰所が手狭になり︑
ら仙台総鉄への異動があり
に水を差すのでは︒だがこ
アスベストの問題もある︒
郡山に幾分近くなった︒皆
れ以上のカンパも困難であ
早急に改善を図るよう要請
さんの取組みに感謝︒
り︑組対費の一部を生活援
したい︒
◆物資販売の取組み︒
助金に充当する検討をすべ
分会組合員 名︑この間
き︒
仙台・宮城野運輸区
の累計額八百二十七万六千
◆スト基金︒この間︑ と
円︑今年度︵昨年 月から
その協力会社などに多くの
今年９月︶は十三万七千円︒
死傷事故が発生しているが︑
◆職場実態︒仙石線の運転
毎月一人千円の取組み︒
我々労働組合にも責任があ
10

桜井代議員

﹁職場で解決できる問題は は接触を遠慮するように支
職場で解決しよう﹂とする 社から要請があり︑現場配
組合員の気持ちが意思統一 属になってから加入行動と
できたと考える︒
考えていたが︑研修最終日
本社・支社へのＦＡＸ行 の終了後︑貨物労組による
動は︑３月 日︑ 名の要 ﹁食事会﹂が行なわれ︑大
求を書き入れ送信︑ハガキ 半がその場で加入︑現場配
については 名︑ジャンボ 属日には﹁もう入りました﹂
ハガキについては国労東北 の返答︒
総決起集会後の交流会にて こうした経緯を踏まえ︑
東北全体の仲間の思いを書 東北支社に対し︑現場配属
き入れ３月 日に送付し︑ までは︑組合加入のないよ
貨物アパートチラシ配布 う強く申し入れを︒
行動として︑アパート居住 我々も粘り強く貨物労組
者が３月 日に配布を実施︒ に声をかけ︑国労への加入
しかし我々の要求は受け 活動を分会挙げて行う︒
入れられず︑会社は 年連
続のベアゼロを回答︒
仙総支部・組立分会
組合は貨物会社に対し︑
再検討・再回答を求める抗
議集会を３月 日︑宮城野
駅北門前において約 名の
仲間を結集し実施した︒
◆ストを配置した闘いを︒
分会の仲間からは﹁スト
ライキを構えて闘いたい﹂
との声も多く上がっている︒
今こそ現場で働く組合員
◆団交︒ 年度業務改善で︑
の声を聞き︑ストライキの
一部検修部品を郡山総合車
権利を最大限に行使した闘
両センター︵以下郡総︶に
いを︒
移管の提案︒
国労が職場で闘う姿勢を
会社は団交で﹁郡総への
見せる事こそが﹁組織拡大﹂
移管に伴う教育はない﹂と
にも繋がると考える︒
説明︑だが郡総の担当者が
◆新採者獲得の闘い︒
幹総に数回訪れて教育がさ
昨年度は集合研修期間中
れていた︒また物流に関し
に︑全員貨物労組に加入さ
ては６月から移管となって
せられた苦い経験をした︒
いたが︑機能したのは８月︒
今年度は早くから国労を
しかも部外委託︒団交で
知ってもらおうと︑４月１
は物流の部外活用の説明は
日︑入社式帰りの研修セン
ない︒
ター寮前でのチラン配布を
﹁団交での説明内容と違う﹂
行なったが︑引率者と押し
と現場で言うと︑管理者は
問答︑引き下がらざるを得
﹁団交は団交︑現場は違う﹂
なかった︒
と開き直る有様︒
その後﹁集合研修期間中﹂
09
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意見を言う者には添乗指導
との名目で一日中２〜３名
の指導担当や助役が張り付
く異常な状況で︑命令と服
従の労務管理が徹底的に︒
その労務管理と厳しい労
働実態が︑会社の指示に疑
問を持たず言われたとおり
にする﹁マニュアル人間﹂
化をもたらす一方で︑産業
医から︑﹁また宮城野運輸
区か﹂といわれるほどスト
レス性疾患の病人を抱えて
いる︒
乗務に復帰できず転勤や
自ら出向希望した仲間︑治
療をしながら乗務する仲間
も︒利用者の苦情 投書に
対し処分や執務態度の厳正
で対処し︑職場実態が変わ
らない中では問題の解決は
ない︒
今後アタックス導入で
各社から視察に来る等︑本
社直轄のモデルケース職場
化が進められている︒
◆喫煙を理由にした不当労
働行為︒この状況下で私は
４月 日乗務中喫煙し︑乗
客から指摘を受けた︒軽率
極まりない行動であり︑誠
心誠意謝罪をした︒
到着後直ちに区に報告︑
深く反省し禁煙した︒喫煙
を指摘した乗客から連絡や
投稿はないものの︑翌４月
日の乗務途中から乗務を
外され︑その後日勤が２ヵ
月半続いた︒
当初指導助役は︑﹁就業
規則の書き写しや紙きり︑
草取りなど 西の様な日勤
教育はしない﹂と何度も言っ
たが︑実際は﹁帳票類の整
理﹂の名目で︑紙きり 日
付押しで数種類の帳票類を

３年先まで整理︒
２ヶ月半の日勤で指導や
教育はなく︑作業指示のな
い日もあり︑﹁見せしめの
日勤教育﹂であった︒
また６月８日付で戒告処
分︑更に７月 日付けの懲
罰出向発令と︑２重３重の
責めであり︑他の職場・他
の支社と比較し非常に重い
内容︒国労敵視 組合差別
の労務政策は︑和解前と変
わりない︒
分会集会を開催し︑組合
員からは︑﹁警戒心が足り
ない 考えられない﹂と厳
しい意見も︒
しかし︑﹁食事時間も少
なくどこかで補給しないと
イライラする︒厳しいから
こそ隠れて見つからないよ
うにしてしまうのでは︒自
ら申告してもしなくても︑
扱いが一緒なら隠す体質に
なる﹂﹁厳しい処分で会社
に楯突かない社員作りであ
り︑労働条件に目を向けさ
せない狙いがある﹂と意思
統一が出来たと思う︒
問題点は︑自分の報告と
いう︑喫煙した事実を証明
できない中での処分︒また
他の事例と比較し重すぎる
処分︒再教育的意義とはか
け離れた懲罰的︑精神的な
暴力︑嫌がらせであり︑
日に及ぶ見せしめ日勤は不
当労働行為︒和解を元にし
た︑組合への挑戦では︒
今後︑組合差別のない様
に︑しっかりと闘う︒
◆ 不採用問題︒宮城県支
部の稚内への交流団として
参加︒自分の目で闘争団の
状況を捉えられた︒
団結祭りには︑地域住民・
JR
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･
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労組の方々が多く参加し︑
地元との絆を感じた︒
年間という長い年月を
労働者の尊厳をかけ︑勝利
を信じて家族と共に闘って
来きた団員に頭が下がる思
い︒団員の皆さんも 歳以
上であり一日も早い解決を
望んでいる︒
﹁雇用 年金 解決金﹂
を柱に︑家族共々納得ゆく
解決に向け︑分会は微力で
あるが全力を尽くす︒

11

･

郡工・車体科分会

昆野代議員

理化のしわ寄せが集中し︑ 通じて︑労働者階級の開放
では７人体制の業務が４ を目指して闘う﹂と謳って
月以降の外注化後では５人 おり︑我々こそが彼ら青年
に︒結果忙しく働くため︑ 労働者に展望を語れると思
ぶつけた・ころんだ・指を う︒
切ったなどの怪我が出始め 今︑国労は︑﹁現実の厳
ている︒過日は気動車の推 しさ﹂ゆえに︑このことを
進軸の縁切り作業時に軸が 投げ出しているように見え
脱落し手を挟まれ︑あわや てならない︒しかし私は仲
骨折という労災も発生︒
間に依拠し︑さらに青年労
先月外注関係の団交も開 働者に分け入り︑職場の団
催されたが︑今後外注会社 結を強化・拡大し︑当面の
の労働者との団結を作りな 課題である外注化拡大の合
がら︑外注会社における現 理化攻撃と闘っていく︒
場の取組みが出来るよう議
論を進めている︒
仙台駅連合分会
門前チラシ配布では外注
労働者の反応が良い︒チラ
シの内容を尋ねる声掛がさ
れるとか︑ポイント割り出
し事故を起こした外注の青
年がおり︑一度話を聞きた
いと考えていたところ︑別
の青年から紹介され思いが
けず話を聞くことが出来た︒
また平成採用者とも交流
◆職場状況︒組合員は出札
をし始めており︑﹁他労組
８名︑改札 名︑仙台・松
とも話をしたかった﹂﹁国
島間７名︑仙台・愛子間６
鉄時代の話や分割・民営化
名︑出向１名︑エルダー１
の話を﹂﹁業務や安全のこ
名の計 名︒
とでは国労がしっかりと取
出札では次々と出る企画
り上げている﹂との意見も︒
商品等に対する説明が不十
彼らは外注化拡大やライ
分のまま発売︒トラブルが
フサイクルでの異動などで︑
あればその都度対応︑とい
自分のこれからの展望を描
う状況︒
けないという︒彼らの疑問
また過不足金・誤発売等
に誰が答えるのか︑誰が展
が多発︒長時間のマルス着
望を示せるのか︒
座による集中力欠如と︑新
いずれ東労組は会社と一
人社員に対する十分な教育
緒になり合理化のツケを若
を行わないままに一本立ち︑
い世代に押し付けるだけ︒
に起因︒
一方で我々国労はＪＲ資
首都圏の主要駅では既に
本の合理化と闘い︑１０４
導入されている﹁出札窓口
７名の首切り撤回を闘い︑
用現金管理機﹂が 月下旬
綱領において︑﹁生活と権
仙台駅に導入予定︒
利・労働条件改善の闘いを
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橋本代議員

解釈に不満︒
◆ストライキの配置︒来春
闘は郡工支部にストライキ
の配置を︒貨物の カード
廃止に対し︑ストを打てな
かったことに不満の声が︒
また貨物と旅客の会社間
格差という労働者分断攻撃
に対しても︑客貨一体の団
結を互いに確認する意味で
も是非ストの配置を要請す
る︒
◆職場報告︒郡総は約５０
０名の労働者が勤務してい
るが︑４割の２００名が外
注会社の労働者︒
会社は３年後を目途に︑
管理部門１００名を残し︑
それ以外の業務は現場丸ご
と外注化を図ろうと目論ん
でいる︒
今年４月︑非常に重要な
職場のひとつである︑車体
と台車の切り離し・繋ぎ合
わせを行う職場を一ヵ月半
の教育指導で外注化してし
まった︒
団交では︑車両の品質・
労働者の安全に則して﹁外
注化はやめるべき﹂との追
求に ︑ 会社 は 返答 に 窮し
﹁会社の責任でやらせても
らう﹂と強引な回答の繰り
返し︒﹁車両故障や労災が
発生した場合は会社の責任
となるが︑それでよいのか！﹂
と近年にない厳しく激しい
議論に︒
こうした団交の内容を含
め︑門前集会やチラシ配布
で︑外注化がいかに職場実
態を無視した無謀かつ車両
の品質と労働者の安全を軽
視したものかを ・外注労
働者に明らかにしてきた︒
現在︑外注の労働者に合
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◆意見︒ 方針書の﹁四者・
四団体﹂による政治解決に
納得できない︒一番の理由
は﹁解雇撤回﹂がないこと︒
１０４７名解雇撤回闘争
は︑人権問題・闘争団の生
活の問題だけでなく︑解雇
を始めとした 万数千人の
懲戒処分者を出してまで闘
われた﹁国鉄分割・民営化﹂
反対の闘争そのものを引き
継いでいる︒
◆会社との論争について︒
協定・協約など規定の解
釈については︑労働者の利
益となる解釈で主張し︑会
社との論争にあたってもら
いたい︒
郡総での出向に関連し発
生した簡易苦情処理の申請
期限と通勤手当の問題で︑
会社の主張に沿った地本の

これはマルス端末・ＰＯ
Ｓ端末に連動し︑つり銭を
都度準備することが不要で
あり︑現金を投入すれば自
動でつり銭が出るという機
器︒ただ取り扱い訓練を
月上旬から一人一回２時間
で済まそうとしているが︑
既に岩切研修センターで訓
練を受けた仲間は﹁とても
一回では覚えきれない﹂と︑
不十分であるという声︒
訓練回数の増を申し入れ
たい︒
改札では要員不足により
休憩時間でも休憩室まで行
かず︑近くで休んでいる状
況︒また共通事項として︑
インターネット等による旅
客の声〜第三者による監視
の目が厳しくなっており︑
精神的重圧が負担に︒
◆分会の取組み︒このよう
な職場状況の中︑取組みの
中心は﹁話し合える場を多
く作る﹂ということ︒
毎月定例の執行委員会・
旗開き・花見交流会・サマー
キャンプ・各班の旅行会な
どを開催し団結強化に努め
てきた︒
こうした様々な集まりや
会議の中で集約した職場の
問題点を現場で話し︑改善
を図る取組みを春闘の行動
の一つとして行ってきた︒
また新入社員に対するチ
ラシ配布行動として︑今年
は岩沼寮の前で取組みを行っ
たが︑会社側のガードがあ
り手渡しできなかった︒
そうした中でも国労に興
味を示す若者も︒今後も継
続した取組みを行いたい︒
◆昇進試験︒受験者 名中︑
一次合格１名︑二次合格ゼ

統一

抵抗

団結
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ロ︒ 回受験で不合格の組
合員も︒なぜか？支社に申
し入れを︒
◆職場の安全問題︒女性社
員の一人勤務の時間帯が発
生している︒
以前は女性社員について
は複数配置としていた︒
酔客も多い深夜帯であり︑
何か起こってからでは遅す
ぎる︒発生する以前の対策
が必要であると考えるが︒
現場でも申し入れをするが︑
支社の見解を求める︒

執行部答弁
業務部

然︒運車部の姿勢に問題が
あると認識しており︑団交
後の﹁見極め﹂と合わせ︑
改めて指摘し改善を求めて
いく︒
◆貨物の構内に保守用車が
入った問題は詳細を聞かせ
願いたい︒
職協も含め議論したい︒
◆簡易苦情処理の関係︒認
識の甘さもあったが︑出す
方向性は当然あった︒
翌日までに提出するとい
うルールがあり︑それに基
づき拒否された︒窓口間で
個別に項目を立てて交渉を
試みたがそれも拒否されて
いる︒会社のルールであり︑
上部機関も含め改善を求め

応について支社に申し入れ
を〜東北支社の窓口は東北
協議会︵橋本委員長が議長︶
であり︑その対応にしたい︒
前段に﹁公平に扱うよう
に﹂との申し入れを行い︑
会社も﹁５月 日までどこ
の組合にも声をかけさせな
い﹂と明言したにもかかわ
らず今回の事象︒再度調査
し取り扱いたい︒
◆郡タの工事区の超勤の扱
い︒貨物協議会を通じて東
北支社と折衝・交渉を行っ
ており︑会社も事象は認識︒
ただ具体的な手立てがな
いのが現状︒ 時間の超勤
は健康面からも放置できず︑
引き続き改善に向けた取組
みをする︒

吉田代議員

◆採用差別事件︒ 分会も
解決に向けて様々な取り組
みをしてきた︒上部機関や
中央では﹁四者・四団体﹂
の団結を力に︑成果や不十
分さもあるが︑裁判の経過
と同時に公式な解決ルート
も︒
どのような政権であれ︑
解決水準を決めるのは我々
組合員一人ひとりの日常の
取り組みであり︑そこを押

さえ意志統一し実践するこ
とが大切︒
組合員からは︑﹁闘争団
の方やその家庭状況など︑
心配や理解はするが︑自分
の仕事や家庭の大変さもあ
るし体力も低下︒他単組の
職場に入り︑挨拶や説明は
気分が重い﹂という本音も︒
しかし貨物分会の仲間の
取組みなどを話し︑連絡を
取り合って行動している︒
物販は他団体からの要請
と合わせ︑組合員一人一万
円以上の実績︒
地域へ出て行く地道な行
動の積み上げの結果︑他単
組との交流会を実施︒社保
との交流会を数度開催して
おり他単組との交流会も今

後開催予定︒定額給付金カ
ンパは分会も含め６団体か
ら集約︒
国鉄闘争が我々だけの特
別なものではなく︑産別を
問わずかけられている攻撃
だという認識を作れた成果︒
◆議会対策︒６月に喜多方
市議会で二度目の意見書が
採択︒二年前には失敗もし
たが︑長沢勝幸議員と喜多
方地区連帯する会の仲間が
粘り強く取組みをした結果︒
◆連帯する会の加入拡大の
取り組み︒分会としてでき
る事を討論した結果︑今回
は 名をリストアップ︑分
会役員で個人オルグを実施
し３名の会員拡大を達成︒
地本でも署名やカンパ︑連
帯する会などの取り組み状
況を明らかにし︑全体で検

証する事も大切では︒地本
として﹁これだけはしっか
りやりきろう﹂と絞った取
り組みの提起を︒
◆分会の活性化︒組合員の
配置は︑保技セ５名︑仙建
の６名が同職場だが︑他は
１〜２名で︑郡山地区への
出向者や只見・喜多方まで
広範囲︑ ヵ所に分かれて
いる︒署名・調査・教宣物
の配布・事務所の草刈りや
管理等は︑多くの仲間の参
加と協力がないと困難︒
◆春闘では一人一要求を提
起し︑ 名中 名の要求を
集約︒各現場長に対し︑改
善を求める取り組みを強め
た︒その期間中には各班会
を開催し仲間と討論するこ
とに︒
◆分会執行委員会は月一回
のペースだが︑職種が多く
仕事・作業の詳細な話しに
はなりにくい為︑班会をしっ
かりと開催し執行委員会の
不十分さを補う努力をして
きた︒
また組合員が一人の職場
では︑ものを言うのが難し
く︑自分に出来ることとし
て︑テーブルや職場の飲み
会に参加し︑そこで仕事や
作業の大変さを他組合員や
管理者に話かけをするなど
努力している︒
◆駅班の班会の議論から︒
﹁出向に行った当初︑職場
が暗いので飲み会をやろう
と話をした︒会費４千円は
高いと言われ３千円で開催
したが︑参加したのは殆ど
が 出身者︒次回千円会費
で開催したが︑﹃ から来
た高い給料の人たちとは違
う︒飲んでいる暇なんかな

い﹄と言われた︒ から来 で選挙を戦う力が不足し︑
ている人は︑健康の為・ボ 退職者の会と相談しての取
ケない様に・飲み代を稼ぐ 組みであり︑極めて重要な
ためと言って働きに来てい 課題を背負っていながら不
る人が多い︒一方︑年収２ 十分な選挙運動であった︒
００万以下で一家の大黒柱 ◆エルダー制度︒
として働いている人たちは︑ 若松地区には働く場所が
例えば大雪や大雨で列車が なく︑郡山地区に行ったと
一時間遅れたりすると超勤 しても︑通勤を含めて労働
扱いになり︑ 出身者だと 環境が悪化し︑また勤務し
﹃やってられない﹄と愚痴 て初めて早番があることが
を言うが︑時給７００円の 分かり︑単身赴任を求めら
パート︑非正規の人たちは れるなど︑結局は退職した
﹃一時間で千円稼げる﹄と 組合員も︒
喜ぶ﹂との報告︒
また郡山地区への通勤が
これまで弱者の立場・味 困難で制度を使えない人も
方と言ってきた我々が本当 多数︒
にこうした人たちと向き合っ 退職激励会の時に︑そう
てきたのかと反省︒現在こ した仲間が不平不満と怒り
の仲間は︑吹雪の時の作業 をあらわにして辞めて行く
やホースで水を扱う大変さ 姿には︑怒りと無念︒
や辛さから︑﹁この手袋・ どう見ても国労差別が存
長靴では手足が冷たいね﹂ 在︒上部機関には 歳以上
という話をし︑こうした話 の賃金カット問題と合わせ︑
であればパートも 出身者 制度の改善を強く要請する︒
も関係なく会話がはずむと
言う︒職場には多種多様な 郡山保線区分会
考えと立場の人が働いてお
り︑一緒に話をし︑考えて
一致出来ることをつかみ職
場の改善を︒
少数の国労が何だったら
取り組めるのかを職場の中
で具体化し︑﹁これだけは
やろう﹂と全体で確認し実
践することが大切︒
◆工務職場における課題︒
その結果が署名などに繋
安全問題︒ 昨年９月の黒
がってくる︒
磯駅における感電死亡事故︑
◆総選挙総括︒
盛岡の土木機械による挟ま
採用差別事件の解決に向
れ圧死︑そして今年９月︑
け重要な選挙であったが︑
仙台駅での電力協力会社社
退職者の会の先輩達と分会
員の死亡事故と︑事故の連
がセットになり︑ＯＢと分
鎖が止まず︒
会組合員宅を中心にオルグ
分割・民営以降の 関連
を展開︒
の事故による死亡者は︑直
ただそれは自分たちだけ

小檜山代議員
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◆仙総︒﹁団交に参加し少 ていく︒
しずつ要求の改善が図られ
てきている﹂は今後も継続 財政部
したい︒
◆小牛田の外注化拡大の話︒
支社からは聞いていない︒
月５日の東日本業務部
長会議を経て︑改めて支社
に内容を求めていく︒
◆仙総︒物流の関係や団交
の確認を守らせることは当
11

29

80

◆組織対策費︒実績は資料
で示す︒他地本の実績につ 会津若松地区分会
いては状況の把握に努める︒
◆会館について︒売却につ
いて触れたが︑テナントが
入れば財政は健全化する︒
当面はテナントの確保に
努める方向︒
会館のありようについて︑
﹁運営委員会で全て決定せ
ず大会で﹂との指摘︒法人
格が別であり︑機関会議と
は相容れようがない︒ただ︑
皆さんの拠出で作られたも
のであり︑その意見を反映
することは可能と考える︒
◆スト基金︒全国大会で諮
られるべき課題︒意見は賜
るが返答は困難︒

書記長
◆貨物労組の新規採用者対
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轄 名を含む３２３名にも
達することが︑千葉工務協
の調査で明らかに︒
この一年間の３件の死亡
事故︑その裏には︑あわや
触車という待避遅延の事故
もこの間続発し︑トロや検
査装置を列車にぶつける︑
あるいは墜落の事故など︑
正に異常事態︒
◆工務協の取組み︒
この間積み上げてきた安
全問題の議論を要求化し︑
団交を開催︒骨子は三点︒
一点目は無線機の問題︒
経年劣化とメンテナンス
不良により︑故障やその修
理中で使用可能な無線機が
少なく︑朝早い者勝ちで持っ
ていく実態︒交渉ではこう
した無線機を交換するよう
求め︑会社は全ての無線機
を二年計画で交換すると回
答︒安全のための投資であ
り︑当然ではあるが︑この
間仙台・郡山など各分会で
の現場要求や経営協議会で
も議論がされたと聞く︒こ
うした積み上げの成果︒
しかし無線機の定期的な
メンテナンスについては︑
具体的な回答がなく︑引き
続き求めていく︒
二点目は 型列車接近警
報装置の信頼性と︑未設置
区間の対策︒
場所により︑列車接近の
鳴動開始が早く︑またいつ
までも鳴り止まないために︑
結果的に線路上に入ってし
ま う 実態 が あり ︑会 社 は
﹁列警鳴動中は線路に入る
な﹂というが︑それでは作
業が全然進まないとした問
題︒だが不完全な装置とは
いえ︑鳴動中に列車が接近

しているのは間違いなく︑
安全を主張する立場の我々
だからこそ︑鳴動中は線路
に入らない事を守るべきと
意志統一︒
またこの保安装置が有効
だとすれば︑全線区に設置
すべきと質したが︑軌道回
路のない線区には設置不可
能︑研究中の課題と回答︒
三点目は︑単線区間の保
安体制と保安体制ルールの
逸脱の問題︒
我々はこの 列警が設置
できない単線区間の保安体
制こそが危険・問題と認識︒
この間多発した待避遅延
事故を背景に︑単線区間の
保安体制も守られつつある
一方で︑保安体制のルール
を無視した作業実態︑現場
管理者の認識の甘さなど︑
具体的な事例や事象を指摘
し追及してきた︒
安全問題は会社の一番の
脆弱点であり︑どの職場で
も一致して闘える課題︒
我々は︑これまでの尊い
仲間の生命の犠牲の上に立
ち︑労働力は売っても生命
までは売っていないという
職場の安全を守る運動に奮
闘する︒
◆新施策の導入︒
新型車両の導入と︑不十
分な教育訓練・不完全なシ
ステム導入により︑職場が
大変苦労している実態︒
投排雪保守用車は老朽化
したラッセル車に代わる車
両として一昨年に導入︑し
かし短絡走行︑ＡＴＳ︲Ｐ・
防護無線の取扱い︑青信号
を確認し駅構内を通過︑乗
組みは保線側の運転と列車
並み︒導入の際は︑取り扱

立山代議員

い訓練も丁寧に︑だが二年 儲からない仕事はしない状
目では︑触れたことがない 況で︑本来外注施工作業を
科長が講師で通り一遍の説 直轄施工するなど︑直外区
明︑質問しても返答がなく 分が非常に曖昧︒
理解不可の報告も︒
安全問題での交渉で︑
また構造上︑強度が不足 ﹁現状の要員需給では︑あ
し︑固雪の対応で不安の声︒ と数年でこの体制はアウト﹂
他の課題も含め︑交渉強 と会社が発言︒大量退職時
化を要請する︒
代を迎え︑要員が逼迫︒
昨年 月に競合作業把握 ◆分会間の実態交流と話し
システム︑今年２月には次 合いの場を作る大切さ︒
世代トラムスが︑いずれも 福島県支部の取組み︒営
他支社に先駆け試行導入︒ 業関係を中心に４分会交流
使いながら不具合箇所を を実施した︒
指摘・改修の手法で︑不完 分会・系統の垣根を越え
全なシステムを使用し大変 た交流を進め︑組合員の力
苦労︒トラムスでは改修点 になっており︑設備関係職
は百数十件︑改修依頼は数 場でも︑交流の準備を進め
百件にも及び︑導入前に開 ている︒
発側でのチェックと精査が
必要︒
仙台電力区山分会
またリーダー教育とその
後の職場内教育が全く不十
分で︑本稼動に向けたスケ
ジュールのみが先行し︑理
解不足のまま使用が共通し
た実態︒職場内教育の現状
は︑教えるべきリーダーが
﹁ 俺も よ く分 か らな い ﹂
﹁自分で触ってみて﹂と︑
◆労災死亡事故︒
ＯＪＴの機会を作らない︑
会社はこの間︑非常事態
教育がやられていない実態
宣言を発していたが︑解除
が明らかに︒
されることなくその最中に
会社の言う﹁教育訓練は
起きた事故であり︑工事業
ＯＪＴ教育で﹂は今や崩壊︒
者の劣悪な労働条件下で起
施策導入時の教育の充実
きた死亡事故︒
と︑ＯＪＴ教育を会社の責
概況︒９月 日︑１時
任でしっかりと行うことを
分頃︑新幹線仙台駅構内上
強く会社に求めること︒
り線において︑トロリー線
◆メンテナンス体制︒
張替作業において旧線巻取
間もなく９年目だが工事
り作業中︑新型ＳＷ︵巻取
施工に専門特化するとした
り延線車︶が何らかの理由
Ｐ会社では︑プロパー社員
で緊急停止ボタンが扱われ
の育成が進まず︑未だに出
緊急停車︒
向者頼り︒
その際トロリー線が弛み︑
また受注能力の問題や︑
10

JR

JR

舟濤代議員

そのままの状態から巻取り 事実﹂について一言も触れ
作業を再開したため︑巻取 ていない︒その﹁仮曲引き﹂
り の 設 定 張 力 の １ ・ ５ ｔ を使用していれば本人は死
︵実証試験では２・５ｔま なずにすんだ︒
で瞬間的に上昇︶まで張力 今回の事故は明らかに作
が急激に上がり︑そのため 業方法の誤りだが︑会社は
横張力が急激に仮ハンガー それ触れず︑単なる基本動
に加わり変形︑トロリー線 作遵守の繰り返し︒
が外れ曲線︵Ｒ５００︶の 日本電設株式会社は 年
内側に弾かれた︒
に奥羽線での感電死亡事故︑
そのトロリー線が︑ＳＷ 昨年の黒磯での感電死亡事
の前方︵基点側︶１３０ｍ 故︑そして今回の死亡事故
付近で仮ハンガーの取り付 を起こした︒
け作業をしていた作業員の 日本電設は の天下り会
胸を直撃し︑本人は作業台 社で︑その下請けの労働者
手すりに跳ね飛ばされ︵鉄 は更に劣悪な労働環境︵
製手すりが ㎜程度︑外側 日連続夜勤等︶におかれ︑
にくの字に変形︶受傷︒約 交通事故や傷害事故が多発
６時間後の７時 分に死亡 しており︑またいつ重大事
が確認された︒︵助骨骨折︑ 故がおこるではと危惧︒
肺内出血︑胸部動脈破裂︶
会社及び日本電設は︑
本人の事故前一週間の勤 会社および会社幹部の保身
務状況は夜勤５回︵当夜含 を捨て︑真の事故原因を明
む︶︑日勤６回と休日はも らかにし︑個人の﹁ルール
とより非番も無く劣悪な労 の厳守﹂のみに頼る再発防
働状条件が浮き彫りに︒
止ではなく︑事故が起きる
まさに奴隷同然の扱われ たびに明らかになる劣悪な
方であり︑危険と感じるこ 労働条件の改善を早急に行
と︑互いに注意する労力も うなど︑根本的な再発防止
疲労により奪われていたと 対策の取り組みが求められ
想像できる︒
る︒同時に我々国労は︑今
会社は﹁本人が危険な場 こそ関連会社の劣悪な労働
所で作業したから巻き込ま 条件の改善に向けた取り組
れた事故﹂といわんばかり みを行い︑その闘いを通じ︑
の事故報告と対策︒
組織の強化・拡大に繋げて
常日頃︑会社は﹁ルール いかなければならない︒
を守れ﹂と口酸っぱく言い
続けており︑ひとたび事故 東北工事事務所分会
が発生すれば﹁ルールを守
らない本人が悪い﹂という
すり替えの発想︒
﹁事故報告﹂や﹁青信号
﹂では﹁作業時間短縮の
ために安全対策︵トロリー
線の 横 張力 を 抑え る 工具
﹁仮曲引き﹂︶を省略した

◆質問︒予算の収入の組織
人員と支出の交付金の人員
のズレはなぜか︒
◆機関紙活動︒
﹁ろばた﹂は東日本本部
大会で８年連続の表彰を受
賞︒また地本内の５機関が
受賞しており︑すばらしい
こと︒機関紙発行は簡単で
はなく︑機関の決意とそれ
を支える仲間︑読んで感想
を伝える組合員がいるから
こそ発行をし続けられる︒
遠く離れている組合員へ
の励ましでもあり︑大変だ
が年間 号を発行し︑連続
受賞を続けたい︒
地本は独自に機関紙表彰
制度をつくり︑機関紙活動
に力を入れており︑今回の
大量受賞につながったので
は︒編集ソフトやカット集
の整備など︑物心両面で機
関紙活動を支えてほしい︒
◆昇進試験︒
今年は指導職１名︑主任
職４名︑７等級４名︑助役
１名︑合計 名が受験し︑
主任職１名と７等級１名が
合格︒初めて７等級合格者
が出た反面︑ 回以上の受
験者が３名不合格︒受験を
諦めた組合員も︒
喜びの一方で悔しさ︒
自分は先輩から﹁闘いを
託す﹂と言われ︑助役試験
の受験を継続している︒
過去には助役の資格を持っ
た組合員もいたが︑誰一人
発令されずに退職︒我々は
助役登用差別とし︑第三者
機関での闘いを求めたが︑
当時は昇進差別の闘いが始
まった時期で︑助役につい
ては断念させられた︒
自分は当時の幕引きを見
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届けたものとして︑未だに
胸の支えが取れていない︒
現在︑国労と会社は和解
したが︑なぜ助役試験に国
労は合格しないのか︒
今年の試験結果は﹁作文
が悪い﹂との理由で不合格
とされたが︑最初から外れ
ていると感じた︒
万一︑会社の言う通りで
あったにせよ︑なぜゼロな
のか︒大いに疑問であり︑
差別の立証になるのでは︒
受験は闘いであり︑おか
しいと思った所を攻めるべ
き︒様々な意見があると思
うが議論すべき時期では︒
地本の見解を求める︒
◆職場アンケート結果︒組
合員は︑ 代が８割以上︒
現職場経験では︑２年未
満が約５割︑５年以上は２
割で短期間での異動が︒
年度の年間超過勤務時
間は︑百時間未満が ％︑
百〜二百時間が ％︑三百
時間未満が ％︑三百時間
以上が ％程度︒
昨年度と比較し︑業務量
では︑増えた ％︑減った
％︑変わらない ％︒業
務量に対する要員について
は︑足りない︑適正が共に
％であり︑業務の忙しい
所とそうでない所が作られ
ている︒
職場では︑組合に関わら
ず分断と競争意識づくりが
おこなわれ︑若い社員への
労働強化が激しいと報告が︒
朝礼時の唱和は︑毎日が
％︑その他は週１回で︑
唱和のほとんどが指針︒
小集団活動では事務所・
工事区共に参加しているが
名前だけ︑提案は付き合い
09
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程度で参加が多くを占める︒ が再雇用先として提示され
競合作業把握システムは た︒これは新たな差別と考
導入時に教育したのみ︒異 える︒
動者は自学の状況で︑教育 両名共︑昇進差別事件の
の不備が明らかに︒
地労委闘争で奮闘しており︑
年齢に対する賃金減額は その報復とも感じられる発
不 満 が ％ ︑ 意 見 で は ︑ 令︒これを許せば次々と同
﹁賃金を下げるのであれば 様な事象の恐れが︒
労 働 時 間 も 短 縮 す べ き ﹂ 定年延長と合わせ︑エル
﹁金がかかるのは年をとっ ダー制度の問題点を明確に
ても同じ﹂﹁労働時間や業 し︑闘いの方向を提起すべ
務内容が変わらないのに賃 き︒
金のみ減らされるのは法律 組合員は国労を信じ国労
違反でないのか﹂など︒
の旗の下に結集しており︑
エルダー制度については︑ 組合員の負託に応える地本
不十分・不安・分からない の指導を強く要望する︒
＝百％︒意見は︑﹁賃金が
低すぎる﹂﹁希望しない出 仙総支部・車体分会
向先での再雇用は望まない﹂︒
分会への意見︒﹁執行委
員会での討議内容を知らせ
てほしい﹂﹁どんな議論が
されているのか見えない﹂︒
その他︒﹁東日本会社と
国労は和解したといわれて
いるが職場では感じられな
い﹂﹁昇進試験も合格率は
◆一年間の支部の取り組み︒
低い︒不当・不利益には断
◆教宣活動︒原点である速
固たる態度で臨むべき﹂︒
やかな情報の伝達を目標に︑
これらの貴重な意見を踏
﹁団結﹂は昨年６月から今
まえ︑何でも語れる分会を
年の７月まで定期発行 号︑
作っていく決意︒
号外 号︑年間 号を発行︒
◆インフルエンザ︒
特に春闘時には︑﹁春闘特
東北工事事務所でも先月
集号﹂を各分会と共に取り
感染者が出て︑一週間ほど
組んだ︒
休業した︒
結果︑東日本大会で２年
勤務処理は年休であった
連続︑当支部の組立分会と
が︑伝染病として有給の休
共に優秀賞を受賞︒またこ
暇とすべき︒速やかにイン
れまでの集会・学習会等の
フルエンザ感染における勤
資料を基に冊子として整理︑
務処理について明確にする
昨年度は３度発行し最優秀
こと︒
賞を受賞︒
◆エルダー制度︒
これまで教宣活動を地道
仙総所支部の江刺家氏や
に根気よく進めてきた関係
宮城県支部の佐藤勇一氏ら
組合員の努力の結果︒
は︑本人の希望しない会社
10

43

34

支部の各分会でも機関紙
が定期的に発行され︑足元
がしっかりとした運動を取
り組んできた成果︒
◆レク活動︒５月に会社の
施設を利用し︑今年で３回
目の分会対抗ソフトボール
大会を開催︒各分会から実
行委員を選出しての議論で
は﹁休日開催の場合︑モニ
ター通勤者が参加困難﹂な
ど様々な意見を考慮し︑結
果︑多くの組合員が参加︒
後日の表彰式を兼ねた交
流会も盛況に︒大会結果は
﹁試合結果の速報﹂を翌日
に発行し︑職場の話題と他
労組へのアピールに︒
◆学習活動︒６月 日に東
日本本部の山根執行委員を
講師に︑情勢報告とエルダー
制度についての学習会を開
催︒
また地域共闘の学習会に
も積極的に参加︒今後も学
習・情報伝達︑宣伝等を推
進し︑交流と議論を重ねる
下地づくりを各分会と共に
取り組む︒
◆国労東日本マラソン大会︒
仙台地本チームが駅伝の
部で準優勝し︑一昨年の３
位に続く快挙︒
組合員の努力の積み重ね
であり︑支援と声援に感謝︒
現在当支部のメンバーを
中心だが︑地本チームとし
て︑他支部・分会の参加と
交流が必要︒トレーニング
を重ねている方は是非参加
を︒また地本の協力でユニ
フォームを制作した︒感謝
したい︒
◆労働条件改善︒出向問題︒
再延長を含め５年という
長期の出向期間を経て︑当

支部の福原氏が本人希望の
幹総に復帰したが︑その際
には会社側の不誠実な対応
が明らかに︒
本人同意のない出向は大
きな問題であり︑組合と会
社との主張に大きな隔たり
のある﹁出向協定﹂の改善
は急務の課題︒
また仙台車両センターか
ら幹総へ出向の鈴木氏は郡
山からの配転者で︑出向期
間終了後︑郡総を希望︒
今後︑鈴木氏の希望が叶
うよう支部・分会共︑最大
限努力する︒地本の取り組
みと指導を要請する︒
◆部外委託の拡大︒今年１
月提案の︑総合車両センター
関係業務改善でも﹁空制部
品検 修 の郡 総 への 委 託﹂
﹁屋根上機器解装﹂﹁車両
入れ替え業務の一部﹂等が
部外委託に︒
会社は当初︑数値管理や
単体管理が出来る箇所の外
注化としていたが︑近年は︑
再雇用職場の確保の意味も
あると主張︒
だが現実は︑エルダー社
員として再雇用の場を幹総
の職場を希望した江刺家氏
が︑幹総内の関連会社に残
れず︒地元盛岡の職場を希
望して配属された前進面も
あるが︑こうした現実もあ
り︑エルダー制度改善の取
組みの強化を︒
また業務外注化の拡大は︑
協力会社の死傷事故と無関
係ではなく︑一部を除き労
働組合のない職場の労働条
件は︑我々 と比較し非常
に劣悪︒またこうした状況
下で仕上がる車両の品質の
低下も懸念される︒

千葉代議員

支部は仕事・安全総点検 地本独白の物販︵焼酎︶の
運動の一環として︑自らの 取組みで︑一人当たり購入
職場と共に協力会社の実態 額は約１万円︒
改善についての取り組みを 今後も闘争団の体制強化
提起︒今後も地本を含め上 に向けて取り組む︒不採用
部機関と連携を強化する︒ 問題は闘争団の高齢化など
協力会社の労働条件改善に 予断を許さない状況︒先の
向けた具体的な取り組みが 選挙で自民党が大敗︑民主
あれば説明を︒
党を首班に連立与党政権が
◆組織強化・拡大︒
誕生︒この期を逃さず︑政
支部は組織対策会議を約 治的解決をうながすため︑
２ヶ月に１度開催︒職場の 職場の取り組みと共に力強
意識と取り組みには温度差 い大衆行動など様々な闘い
もあるが︑各分会に︑何が の展開が必要︒
問題点で何が足りないのか
を確認し合い︑目標を定め 郡山駅連合分会
ることを提起︒
成果は︑分会レクや職場
歓迎会など︑組織の取り組
みとして声をかけ実践し︑
また加入呼びかけの独自チ
ラシを支部・各分会が作成・
配布し︑新入社員対策でも
支部・分会が一体で行動で
きたこと︒議論を繰り返し︑
拡大を勝ち取るために奮闘
◆職場の取組み︒春闘時期
する︒
に︑職場要求実現に向け現
◆不採用問題︒早期解決を
場長への要請︒郡山駅では
目指す取組として︑塩竃地
副駅長・総務が対応し話を
区メーデーでは支部独自の
聞き︑磐越東線営業所︵班︶
チラシを作成し会場で配布︒
や車両センター派出所でも
６月には地元国会議員要
箇所長が要求を文書化した
請行動を宮城県支部の仲間
ものを受け取るなどの対応︒
と共に取り組み︑物販活動
要求内容には他労組の若
では︑支部物販推進委員会
い人の意見や要望も多く取
を設置し組織的に取り組み
り入れ会社へ伝えている︒
を︒各手当時に一人一品以
◆組織強化・拡大︒新規採
上の購入運動と併せ︑年２
用者拡大の取組み︒会社施
回の闘争団激励交流集会を
設を利用した組合説明会の
開催し組合員に物資購入の
開催を申請︒会社は了承し︑
要請︒集会では稚内闘争団
郡山駅会議室において新規
や仙台闘争団から報告を受
採用者全員が参加しての組
けている︒
合説明会を３月 日実施︒
また月一回と手当時のア
その後懇親会も企画した
ルバの取り組み︑手当時の
が︑﹁チャレンジサポーター
稚内物販︑うまい味の会︑
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を購入し直轄で作業の実態︒ の命の問題であり︑列車の が︑国労に新採が加入した
振動工具を使用させられ 進来方向も分からないのに 事実は残り︑これからも本
ており︑振動病の検査もな 指定はどうか︒
人を見守り支えていく︒
く問題でないか︒労基署な ◆ 歳の減額問題︒大量退 ◆組合員の破損事故︒職場
どの活用も必要︒
職で要員が減り業務が一層 復帰後︑ 月 日付で幹総
◆競合作業把握システム︒ 大変に︒減額は反対であり へ出向に︒簡易苦情処理は
線閉・保守作業簿・保守用 制度をなくすべき︒ 歳以 分会長と相談しているが︑
車などがシステム化に︒
上についてもエルダーでは その場合は対応を要請する︒
紙ベースなら だが︑
なく社員で扱うこと︒
◆試験制度︒主任合格した
だとどこに何を入れたら良 ◆共闘関係︒共闘の協力で 組合員から不安の声︒例え
いか分かりにくい︒
これまでの闘いがある︒若 ば﹁仲間はどう見ているか？﹂
若手は︑ は得意だが︑ 干手薄であり︑実践を伴っ ﹁本音は受験したくなかっ
内容が理解できていない︒ た行動を要請したい︒
たが︑組合の勧めで仕方な
研修には内容が良く分か
く・・・﹂﹁受けないと不
らない東労組主任らと若手 福島地区分会
利益になるという意見もあ
が行く︒結果は歴然︑ＯＪ
る﹂など︒合格しない︑と
Ｔが出来ない状態であり︑
いう問題もあるが︑一方で
資料で自力勉強・・︒
こうした声もあり︑取り上
◆執行委員会の議論から︒
げていく︒
組織もこのままでは将来
◆福島地区分会だが︑駅に
が厳しい︒
関しては昨年 月から 名
これまでは周りで見てい
の配転があり︑また配転や
たが︑飛び込まないと何も
退職者で４名の役員が欠け
解決しないと︑職場の飲み
てしまった︒非常に厳しい
会などに参加するなど様々
状況であるが頑張る︒
◆新採獲得の闘い︒
なものに関わりを持ち参加
組合員の親戚子息が福島
することを意思統一︒
駅配属を知り︑自宅へ出向 山形連合分会
結果として若手と様々な
き職場状況などを話す︒し
意見交流が︒
かし職場配属の日に︑福島
◆ 月８日の台風対応︒降
駅総務助役より東労組への
雨の警備対応だが︑前日８
加入用紙が手渡された事実
時から翌朝 時までの 時
が発覚︒
間以上対応させられた社員
この新採の国労加入に際
もおり︑交代要員不足や足
しては福島駅の組合員が直
ロスの問題︑作業指示の不
接に関わっていない不安も
徹底など指摘される︒
あったが︑福島駅長に国労
災害時の食事では上限７
加入の事実を告げたところ︑ ◆設備メンテナンス︒ 今
００円となっているが︑サ
状況は急展開し︑東労組と 体制以降８年が経過する中︑
ポートセンターの災害復旧
会社が一体となった組織加 Ｐ社・ 本体共に同種事故
﹁訓練﹂だと千円以上と思
入工作が始まった︒
を繰り返し︑技術の継承も
われる豪華な弁当が参加者
他の新採の状況や本人の 進まない状況︒設備メンテ
に︒扱いの差があり改善を
家庭の状況から本人の気持 ナンス体制というアウトソー
求める︒
ちを大切にしようと脱退を シングは︑その根幹から考
◆新入社員の教育問題︒研
認めた︒
え直すべき︒
修が多すぎる︒
わずか４日間ではあった ◆具体的事象から︒ある駅
◆見張り業務のあり方︒人

堀内代議員

構内の分岐部分交換で︑１
回の夜間作業で終わらず︑
当日は列車を通す為の最
低限の作業で終了したとい
う事象が発生︒作業本番で
段取りを行っているような
状況があり︑ここには技術
継承の問題や事故の芽が潜
んでおり︑設備メンテの大
きな問題が表面化した事例︒
今回の事象の布石︒第一
建設は事業所ごとに収入を
競わされており︑この事業
所へ下請けから２名の軌道
工事管理者の逆出向が行わ
れていたが︑１名が帰され
た︒出向者が一建の会議室
の使用を申し出た所︑これ
まで求められなかった﹁使
用料﹂を求められ︑会社間
の雰囲気が最悪に︒
また１名不足した軌道工
事管理者の業務は一建の若
い社員が引き継いだが︑雰
囲気の悪い中で︑仕事の分
からないことを下請け会社
社員に聞き辛い状況の中で
今回の事象が発生︒
三現主義や現場力が強調
されるほど︑現場は逆だと
は理解しながらその根本
対策・施策に背中を向ける
会社の体制︒これは現場
労働者・利用者に背中を向
けていること︒
安全輸送の実現と労働条
件の向上を結び付け︑貨物
の状況も含め︑スライキを
含むあらゆる闘を追求する
ことを要請する︒
◆共闘運動の強化︒米沢地
区平和センターの議長の任
にあり︑労働組合の内も外
も強化せねばと実感︒米沢
地区での事例︒
米沢市立病院の患者給食

業務︵療食部門︶を民間依
託し︑臨時職員の調理師を
解雇︑正職の調理師を学校
給食に異動し︑玉突きで学
校給食の嘱託職員 名が教
育委員会から解雇通告され
る問題が︒これに関わる市
病臨職労組︑市病職員労組︑
米沢市職労︑おきたまユニ
オンの四つの労組が︑平和
センターを軸に連携・連帯
し対応することに︒民間依
託撤回はできなかったが︑
一年間の実施延期をさせ︑
臨職労組の依託を受け四つ
の労組の役員と平和センター
の役員が団交に臨んだ︒
一年を越す団交の結果︑
依託業者や病院への雇用・
退職金を含む労働条件など
に合意に至った︒
また教育委員会は︑行・
財政改革を理由に学校給食
嘱託職員の 年度以降の任
用︵雇用継続︶を行わない
と通告してきたが︑おきた
まユニオンを中心に︑平和
センター役員も団交に入り︑
労働委員会の活用を含め︑
平和センター推薦市議会議
員︵我妻とくお等︶とも連
携し︑団交に出ようとしな
かった教育長を団交に臨ま
せ︑解雇通告の撤回に至っ
ている︒
また私立米沢図書館の嘱
託職員の解雇撤回闘争は︑
来年３月頃に判決が出され
る状況になっている︒
平和センター傘下の労組
と組合員は長年国鉄闘争を
支えてきた︒また国鉄闘争
の関わりで国労は地域に出
たが︑その主体は闘争団員
という側面もある︒
自分は国鉄闘争への長年
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との顔合わせ﹂の予定があ 深め︑国労の存在意義をしっ
るとの理由で実現出来ず︒ かりと示して行けば︑拡大
２年目の若手にその会場 に結びつくという確信を持
を尋ねたところ︑﹁分から ち︑この闘いをしっかりと
ない・今朝︑急に言われた﹂ 取組みたい︒
など︑会社と東労組の不穏
な動きが発覚︒
小牛田保線区分会
ただ後の話で︑この時点
ではまだどこの組合にも加
入をしておらず︑国労が最
初にオルグしたということ
であり︑意欲が出たとの報
告も︒今後の取組みにつな
げたい︒
家族交流会︒年２回の開
催を実施し︑組合員と家族
間のつながりを大事にし︑
◆職場実態︒職場は全体で
家族会への入会へ結び付け
名︑内訳は国労 名︑東
ている︒
労組 名︵内助役６名︶︑
◆機関紙活動︒年間 号は
労組１名と指定職１名︒
号が正解︒小野新町から
協定がある︒
新白河まで普段中々会えな
設備メンテナンス体制︒
い仲間の所へ斎藤副分会長
数年前から予算不足によ
︵教宣部長︶が︑非番・休
りレール交換やＭＴＴ作業
日に直接各職場の仲間の所
の大幅な削減︒今年度では
へ足を運び取材したもの︒
レール交換は４千Ｍほど中
是非ご覧頂き参考に︒
止︑長町にレールが残って
◆昇進試験︒郡山駅の出札
いる︒ＲＦＤが走ると本線
では組合員８名︑今回の合
上で約三百ヵ所に継ぎ目板
格をもって６名が主任職に︒
をしなければならない状態
各地区・職場によって差
でも︒
別があるようだが︑郡山駅
本社の施策とはいえ︑会
では前向きな方向と感じる︒
社も失敗の声︒そのツケが
◆展望として︒職場では会
現場の異常動揺に現れてい
社の対応が変化してきたと
る︒機械で突けないため︑
言われているが︑若い社員
手作業で行うなど過去の作
が多くなる中で︑過不足や
業体制に戻っている︒
クレジットの扱いミスも多
直・外作業の区分を整理
発しており︑そうした事象
していたが︑﹁緊急だから
に対する会社の対応は非常
頼む﹂と直轄で除草︑むら
に厳しいものがある︒間違っ
直し︑ボンド取り付けをさ
た理由とその対策について
せられている︒体制の発足
いやになるほど詰められて
当時︑工具材料を全て売却
おり︑その後の会話では不
したが︑Ｐ社は儲けがない
平と不満が︒
と仕事を請けず︑草刈機等
こうした実態から交流を
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13

に亘る支援に対する恩返し
の想いで地域に関わるが︑
解決局面という状況も考慮
し︑更に地域運動に関わる
必要性がある︒組織労働者
が ％という中で︑個々の
労組の労働条件向上は当然
重要であるが︑多くの未組
織労働者のそれが低下し続
ければ︑組織労働者の労働
条件も引き下げられること
は自明︒
方針書にある平和運動を
進めるにあたり︑未組織労
働者を組織することと合わ
せ︑地域の労働運動に関わ
りをより強めていく︒
これは全国一律組織の国
労だからこそ可能︒
内側だけでなく外側も強
く意識し︑地域労働運動の
発展を方針の大きな柱に据
えること︒ 必ず国労にとっ
て大きな力になり︑返って
くる︒

業務部

◆予算は赤字を出さないの
が基本的な立て方︒
収入については少なめに︑
支出は少し余裕を持って赤
字決算を出さないように計
画しており理解を︒

財政部

執行部答弁

18

くというスタンス︒
毎年の要求になっている
が解消に向け現場からも意
見を︒
◆競合作業把握システムと
トラムスなどシステムに関
する教育︒既に申し入れを
行っているが︑今後も改善
を求めていく︒
◆仙台駅構内の労災死亡事
故︒電気協議会を通じて対
策委員会や会議を開催する
よう進めており︑また地本
安全問題プロジェクトでも
対策委員会を立ち上げる確
認をしているので協力を︒
◆仙総の業務委託︒
見極め交渉をする予定で
あり︑問題点を出してもら
いたい︒
◆保線職場の振動工具使用
に対する振動病の問題︒投
げ掛けはしている︒
会社は﹁毎日使用してい
ない︑時間も少ない﹂と切
り返し︒ 事実使用してお
り今後も求める︒
◆福島の組合員に対する︑
出向に伴う簡易苦情処理は
実施する︒
◆設備メンテナンス︒年内
に提案がある動きも︒しか
し仙台工務協議会ではこの
間の問題点をしっかりまと
め上げる意思統一もしてい
る︒一建の問題は地本で知
り得ないものもあり︑教え
てもらいたい

◆無線機の取替えは２年計 書記長
画だが︑課題もあり解消に
向け引き続き求めていく︒ ◆助役試験の扱い︒
◆投排雪列車︒会社もまだ 労働委員会の出発は言わ
完成に至っていないと認識 れた通りの趣旨︒ 年の受
しており︑我々の要求は聞 験から合格率が格段に上が
り︑ 年から 年までに主
06

08

05

千葉代議員

任職だけで約 名の国労が 違いに対し回答を求めてい
合格︒
く︒
その主任の悩みも含め福
島の代議員から出されたが︑ 仙台信通区分会
次のステップとして認識し
ており︑エリア本部と相談
し対応を検討する︒
◆分会活動︒
◆エルダーの取組み︒
この数年︑組合員からの
希望を自己申告書で職種
要求を集約し︑現場長との
と地域を 箇所ずつ記入す
交渉を行っている︒しかし
るが︑大括り︒
今年は信通関係の事故が続
自分が行きたい所をしっ
き︑未だ開催に至らず︒要
かりと主張できる様式に改
求項目の追加と合わせ︑年
善することが必要︒
内の開催に向け準備をして
この間の闘いに対する
いる︒
﹁報復﹂であれば国労差別
◆新採対策︒
としてしっかりと対応する︒
昨年は事前情報があり︑
調査も含めて取組みを進
拡大に結びつかなかったが
める︒
活発な行動︑しかし今年は
◆業務委託先の労働条件改
十分な活動に至らず︒
善︒特に設備メンテナンス
拡大に向けた意識が執行
関係で言えば︑Ｐ社の交渉
部の議論を経て﹁分会全体
能力もあり︑ 会社が責任
の総意﹂にならないと困難
を負い対応するとし︑申し
︵我々側の意識のギャップ︶︒
入れと交渉を進めてきた︒
◆組織強化︒
ただし最近のエリア本部
一昨日︑分会芋煮会を開
と本社の関係もそうだが︑
催︒郡山からも家族を含め
徐々に﹁Ｐ社といえども他
て９名の参加あり︒
の会社であり︑こうしろと
ただ︑日常的な関わりが
いう指導はできない﹂との
減り︑意思疎通が良くない
論調に変化︒
状態︒背景に夜勤の多さ︒
安全問題と合わせその外
メセより夜勤の回数が多
注先の労働条件についてしっ
い技セの科もあり︑設定が
かり手が入る取組みとして︑
困難に︒今後は定期的な分
国労が直接申し入れを行う
会学習会や全体集会を開催
という動きも作ってきてい
し︑飲み会は出来なくとも︑
る︒エリア本部と相談・協
意思の疎通と組織強化を図
力しながら対応を進める︒
りたい︒
◆台風対策としての食事︒
◆組合掲示板︒他労組に対
災害復旧時の食事金額７
し国労の運動を見てもらう
００円は現場の指導として
側面があり重要︒
ある︒ただし中身について
会社から９月 日で労働
吟味されることは問題があ
協約が失効するので再申請
ると指摘している︒
を要求された︒
防災訓練との違いについ
メセにおける情報綴りの
ては支社に確認し︑扱いの

申請条件を思い違いしてお
り︑これまで申請をしてお
らず︒確認の意味で地本の
指導も必要では︒
◆踏切事故について︒
７月６日︑踏切遮断不良
の事故が発生︑あわや踏切
内で自動車と列車が衝突と
いう事象︒詳細は省くが︑
背景として要員不足があり︑
保安体制の確保が出来ない
ことが挙げられる︒
また 列警の問題があり︑
会社は﹁鳴り止むまで線路
に入るな﹂というが︑鳴り
止まないうちに︑列車が６
〜７本通過する箇所であり︑
列警の原則によれない場
合の具体的対策が示されて
いないなど課題も︒今後団
交で追及していく︒
◆電気協議会の立場から︒
新幹線と在来線の区別︒
信通で幹線・在来の区別
がないのは仙台支社だけ︒
事故時はどちらも対応さ
せられ︑先ほどの事故例で
も︑対応した自分と若手は
新幹線担当︒
しかし結果として在来線
の事故対応をさせられてお
り︑他支社ではありえない︒
支社は﹁要員が少なく︑
幹線・在来のグループ分け
は困難﹂という姿勢︒
また新幹線に配属された
若手に教育しても︑直ぐに
在来に異動され︑技術が身
に付かず︑技術の継承も十
分に出来ない状況︒
設備メンテの見直し提案
と交渉が行われるようだが︑
本部・本社間の交渉におい
て︑幹線と在来の住み分け
の明文化を要請する︒
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たものも多少見えてくる︒
しっかりと総括し︑今後に
つなげる︒
◆組織対策費︒
これまで分会の財政から
拠出し︑組合員の負担を軽
減してきた︒ただ長期間保
障し続けるには限界があり︑
現在も様々な意見はあるが︑
組織拡大に向け頑張ってい
る組合員のバックアップと
して︑今後も有効に使える
体制の継続を︒
◆昇進試験︒
分会では今年 回以上受
験していた組合員が指導職
に合格︒本人は和解に期待
していたが︑和解以降３年
目にしてやっと合格︒
本人はこの間﹃和解は間
違いではなかったのか︒や
はり裁判で闘うべきではな
いのか﹄と怒りを露わにし︑
その矛先を会社から組織に︒
合格したから直ぐに納得
とはいかないが︑分会とし
ては一安心が本音︒
年の和解以降︑分会で
も明らかに合格者が増え改
善が︒和解︑即差別解消と
はならない事は多くの組合
員が認識︑一方で期待する
組合員の存在も事実︒
多くの職場で﹁みせしめ﹂
的に差別され続けている組
合員がいる事も重くのしか
かっている︒
２等級も６等級も同じ責
任で仕事をしている矛盾や
平成採用の若者に抜かれて
いく侮しさは誰もが感じる
こと︒職場から早期に差別
が無くなるよう︑分会も精
一杯取組む︒
◆福原氏の 復帰︒
東北交通機械へ出向して

いたが︑７月１日付で幹総 また台車分会には今年
に復帰︒一昨年６月で出向 月で出向終了する鈴木氏が
終了の予定が︑﹁幹総の要 おり︑本人は病気を抱えな
員は足りている﹂との理由 がら郡山から通勤︒ 復帰
で会社は一年間の出向延長 は郡総を希望︒鈴木氏の希
発令し︑更に昨年 月には︑ 望が叶えられるよう尽力を︒
この間の団交での議論を無
視し︑更に３年間の出向発 岩沼駅連合分会
令︒その上︑支社の運用で
出向を 歳から３年︑ 歳
から２年︑ 歳から３年と
いう一方的なライフプラン
で︑定年まで には戻さな
いそぶりを︒
地本から支社に対して︑
出向協定に逸脱するとして
緊急申し入れをし︑東日本
◆質問︒議案書にある﹁企
本部にも働きかけ︑団交が
業の経営をチェックし︑社
開催された︒
員が誇れる企業にしていく
そこでは﹁以前団交で確
ことが労組の役割﹂とは？
認した事頃が無視されてお
労組が会社の立場に立っ
り︑本人の希望を無硯した
て考えるという意味なのか︑
出向延長は認められない﹂
そうであればそれは労組の
と主張し︑また会社の理由
役割ではないと考えるが見
とされた本人の健康問題に
解を︒
ついても︑産業医から﹁
◆ 不採用問題の早期解決
で働くには問題ない﹂との
に向けた取り組み︒
回答を得た事など︑問題点
◆単産オルグ︒
を事実確認した上でクリア
平和労組・全労連加盟の
し︑支社にその結果を突き
単産に対し︑現状報告と物
付け︑しっかりと対応すべ
販の要請︒
きと求めてもらった︒
◆地元選出国会議員要請︒
結果︑ようやく 復帰と
仙総所支部と協力し︑
なった福原氏は﹁希望が叶っ
名の事務所を訪れ︑控訴審
たが︑支社の対応には怒り
判決の内容と現状を報告︒
を通り過ぎて︑あきれるば
◆物販行動︒
かり︒最後まで会社への不
稚内闘争団の鈴木氏と︑
信と不満が残った﹂との言
冬期・夏期︑年２回の取り
葉︒この間の福原氏の扱わ
組み︒ 宮城交通・自治労・
れ方を考えれば当然︒時間
全水道・教組の各労組や仙
はかかったが︑これまでの
台・小牛田の各分連協と各
支社の対応からすれば復帰
分会に要請︒
は困難という危惧もあり︑
◆学習と交流として︑３月
分会として本当に良かった
に﹁連帯する会﹂の山下事
と総括︒地本が粘り強く支
務局長を招いての講演会を
社へ働きかけた結果︒
50

JR

09

7

JR

JR

山田代議員

12

14

東北自動車支部
宮城県分会
務量が減少し︑職場の問題
点と要求が出にくい現状に︒
だがこの現状だからこそ
職場の点検をする必要性が
あると分会大会や班集会の
中で提起︒また若い社員か
らも要求などを聞き︑職場
全体の要求にしようと執行
委員会で確認︒また青森新
幹線開業を契機に業務量が
増加すると言われており︑
退職者の補充が不十分な問
題など︑この時期を捉え議
論していく︒
◆大衆行動︒
分会は今年も一人一行動
を提起︒総行動も今年で６
回目で組合員に定着︒３月
６日の国労東北総決起集会
には 名︑３月７日の仙台
総行動には 名の参加と︑
分会で７割の動員は自信に︒
今後も充実した総行動に
向け︑事務局に参加し運動
を盛り上げて行く︒
◆組織の強化・拡大︒
毎年２回の分会レク︒夏
には暑気払いを兼ねたボウ
リング︑秋には竿煮会を開
催︒分会組合員家族や退職
した先輩方も参加し︑懇親
を深めている︒執行部では
なく実行委員会が準備から
行い︑何より楽しみにして
いる組合員・家族・先輩方
の存在が継続できている理
由︒またそこに若者が参加
の状況もあり︑国労を知っ
てもらう一歩に︒今年の新
採３名に台車分会として歓
迎会を計画︒声掛けと説明
をしたが︑結果は東労組に
相談され断られた︒ただ機
関としての取り組みは今後
につながると確認︒行動に
より変化が起き︑見えなかっ

JR

高橋代議員

ス社員に登用︒
も出来る運動から始めて行
しかし単身赴任で二重生 きたい︒
活︑帰省にも費用がかかる ◆試験では福島支店で 数
ため月に１度帰るのが精一 回の受験で指導職合格者が︒
杯︒遠方からの異動と見知
らぬ土地での生活は金銭・ 仙総支部・台車分会
精神的負担大︒
また出向社員には２年ロー
テーションがあるがバス社
員は制度なし︒
転勤時期の明示と合わせ︑
早急な制度の確立を要請し
たい︒
また白沢営業所は残り１
年で受託期間が切れるが︑
その後の形が見えず︑団交
◆春闘︒ 春闘では一人一
で追及するが会社も分から
要求を基本に集約した要求
ない状態︒仙台市議会にお
項目を班集会で確認︒全体
いて︑市営バスの展望の確
で共有しつつ︑﹁職場段階
認を要請する︒
で解決できるものは現場長
◆労働条件改善︒
との話し合いで﹂と︑分会
これまで バス東北では︑
二役で現場長要請行動を︒
出向社員は帰省の場合の代
しかし︑今年も現場長は
用証が月 往復分発行︑一
﹁現場に交渉する場はなく︑
方でバス社員と契約社員の
一社員としての話と言われ
交通費は自己負担︒しかし︑
ても︑顔ぶれを見れば応じ
月 日からバス社員にも
られない﹂と要求書も受け
帰省手当が新設︒ 白沢営
取らず拒否の姿勢を崩さず︒
業所異動に際して簡易苦情
その状況でも︑社員とし
処理において交渉をした結
て現場の生の声を聞いても
果が︑半年後に実を結んだ︒
らいたいと訴え︑昇進試験
人数は少なくとも︑団体交
における矛盾や課題︑アス
渉の素晴らしさを実感︒
ベスト対策などについて話
また年間休日数は出向者
しをしたが︑不十分であり︑
１０９日︑バス社員 日︑
来春闘では工夫する︒
契約社員 日と各社と比較
◆施設利用︒
し非常に少ない︒最低でも
今年は会社施設で分会集
年間１０４日︑週休二日制
会を開催︒会社の対応の変
にすべき︒
化を組合員が少しでも感じ
契約社員から社員への制
取れる機会になった︒今後
度化︑転勤時期と期間の明
も機会を捉え施設利用をし
示化と合わせ︑団体交渉の
ていく︒
強化と他労組への働きかけ
◆職場要求作成︒
をしていく︒
一昨年から新幹線電車車
バス東北では︑まだ一人
両検査周期の延伸により業
の国労組合員だが︑一人で
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兜森代議員
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◆国労に加入しまもなく一
年︒
この間︑全国の自動車の
仲間との交流を始め︑全国
の組織拡大経験交流集会な
どに参加︒ は７社に分断
されたが︑その垣根を越え
た︑全国単一組織である国
労ならではの取組み︒
全国に多くの仲間がいる
ことを実感︒
◆職場状況︒
月１日付で仙台支社白
沢営業所に配転︒今度の営
業所は 名規模で︑共通し
た趣味を持つ方との会話に
花が咲くことも︒趣味に労
組の違いは関係ないことを
実感︒ある時自分が東労組
のＡ氏と趣味の話をしてい
ると︑Ａ氏は後で組合役員
に呼ばれ︑﹁あまり話をす
るな﹂と言われたそうだが︑
﹁それは承服できない﹂と
返答し︑その役員とはそれ
以来会話をしていないとの
こと︒ 将来展望︒職場は
仙台市営バスからの受託事
業であり︑５年契約で開設
し現在４年目︒今年からは
七北田も受託︑要員確保の
ため︑青森・秋田・岩手・
福島の各営業所の契約社員
を﹁転勤﹂を条件に急遽バ
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開催︒また稚内闘争団の家
族を招き︑６月 日に県支
部激励交流会︑翌 日には
﹁支える会﹂との共催によ
る﹁励ます集い﹂を開催し︑
両日で百名を超す結集が︒
また稚内への激励オルグ
団の派遣は 回目となった︒
月から単産オルグと稚
内闘争団物販を取り組む︒
先の総選挙での結果を有
利に動かせるかどうかは我々
の積極的な行動にかかって
おり︑具体的な行動で政治
の状況を変える︒
◆制度改善︒
・ 歳での賃金カット︒
貨物も減額が当然のように︒
だが同じ職種で同じ労働
時間では納得できず︒逆に
年々業務量が増加している
実態︒みちのく銀行の訴訟
例のように解決の道がない
か︑東日本本部に働きかけ
と交渉を要請する︒
◆エルダー︒
県支部ではアンケート調
査を実施し︑また﹁再雇用・
エルダー激励交流会﹂を開
催し多くの問題点が明らか
に︒﹁ハーフタイムの職場
がない﹂﹁業務が過酷で辞
退した﹂﹁畑違いの業種を
提示された﹂など本人の希
望が叶わない問題が︒
一方で東労組はほぼ第一
希望︒
配属先の会社では︑﹁業
務がきつい﹂﹁年休が入ら
ない﹂﹁着替え・休憩場所
が狭く︑段ボールを敷いて
休んでいる﹂などの劣悪な
労働条件も報告された︒
出向協定に沿わない提示
のあり方など︑﹁退職して
からも差別されるのか﹂と

いう声も︒改善に向けた取
り組みの強化を求める︒
また諸要求改善は団交で
やるとしていたが再雇用先
の回答は？他地本では直接
交渉もあると聞くが︑我々
も交渉していくべきでは︒
◆組織の強化・拡大︒
新採対策︒
組対会議で意思統一し︑
寮前での資料配布行動と各
行事への参加の呼びかけ︒
拡大に至らないが関わり
が出来たとの報告も︒
◆不当配転︒
福島駅での新採加入と脱
退の事象では会社と東労組
が一体となって国労に攻撃
していることが明らかに︒
また古川氏への報復人事
には強い憤り︒
◆不当な扱い︒
仙・宮運輸区分会の伊藤
書記長の喫煙問題︒本人か
らの自己申告と反省にもか
かわらず２ヶ月半にわたる
日勤教育とその後の出向発
令は︑明らかに不当であり
許されない︒
職場実態を見直す取り組
みでは︑﹁食う・寝る・ト
イレ﹂が当たり前に取れな
い実態や︑プレッシャーか
ら精神疾患やストレス性疾
患に陥る者が多発し︑産業
医から﹁また宮城野運輸区
か﹂と言われる有様︒
職場環境改善に向けて︑
地本として職場実態調査に
乗り出すべき︒
支部では﹁強制配転・出
向者激励交流会﹂を開催し
組織強化を図っている︒
組織の強化・拡大は国労
の最重要課題であり︑この
取り組みに対する福島駅の

新採に関わる不当労働行為 の扱いについて︑市議会情
や強制配転などは国労に対 報の件︒石川けんじ市議に
する組織攻撃が止んでいな 尋ねている︒時間を︒
い証拠であり︑地本として ◆方針書の﹁誇れる会社と
再度強く抗議し︑伊藤氏の は﹂の質問︒
強制出向発令に対しても元 信濃川問題︑西日本を含
職場に戻す取り組みとして︑ め︑この間の様々な不祥事
第三者機関を視野に入れた と偽装により︑日々我々労
闘いを要請する︒
働組合が労働条件等の改善
◆小牛田駅連合分会の中丸 に向け努力をしていること
氏の加入〜会社の扱い方と が無駄になり︑更には倒産
東労組への不満が加入の理 に追い込まれる事態に︒
由︒分会全体での討論や小 しっかりと会社の問題に
さな行動の積み重ねが強化・ 目を向けチェックをしてい
拡大に結びつく︒
くことは当たり前の運動と
◆職場報告︒
考える︒
岩沼駅連合分会では﹁自 ◆出向者の労働条件の改善︒
動入出金機導入﹂について 支社との交渉で進まない
議論を重ね︑要求集約し交 課題もある︒
渉を行った︒
業務部・東日本本部とも
会社は﹁大丈夫﹂との回 相談し新たな取り組みを考
答であったが︑しかし現場 えている︒
では紙幣・硬貨詰まりの故 ◆ライフサイクルの扱い︒
障が発生し︑超勤で対応︒ 東日本本部の交渉の取り
新たにマルチレジスター 扱いとして受け止める︒
の導入もあるが︑問題が予 ◆喫煙・出向の扱い︒
想され︑しっかりとした対 職場環境は理解するが︑
応を会社に申し入れを︒
他の人は我慢をしている
また現場では常備薬の点 状況もあり︑まず吸えない
検と補給を訴えてきたが︑ 状況を改善する取り組みが
各駅で点検と補給がなされ 必要︒
た︒小さいこと︑忘れがち この間︑数回職場集会を
なことではあるが︑点検・ 開催し︑討論により仲間の
摘発をしていくことが大切 意識・声が掴めて︑改善に
であり︑運動の強化につな 向けた取り組みが必要であ
がる︒
ると意思統一︒ここが重要︒
◆福島駅の異動関係︒
分会の役員が異動により︑
業務部
次期を担う役員の問題など
◆入出金機と現金管理機の 悩みは大きい︒
扱い︒問題点があれば集約 しかし異動した組合員が
し︑要求交渉を行う︒
異動先での問題に対して改
善の取り組みを進めており︑
こうした組合員の取り組み
書記長
をしっかりと受け止め︑機
◆白沢営業所の委託期間後 関として支える︒

１︑ 不採用事件の政治解 た︒厳しい経済状況から
決に向けた闘い
年春闘も厳しい情勢が予想
される︒派遣村等︑非正規
﹁四者 四団体﹂の団結を 労働者との連帯・共同の春
基礎に︑本部からの指示に 闘についても今春闘からも
集中することを確認したい︒ 言われており︑本部・東日
そして到達点から解決へ 本本部と連携して賃上げや
つなげる︒具体的には 月 地域春闘の再構築に向け取
日︑東日本館内国会議員 組みを強める︒
要請行動︑本部が計画して 反合理化・安全な職場作
いる百ヶ所集会︑ 月院内 りに向けては︑安全問題プ
集会や２・ 中央集会を成 ロジェクト会議を引き続き
功させ︑裁判関係では署名 設置し︑事故の防止と原因
の取組みを進めていく︒
究明︑安全対策の実施を求
また共闘関係とのかかわ めていく︒
りを大切にしていく︒大崎・ 具体的には仙台駅構内ト
米沢地区での経験からの発 ロリー線張替え工事におけ
言や若松地区での﹁連帯す る死亡事故︑信通職場から
る会﹂の強化についての報 は踏み切り遮断不良事象が
告の通り︒地方においても 報告されたが︑電気協議会
引き続き意見書の採択︑闘 として現在︑背後要因を含
争団の生活支援など組合員 めて議論し要求書を作成し
の理解と協力を得ながら取 ている︒出来上がり次第申
り組みを強化していく︒
入れ︑団交の開催を求めて
いく︒
２︑ 春闘と労働条件改善
の闘い
３︑﹁新たな再雇用制度﹂

が守られない問題︒５月
日の団体交渉時に追及した
が︑一般的な扱い以上の話
には及ばず︑東日本本部へ
提起し︑申入れされている︒
希望の関係では自己申告
書形式で希望業種︑希望地
の抽象的な項目であり︑第
希望まで記載できるがこ
の取り扱いそのものの改善
も求めていく︒

４︑﹁昇進差別﹂是正の取
組み

3

10

19

28

29

28

回以上受験の組合員の
名簿を添え︑東日本本部と
して団交を行ってきた︒
具体的には一次試験で
名中７名合格の報告を受け
ている︒代議員からの発言
に２次も３名合格したとの
報告があったが︑全体的な
調査集約を進め︑地本内・
東日本全体での結果を明ら
かにし︑引き続き粘り強く
交渉等を進めていく︒
助役試験の扱いは中間答
弁の通りだが︑ 年度の試
験までに主任職 名︑指導
職が１４８名合格している︒
主任職の組合員の悩み等
東日本本部で一度会議を招
集しているが︑助役試験の
関係等を含め︑改めてその
必要性は高まっていると認
識︒
自動昇格制度について︒
基本要求としてあるが︑
組合差別の手段として運用
されてきた経過から多くの
組合員を失ってきた︒異動
の扱いとあわせ労働委員会
の場で国労差別を立証し︑
命令等を勝ち取ってきた︒
結果的には不十分ながら
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地本は２年目になるこの
制度の改善を求めてきた︒
要求のポイントは﹁辞退
者﹂を出さないこと︑ 歳
以上でも働き続けられる賃
金・労働条件の改善・通勤
の緩和など︒若松地区など︑
受け皿が少ない地区ではＪ
Ｒ本体雇用を求めてきた︒
制度の趣旨は技術指導で
あり本社へ伝えるとしてお
り︑本社団交へ活用してい
く︒
親の介護を抱え団交確認
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春闘の取組みは︑仙総
支部ほか代議員からの発言
の通り︑﹁一人一要求﹂か
ら現場長等との話し合いを
追求し︑またその取組みを
全体で確認する場としての
大衆集会・行動を二本柱に
すえて取り組みを進めてき
た︒
この６年間︑運動の前進
と職場諸問題の改善を勝ち
取り︑また︑会社施設利用
は他労組に対するインパク
トになったとの報告も受け

60
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小松代議員
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﹁公平な人事︑労務管理を
行う﹂ことを会社側に約束
させ︑ 年 月に紛争和解
をしてきた経過がある︒
和解が即差別解消ではな
く︑和解を武器に差別是正
の闘いが始まることも意思
統一してきた︒粘り強く闘
いを進めていく︒

職場でも新白川駅での軌道
内無断立ち入りや作並駅で
の墜落による傷害事故が発
生︒会社は﹁非常事態宣言﹂
を解除出来ず︒
我々は再度自分たちの働
き方・扱われ方を議論する
必要がある︒
地方本部へは死亡事故が
発生したならば﹁事故調査
委員会﹂を関係分会・職協・
支部などと早急に立ち上げ
事故原因の究明を議論し︑
会社に対し原因の追究と再
発防止策を求める取り組み
と︑交渉内容をニュース化
し全体に広めていくことを
要請する︒
◆制度改善︒モニター制度︒
分会では福島・白石・古
川から４名が通勤︒新幹線
を使用する場合もあり︑自
己負担が大︒制度導入後時
間が経過しており︑多くの
企業が新幹線通勤を認めて
いる︒自称リーディングカ
ンパニーがそれを認めない
のは不自然︒上部機関へ要
請を︒
東日本の 歳・ 歳の賃
金カットと貨物会社の 歳
からの３割賃金カット︒
教育費がかさむ時期に非
常に痛いという声︒労働軽
減があるわけでなく︑誰も
が安心して定年まで働き続
けられるためにもやめるべ
き︒制度改善やベア獲得に
向け︑ 春闘では客・貨一
体で﹁ストライキ﹂で闘う
べき︒
◆組織強化・拡大︒
４月と９月にそれぞれ一
名ずつ新採者が配属︒勧誘
をしたが︑東労組は役員が
事務所に誘導︒また支社研

55

11

５︑配転者を希望地に戻す
取組み

15

阿部代議員

齋藤代議員

仙総支部・車体分会 では︑科長だけ︑科長と助 外注化の問題を会社に提示
役︑など対応に差が︒検証 していく︒
を︒
◆エルダー制度︒
◆配転︒９名がモニターを 地元に出向先がなく︑仕
◆３年連続して会社施設で
利用︑最長 年間も︒自宅 方なく個人対応で遠距離通
の分会集会を開催︒東労組
が駅近くの人はまれ︑大抵 勤を強いられる職場に希望
では既に食堂や技術科の会
は車や乗継︒遠い人では沼 を出さざるを得ない︒
議室での集会を実施︒駅に
宮内から︑毎朝５時起きで 一方で︑特例措置として
近い会議室を要望したが︑
通勤︒ただし朝のダイヤの 現職のまま制度を活用︵ア
理由をつけられ徒歩 分の
都合上︑新幹線の沼宮内駅 ドバイザー︶している社員
会議室に︒今後はより工夫
からは利用できず︑往復同 も︒原則出向でなくとも雇
していく︒
一駅の原則から盛岡からの 用が確保できる制度の改善
集会内容は東日本本部武
モニターに︒花巻・北上か を求める︒
田執行委員の情勢報告・春
らの通勤者も盛岡の方が利 ◆新青森駅開業に伴う並行
闘・部外委託の団交報告で
便性は良いが︑認められて 在来線問題︒貨物会社のレー
年休を除けは 割の参加率︒
いない︒
ル使用料負担について東日
◆科長︵非組︶との話し合
モニターは税制上︑デリ 本会社の対応は︒また自治
い︒執行委員を中心に︑組
ケートな部分があると聞く︒ 体の地域格差問題など︑地
合の話や職場の問題点につ
また遠距離配転の容認に 本も関わるべき︒来春闘で
いて個別に︒毎年科長が変
つながる懸念も︒制度の規 の具体的な運動の提起を︒
わり︑検証的な話が出来ず
制緩和と併せて配転希望者
残念︒取組みを継続する︒
を地元に戻す取組みを要請 仙台建築区分会
◆新規採用者対策︒
する︒
幹総では一年間の実習期
した事実を全体が確認し︑
間を経て現場配属︒実習期
自信と確信を持ち合うこと
間に東労組の情報が入り込 郡工・車体科分会
◆労働条件改善︒
が大事︒また︑小牛田保線
む懸念︒会合は︑関わりの
分会では毎年︑春闘時期
区分会からは﹁組織をなく
ある若手に話をしてつない
に﹁一人一要求﹂運動を取
さないために中に入ってい
でもらった︒まずは第一歩 ◆安全な車両を提供する取 り組み︑現場長に要請し︑
こう﹂という意思統一の下
だが︑警戒もある︒
組み︒業務委託が拡大され︑ 話し合いを実施︒現場で改
に︑会社施設利用︑職場飲
◆個人面談︒科長不在のた 結果組合員４名が出向に︒ 善された事項も︒現場で改
み会などへの参加も意識し
め助役が対応となったが︑ また外注化されたが要員 善出来ない事項は団交を︒
て取り組んできたとの発言
組合員かつ組合役員であり︑ が確保出来ずに孫受けに出 設備メンテナンス合理化
もあった︒
個人情報管理の見地からも された業務もある︒
は７年を経過した︒団交で
日常の運動は国労が勝っ
異議を唱え終了︒後日科長 団交では︑契約は予算上 仕切った内容が守られてお
ている︒後は新入社員の獲
に 見 解 を 求 め た と こ ろ ︑ 年度初めの４月となってい らず︑分会で議論し問題点
得に向けた他労組優遇の扱
﹁他は助役も対応しており たが︑新たな作業が委託さ を確認してきた︒この改善
いを是正︑排除する具体的
科長が対応しているのは幹 れ︑随時契約での業務が増 を求めていく︒
対策を引き続き進めていく︒
総だけ︒組合員であっても 加し︑出向者は悲鳴︒
技術の継承〜若手にうま
面談時間は管理者の扱いを﹂ 会社は車両部品を単体管 く引き継ぎされていない︒
との話︒
理すれば委託でも問題なし 業務研修では東労組に偏
しかし個人情報は他組合 との見解︒今後︑エリア工 り︑国労組合員との差が生
に渡り悪用のケースもあり︑ 作や地本業務部長会議を通 じている︒
※以降は大会の運営上︑時
組合差別をなくすという話 じ︑直轄施工しなければな ９月 日に仙台駅構内で
間の制約により発言できな
が成立しない︑と抗議を交 らない業務︵ブラックボッ 労災死亡事故︒ＪＲ発足後︑
かった方の意見を原稿発言
えた話に︒幹総内の他の科 クスなど︶を調査し︑全面 ３３００名が犠牲に︒建築
として掲載しました︒
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６︑組織強化 拡大
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組織の基本は﹁信頼﹂で
あり︑国労の先輩から引き
継がれている﹁自分だけよ
ければ良い訳ではない﹂と
いうこと︒
分会情報で東北工事事務
所分会などから活性化の発
言を受けた︒地方本部を含
めると７機関が表彰を受け
東日本大会でも群を抜いて
いた︒組織拡大については︑
仙総支部からチラシ作成︑
交流への呼びかけの取り組
み︑宮城県支部等からは寮
対策を実施した発言︑特に
郡山駅においては︑初めて
駅会議室での組合説明会を
開催する等︑特筆すべき前
進が︒
福島駅においては︑数日
でも新入社員が国労に在籍

10

06

小牛田運輸区からの発言︑
要請書についてあらためて
受け止めていく︒異動の関
係では毎年︑支社に対し名
簿を提出し負担の多い異動
について解消するよう働き
かけている︒
また合理化事案等にあわ
せて具体的に求めている︒
長期の単身赴任や遠距離通
勤をよしとしていない見解
も得ている︒
小牛田運輸区での 月
日の職場集会の際︑集会の
インターバルに区側にあい
さつし︑異動の扱いについ
て意見交換をしている︒他
労組の異動実態とあわせ︑
引き続き解決に向け求めて
いく︒
仙総所支部から出向期限
後の復帰について要請があっ
た︒関係主管へ戻りの場面
で間違いのない対応をする
よう働きかけをしている︒
再度具体的な動きを作り
たい︒全体として少しずつ
の前進と新たな問題はある
が︑異動に関して会社の理
屈を検証して合理性を追及
し︑不合理・不条理な異動
の解消を粘り強く求めてい
く︒
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修時にも勧誘され加入して
おり︑﹁配属まで手を付け
ない﹂約束は反故に︒
福島駅でも新採者が国労
加入をしたが︑会社の動き
で東労組へ︒分会長は不当
配転︑総務助役は栄転︒
このような悪辣な行為は
見逃してはならない︒組織
攻撃や不当労働行為に対し
てはしっかりと対応すべき︒
◆会社と組合窓口との対応
について︒掲示板に貼って
いたニュースを剥がせと会
社から言われた︒分会役員
と相談し︑地本へも相談し
た︒地本は﹁現場判断﹂と
のことであり︑事実が書か
れているので放置したら︑
分後に会社がニュースを
剥がして持ってきた︒
会社は労働グループの指
示で動いており︑地本にも
一定の方向性と的確なアド
バイスを要請する︒

仙台保線区分会

宍戸代議員

30

◆不採用問題︒ 年が経過
したが解決の糸口が見えか
けている︒高裁でも差別が
認定され政治による早期解
決が言われている︒先の選
挙結果でも民主を中心とし
た体制が確立した︒民主主
導で安堵は出来ないがチャ
ンスの時期︒
地本としても積極な行動
の取り組みと︑各分会も行
動要請に応えられる準備を︒
また共闘にも益々の支援要
請の取り組みを︒
◆職場実態︒設備職場では
最大の合理化である設備メ
23

ンテ体制から９年目を迎え
る︒この間︑会社は定着化
を目指したが︑職場では問
題が噴出︒この合理化によ
り傷害・運転事故が減るど
ころか増加の傾向︒最近で
は電力でＰ社社員が労災死
亡︑この間土木の挟まれに
よる死亡や墜落事故︑保守
用車による分岐器割出し︑
他支社でもメンテ以前では
考えられないようなミスが
多発︒
この体制ではＰ社は施工
のプロと位置付けられたが
慢性的な要員不足であり︑
また儲けに結びつかない仕
事は断り︑保技セも従って
いる状況︒
仙台保技セではこの２年
前から特に﹁予算がない﹂
という理由で直轄作業が多
くなっている︒
団交の確認事項では﹁緊
急性のある場合は﹂として
いるが︑それを盾にされて
いる︒班集会などで議論し
ているが﹁職人気質﹂が邪
魔をし︑やらざるを得ない
のが実態︒
その場合も線路閉鎖が取
れない場所ではＬＥＤも立
てず見張りと 列警で作業
をしている︒分会の力不足
もあるが︑仲間も自分の科
から﹁異常値﹂を出したく
ない思い︒そのしわ寄せが
労組を問わず超勤やサービ
ス残業に︒
所長等に実態を報告し︑
団交の仕切りや即修繕が多
すぎると言うが︑﹁団交で
言ったことはない︒仕方な
い﹂と変化なし︒
また直轄作業の発生に伴
い︑メンテ以降行っていな

い振動病の検査も必要では︒
最近また事故の多発傾向に︒
分会では線路閉鎖の着手
失念が︒ 日前にも同種事
故︒対策が曖昧・不十分で
あり︑個人の責任だけでな
く職場環境の問題がある︒
また会社はレールセンター
の展望をどう考えているの
か︒要員不足で技術継承ど
ころではない︒
教育の問題では︑キーマ
ンが研修に行き︑職場でＯ
ＪＴの手法だが︑その時間
が満足に取れず︑扱いが出
来ないなどトラブルも発生︒
◆エルダー︒分会では２名
が頑張っているが︑他職場
を見たとき希望職場や職種
に行けない仲間も︒退職に
際して差別のない︑本人希
望を尊重した﹁安心して働
き続けられる﹂制度の確立
が必要︒

神山代議員

仙総支部・運転分会
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◆試験制度︒
和解以降︑一定の合格を
みていると方針書に記載︒
確かに指導職に５名受験︑
２名の合格者︒しかし試験
制度が出来てから主任試験
を受験し︑まだ合格しない
組合員も︒職場では他労組
が総括主任を任されている
が︑明らかに仕事に精通し
統率力もある組合員が評価
されず︒過日の個人面談に
おいても﹁安全面からも考
えるべき﹂と指摘した︒地
労委を理由にした人事評価
も考慮したが︑着任したば
かりであり経過を見る︒

地本にも差別是正の運動
の強化を要請する︒
◆組織強化・拡大︒
こうした職場状況であり︑
拡大のチャンスでもある︒
一方で組合員が業務上の
ミスを︒プロ意識もあり落
ち込んでいるのではと励ま
しの電話を︒世話役活動な
ど細やかな気配りも必要︒
◆職場改善︒
庫の中に﹁非常口﹂を取
り付けるべきと数年前から
国労の要求に︒仮処置とし
て階段を取り付け︑窓から
外へ出られるように︒
非常口としては極めて不
十分だが︑国労要求の実現
は評価︒
◆国鉄闘争︒
支部の指示に基づき︑毎
月の物販を取り組む︒また
地本独自の取組みやうまい
会のは他分会の仲間と協力
している︒
◆エルダー︒
支部主催の集会で江刺家
氏によれば︑出向先は貨物
ロジスティクスだが︑本人
は貨物分会でなく組立分会
所属︒国労組織の強化の観
点ではいかがなものか︒
配属職場の最寄りの分会
へというのが本来の姿では︒
今後も発生し︑また関連
職場に分会をという方針も
あり︑地本の考えは︒
◆福原氏の出向問題︒
出向期限は本部・本社間
の取り決め︒戻ったから良
かったではなく︑約束した
ことは守るべき︒
支社としての特例を持ち
出すのは問題︒教訓とし︑
組合として毅然とした対応
で臨むこと︒
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