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平労及川議長
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地方本部は︑当面する取
組みについての意思統一を
図るため︑各地区での集会
を開催しているが︑今回は
月６日に開催された山形
地区集会から報告する︒

・ 小牛田地区集会︵ 名︶
・６ 安全問題プロジェクト会議
・８ 不採用事件宮城県集会
・ 第２回執行委員会・闘争委員会
10

10

に感謝する︒今後も﹃４者・
４団体﹄は団結を強めて前
進する︒来年の２・ 集会
は解決報告集会としたい︒﹂
と述べた︒
最後に平和労組会議大沼
元副議長の﹁ 不採用事件
の 早期 解 決 を求 め る 決 議
︵案︶﹂の提起があり︑全
体の拍手で採択された︒

JR

意見など

16

ているが︑組織的な行動は︑
出来ることは少ないため︑
自分の気づいたことはその
まま職場の長にものを言う

スタンスで取り組みしてき
た︒職場の休日明示の改善
を図ることが出来た︒地本
に要求を出したらそのコピー
を現場長にも渡しており︑
トイレの改善など変化が見
えてきている︒
⑨ 月 日に米沢で国鉄闘
争支援共闘会議による集会︒
他の労組も本当に厳しい
中でやってくれている︒労
組の組織率 ％という現状︒
国労はもっと地域に入って
もらいたい︒

20

答弁など

21

12 12 12 12
JR

28

①春闘時期の取組みについ
て︒連合分会のため︑一人
職場では現場長交渉作れな
い職場も︒他職場に赴いて
の交渉は困難︒会議室の借
用も同様︒
②本日︑分会大会開催で
名が発言︒要員︑休憩室︑
トイレなど・・地本・職協
の団交を活用したい︒
③制度︒研修の扱い︒代用
証が出なかったり︑非番で
の超勤での取り扱いもあり
不平等︒
④振動病の関係での健診は
あるのか︒
⑤検修職場の合理化提案︒
近々支社でも提案があると
思うが︑休日など労働条件
が低下する︒東会社から出
向先会社へ意見が通じるよ
うにしてもらいたい︒
⑥設備メンテ見直し︒どこ
まで話が進んでいるのか？
⑦出向者の労働条件︒ 会
社が指定した労働条件を下
回った場合︑会社がＰ社を
指導し是正させる約束を︒
⑧一人または︑少数の組合
員で︑職場のなかで頑張っ

①春闘の取組み︒知恵を出
し合い臨機応変に︒会社と
必ず対応しなければならな
い訳ではない︒
③研修は制度の問題︒会社
は頑なであり︑改善につい
てエリアにも要請する︒
④振動病︒会社は毎日では
ないので必要ないとの考え︒
⑤現時点では︑エリアの団
交が始まる段階︒第二次の
解明要求等への提出を︒
ただエリアでは出向先の
会社で団交が出来るように
議論を進めている︒
⑥提案すると決まっている
のみ︒年内の提案か年度内
なのかも不明︒
⑦会社側を逃がさない交渉
が必要︒
︻山形県支部：伊藤通信員︼
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福島地区集会︵ 名︶
若松地区集会︵ 名︶
東日本本部組織部長会議
山形地区集会︵ 名︶
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わせ共に闘う﹂と報告︒
また︑仙台市交通労働組
合 の鈴 木 直 明書 記 長 は ︑
﹁市当局は︑市バス出張所
や地下鉄駅の合理化を図り︑
委託・嘱託化を進め︑退職
者の補充等に充てている︒
また３名の新規採用者募
集に対し︑３６８名が応募
するという失業者の現状で
あり︑雇用情勢の悪化が進
月８日︑仙台市﹁ハーネル仙台﹂において︑ 不
んでいる︒地下鉄東西線開
採用事件の早期解決を求める宮城県集会が開催された︒
業を６年後に控え︑職員確
集会には支援単組組合員など約二百名が参加︒参加
保の交渉に入るが︑安全確
者は︑一刻の猶予も許されない事件の早期解決に向け
保の闘いと合わせて 不採
ての決意を全体で固めあった︒
同機構からは﹁国交省か 用問題の早期解決に向けて
分割・
民営が根底に 社民党宮城県連合小山勇朗 らの指示があれば動きやす 共に闘う﹂と決意報告を述
副代表は﹁社民党は︑政権 い﹂との発言があり︑﹁４ べた︒
与党の中で解決に向け努力 者・４団体﹂では 月 日
主催者あいさつ
している﹂と報告︒
に運輸機構へ︑ 月 日に 闘争団決意表明
情勢報告として︑国鉄闘 は国交省へ﹁早期解決に向
争全国連絡会議神宮義秋議 けての要請﹂を行う︒
仙台闘争団高橋敏夫団長
長は︑◆１０４７名のうち 最 後 に 神 宮 議 長 は ︑ は︑今日までの支援に対し
既に 名が他界し︑また国 ﹁﹃４者・４団体﹄の中心 てのお礼と︑解決までの更
集会冒頭︑主催者を代表 労の９６６名中２００名が は国労だが﹃団結なくして なる支援を要請すると同時
歳を超過◆﹁４党合意﹂ 解決なし﹄の変わらぬ合言 に﹁労働者の団結で安心し
し︑宮城県平和労組会議及
川光行議長は︑﹁規制緩和 をめぐり不団結の時期があっ 葉で︑早期解決に向けて更 て暮らせる社会をつくろう﹂
により労働者の労働条件を たが︑現在は﹁４者・４団 に頑張る﹂と決意を述べた︒ と決意を表明︒
始め様々な制度が改悪され 体﹂で一体となり前進◆
続いて︑稚内闘争団から
続けられてきた︒その根底 年７月︑東京高裁南敏文裁 単産報告
現在宮城県に物資販売オル
には国鉄﹃分割・民営化﹄ 判長の﹁ソフトランディン
グで訪れている鈴木勝副団
がある︒これらに対する国 グ出来ないか﹂﹁解決に向 単産報告として︑全自交 長は︑この間の支援にお礼
民の反撃が民主党連立政権 けてお互い努力を﹂との前 宮城地方本部の峰岸明広委 を述べると共に︑今回も変
に繋がった︒連立政権の中 向きな発言に対し︑国労は 員長は﹁規制緩和により︑ わらぬ支援を要請し︑また
でこの問題を解決するため 正面から受け止めた︒また 仙台市内では台数が大幅に 最後まで闘い抜くと決意を
に奮闘しよう﹂と述べた︒ 当時の冬柴国交大臣は﹁誠 増加したが︑タクシー新法 表明した︒
心・誠意努力する﹂と発言︑ によりそれを食い止め︑労
年９月公明党は﹁対応委 働条件改善に向け動きつつ
国交省を動かす
２・ は解決集会
員会﹂を立ち上げた◆新政 ある︒今後︑労働組合の役
権になり鉄道運輸機構国鉄 割がより重要であり︑安全
神宮議長報告
清算事業本部へも要請を行っ 確保と働きやすい職場環境 国労仙台地本橋本委員長
は︑﹁ 年間︑闘いの支援
来賓として挨拶に立った ている︒
を求め︑ 不採用問題と合
60
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20

JR
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国労仙台総合車両所支部 団交と実態との食い違いが︒
は 月 日︑こくろう会館 また﹁グループ会社と一
おいて第 回定期大会を開 体となった業務体制のさら
催︒支部を代表し庄司委員 なる推進﹂が提案・実施さ
長は以下の挨拶を述べた︒ れようとしている︒大きな
問題であり︑安全︑労働条
件︑直・外の違いを見直し︑
庄司委員長挨拶
解明要求づくりと交渉に全
①不採用事件
力を︒安全点検運動︑仕事
総点検運動の更なる充実を
既に 年が経過︒ 名の 図る︒
闘争団員が他界した︒
﹁今年こそ解決を﹂の決意 ③組織強化・拡大
で闘いを進めてきたが︑残
念ながら現在に至っている︒ 一括和解以降︑東本部で
だが４者・４団体の団結
を堅持し︑本部を先頭に大
衆行動の強化︑各署名活動︑
闘争団の自活体制の強化と
して毎月の物販活動等︑大
きな実績を残してきた︒自
信を持ち継続を︒
また塩竃地区平労の協力
で 月 日に﹁ 不採用問
題の早期政治解決実現を迫
る塩竃集会﹂を開催する︒
取組みの強化と共に︑こ
の闘いが国労だけでなく様々
な支援の輪と共に続けられ
てきた重さを受け止めたい︒
JR

59

②反合理化・労働条件改善

約 名の加入︑地本では︑
この一年間で５名の拡大︒
この間︑各級機関が開催
する組対会議や交流会に積
極的に参加︒進んだ運動に
学び︑支部組対会議で議論
を深め︑支部・分会の加入
呼びかけチラシの取り組み
等を実践してきた︒
我々一人ひとりが運動員
であることを自覚し奮闘を︒
課題は多いが︑それぞれ
の課題にしっかりと向き合
い取り組む︒

役員体制

原子
遠山
渡辺
原田
及川
山口
加成
多賀

清貴 日本工作協議会の小野議長
政孝 と︑仙台地本から橋本委員
一則 長と︑新しく書記長になら
靖
正昭
智
三男
貴弘

れた五十嵐前業務部長が参 地方本部は︑ 月 日に
加されました︒
第一回２０１０春闘事務
大川原副委員長の開会の 局会議を開催し︑来春闘
挨拶で始まり︑橋本委員長 に向けた取組みを開始し
の支部を代表しての挨拶が た︒第一回の事務局会議
あり︑その後︑郡山地方労 で確認された事項は︑
の柳田議長や多くの来賓の ①昨年の総括を基に︑今
年の仙台総行動の内容を
どのようにするのか︑各
支部において検討し︑次
回の事務局会議に持ち寄
方からご祝辞を頂きました︒ り決定する︒
県教組の佐藤書記長から ②春闘川柳については今
は︑非常に厳しくなってき 年も取組む︒
ている教育職場の実態が報 ③次回以降の事務局会議
告され︑﹁郡工支部の運動 の日程は以下の通り︒
は見習うところが多くあり︑
今後も一緒に頑張っていき 第二回： 月 日︵木︶
たい﹂との発言がありまし
時 分〜
た︒
退職者組合の齋藤元委員 が多くありました︒
長も大変元気でした︒小野 大会後の懇親会にも︑小
議長から﹁エルダー制度に 野議長や橋本地本委員長︑
伴う外注化等に対する郡工 五十嵐書記長も参加されて︑
の運動が︑東日本工作の運 大会同様︑活発な意見の交
動に大きく影響を与えてく 換があり︑大変有意義な盛
れている︒今後も連携を密 り上がった大会となりまし
にして運動をすすめていき た︒今大会で出された意見
たい﹂との発言があり︑橋 を今後の支部の運動に役立
本地本委員長からは︑今日 たせて︑より組織が強化・
までの闘争団闘争を含めた 発展できるように︑全体で
運動の報告と︑日程を含め 頑張っていきたいと思って
た今後の提起がなされまし います︒
た︒
今後も皆さんのご協力を
議事に入り︑執行部から よろしくお願いいたします︒
経過・財政・運動方針の提
案をして︑質疑では︑外注 役員体制
化問題︑エルダー制度︑５
５歳減額問題等︑多くの意 執行委員長
橋本 守弘
見が出されましたが︑組合 執行副委員長 大川原邦幸
員の構成年齢が高くなって 書記長
橋本 光一
いる事もあり︑エルダー制 執行委員
千葉 秀治
度についての問題点の発言
本田 要一

第三回：１月 日︵火︶
時 分〜
第四回：２月 日︵木︶
時 分〜

18 18 18 19

月 日

退職のお知らせ

阿部 政雄
会計監査
藤崎 健一
大久保 浩
︻郡工支部：千葉通信員︼

①大幅賃上げ獲得のため
の取組み
②仕事や職場環境および
生活の見直しと︑それら
の改善の取組み
③組織の強化拡大
④分会や支部の取組みの
成果と教訓を持ち寄る
⑤国労の取組みを内外に
アピールする
⑥春闘を社会へアピール
する

総行動の目的

40

40

書記長
執行委員

会計監査

︻仙総支部：山口通信員︼

23

月 日に︑橘公民館で
執行委員長
庄司 修
第 回定期支部大会を開催
執行副委員長 阿部 春雄 しました︒今大会には︑東
79 11

70

11月21日、置賜総 員が他界し、早期解決に向けて一刻
合文化センターに の猶予も許されない。政治解決を求
おいて、国鉄闘争 めて民主党を窓口に、もう一歩の所
支援置賜地区共闘 まで来ている。最終局面を迎えてい
会議主催の「 11・ る不採用問題の解決に向け、最後の
21国鉄闘争現状報 力を貸してほしい」と訴えた。また
告」が開催された。 山形県内で物資販売オルグを展開し
集会 では 前段 に ていた音威子府闘争団の関野副団長
北海道で放送され が闘争団の現状報告を行った。
支援共闘会議には多くの民間労組
たＪＲ不採用問題の特番番組２本を
上映。その後、支援共闘会議の事務 の組合員が加入しており、この集会
局である我妻徳雄市議の司会で開会 にも多くの仲間が駆けつけた。
支援労組の中には、自分の会社の
した。
主催者を代表し、佐藤清蔵氏（全 行く先が危うく、一時帰休や年末一
逓 OB）が挨拶を述べた後、鉄建公 時金もゼロからの交渉となるなど、
団原告団・佐久間誠事務局長より 大変な職場の状況の中にあっても、
『現在までの政治の到達点と裁判闘 「国鉄闘争は自分達の問題」である
争の現状』と題した情勢報告が行わ として、共闘し続けている仲間も。
その意味でも負けられない闘いで
れた。佐久間氏は「23年間紆余曲折
はありながらも、大衆闘争と裁判闘 あるし、地域労働運動の前進に向け
争・政治対策を行ってきた結果とし 奮闘する決意である。
【山形連合：堀内通信員】
て現在がある。すでに59名の闘争団

鈴木 健次さん
岩沼駅連分会
エルダー
稲村 英雄さん
会津若松地区分会

佐藤 法夫さん
郡工支部装置科分会

大内 啓司さん
郡 工支 部貨物 分会

安田 健二さん
仙台駅連分会

長 い間 お疲 れ様 でした
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定年退職や新たなライフ
サイクル等による転出と新
入社員のアンバランスが継
続中︒会社は技術継承問題︑
安全輸送体制確立の考えが
あるのか︒ 年度総合車セ
改善提案では外注拡大・郡
山への委託などの合理化提
案されたが︑資料の不備や
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