国労秋田地本と仙台地本山形県支部の﹁配転者激励
交流会﹂が︑ 月 日秋田県横手市内マツヨ会館に於
いて開催された︒
交流会は毎年開催され今年で６回目︒一年振りに顔
を合わせた仲間達は再会を喜びまた︑懸案事項である
﹁希望地秋田に戻る異動﹂への決意を確認し合った︒

12

JR

10

21

・
第 回地本ゴルフ大会
・
秋田地本配転者交流会／東日本出向連総会
・３ 東日本各地方組織部長会議

10

・
団交 冬期対策について 支社提案
・８ 第１回執行委員会
・
貨物経営協議会／団交 自動車冬期

参加者全員で記念撮影

し︑盛会の内終了した︒

国労本部は 月 日︑
﹁２０１０年度年末手当﹂
の支払いを貨物会社に申し
入れると共に︑第一回交渉
を開催し︑組合側要求趣旨
説明を行った︒
また国労東日本本部も︑
同日︑﹁２０１０年度年末
手当についての申し入れ﹂
を 東日本に対し行った︒
国労は各エリア本部業務
部長会議での意思統一に基
づき︑基準内賃金の３・５
箇月分︑ 月３日支払を求
めている︒
JR

78

統一

10 10 10
1

14

また東日本本部からは武
田組織部長が参加し︑組織
状況を中心に報告を行った︒
懇親会においては︑参加
者全員から自己紹介と近況
報告を受け︑全員がしっか
りと耳を傾けていた︒
特に昨年７月︑業務中に
倒れ地元に無言の帰宅をし
た鶴川氏のことが話される
と︑一同は無念さを噛み締
め︑﹁必ず戻る﹂という決
意をより一層強めた︒
田委員長が︑会への御礼と
交流会は︑山形県支部原 来年の山形での開催を約束

50

抵抗

団結

決を図りたい﹂と挨拶︒
続いて仙台地本の五十嵐
書記長は︑﹁一括和解以降
の懸案事項として︑支社に
対し配転希望者の名簿を提
出している︒会社の責任で
戻すよう粘り強く取り組み
を進める﹂と述べた︒

JR

11 10 10

30 29

11

月９日︑福島県支部主
催による︑全分会・班交流
会が郡山ビックアイにおい
て開催された︒春に開催さ
れた交流集会においても
﹁異常時﹂での問題が共通
の課題として出されており︑
今回もその後の経過や現状
について交流し︑組合員間
の認識の一致を図ったもの︒
交流会では佐藤県支部書
記長より問題提起がされ︑
設備関係と営業・乗務員の
２つの分散会で議論が進め
られた︒
◆分散会で出された意見等
︵一部抜粋︶
▼緊急時の初動体制︒５名
必要でも２名で出動︒事故
時︑仕切れないなど指示出
来ない管理者が︒会社の施
策によるものであり︑今後
拡大していく︵信通︶

▼事故時︑ホワイトボード
で指示している国労組合員︑
見ているのが他労組︒駅舎
の停電時︑直外区分が分か
らず指示出来ない管理者︒
技セ障害対応マニュアルが
あるが活かされていない︒
安全科長が仕切るはずだが
︵電力︶
▼只見線の大雨で管理者が
呼び出され対応したが︑在
来線の 条教育がされてお
らず問題に︵保線︶
▼営業と施設の意識のズレ︒
施設は安全サイドで列車を
止めるのが常識だが︑駅・
運輸は﹁復旧は何時か︑運
転再開はいつか﹂と迫る︒
障害の原因が不明な場合︑
復旧とはならないし︑重大
事故に繋がる︵信通︶
▼異常時の責任者が明確で
ない︒サポセなのか駅なの
か︵駅他︶
▼旅客救済︒代行輸送をしっ
かりと︒貨物では通運業者
がトラックで荷物を運ぶシ
ステムがある︵運輸︶
▼試み使用が多い︒合理化
事案の前倒しを通常業務で
行っている︵工務︶
▼保線・電力でのレールス
ターでの巡回は担当エリア
の違いから足ロスが︒また
他支社との境界は危険個所
や所見の違いから難しい
︵工務︶

10

編集責任者 武田 昌仙

で金銭的には和解した が︑﹁雇 の黒字決算︒社員７千５００人︑
用も含めて政治解決で ある﹂と 関連と合わせ１万５千人 ︒我々
四者・四団体は考えている︒
の 希望 は 名 であ り ︑ 雇 えな い
▼ ６月 日 に雇 用 の要 望 書 を四 こ と は な い ︒ 雇 う 気 が あ る か ど
党に提出︒ 希望者は１８３名 ︒うかだ︒政府に人道的解 決を理
難であると判断し︑政治解 決に
グル ープ 関連 ︑ 公的 部 門 ︑鉄 解 して もら い︑ に 強 く 迫っ て
切り替えた︒理由は﹁責任 は政 道・運輸機構を希望す る者をあ もらうしかない︒
府にある︒よって政治が解 決を わせた雇用希望者の総 計は３２ ▼拒否されたらどうするのか︒
相手があることだから最悪
のことも想定し︑覚悟と心構
えを持たねばならない︒
▼共闘会議の今後︒国鉄闘争
２名︒
は現在の社会状況を生み出した︒
▼選挙があって︑窓口が壊れた ︒それが体制側の狙いであ り︑負
四党の担当者がほぼ揃ったので の遺産︒﹁路頭に迷わない解決﹂
近々に会合を持ち︑そ の後政府 をした暁には︑労働運動 の再生
から などへ要請をする︒
を目指し︑運動を取り戻 すこと
▼ は 渋っ てい る が︑ ﹁ 人 道的 が 役 目 に な る ︒ そ れ が 闘 争 が 終
見地﹂から雇用を判断すべき︒ 了した後の課題︒
北海道でいえば︑連結 数億
︻二面に関係記事︼
図れ﹂である︒
▼政権交代と四党の政治解 決に
向けた努力があったことは 言う
までもないこと︒
▼課題は雇用確保︒政府の 解決
案は︑﹁路頭に迷わない解 決﹂
に最大限配慮した内容と理解︒
従って︑裁判での﹁一括和解﹂

15

会は秋田地本久米副委員
長の司会で開会し︑配転元
の秋田地本瀬下委員長が
﹁地元に帰すことを基本に
据えた取組が大事︒会社の
都合で線引き︑配転された
のだから︑会社に対して戻
せとしっかりと突きつけ解

国鉄闘争置
賜支援共闘
会議学習会

発行責任者 橋本 昭二

JR

10

▼一括和解を獲得した要 因は何
点かある︒まず突破口は ︑鉄建
公団訴訟の９・ 判決︒
歴史的にみれば極めて重
要な 判決︒ この損害 賠償
の金 を使っ て闘争を 続け
てきた︒
▼しかしこの３００名だ けでは
解決は出来なかった︒ま た国労
の闘いも閉塞状況であった︒
そこで︑１０４７名全体が団結
する布陣を作った︒それ が﹁四
者・四団体﹂の結成である︒
▼裁判闘争では年金と雇 用は困

JR

30

15

Ｎo . 2593
2010年11月5日
JR

JR

２０１０年１１月５日
国労せんだい
第２５９３号
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国鉄闘争置賜支援共闘会議︵佐藤清蔵議長︶は︑
置賜の地まで来てくれて本
月 日︑国労音威子府闘争団とその家族６名を米沢に 当に嬉しい︒闘いの思想が
招き︑米沢市内ホテルサンルートにおいて︑連帯する
集会を開催した︒

新 庄１ 号社 宅で はア ス ベ スト の 使
用が会社の通知により明らかになり︑
居住者が全て２号社宅に移転した︒
︵ ただ し ︑ その 移 転 理由 は ア ス ベ ス
ト使用によるものではなく︑１号居住
者の減少により︑諸経費削減のための
移転と支社は説明している︶
さて ︑除 去工 事は 月 中 旬 終了 し た
が︑その前段の工事に問題があったよ
うだ︒
関 係者 の 話 によ れ ば ︑ア ス ベ ス ト の
除去作業に伴い室内の灯具を撤去する
作業が行われたが︑アスベスト使用の
今日の日を迎えられた感謝
の言葉と雇用確保まで闘う
決意︑また最後までの支援
の要請が述べられた︒
また置賜共闘は︑ 年に
発足してから現在までの闘
いの軌跡のスライド上映を
行い︑参加者は︑長かった
闘いを改めて振り返り︑感
慨深くスクリーンを見つめ
ていた︒

有無など注意事項は通知されなかった
という︒
こ の 工事 は 仙 台建 築 技術 セ ン タ ー が
発注し︑ 東日本ビルティックが請け
負った︒さらにビルティックが東日本
電気エンジニアリング︵テムズ︶に対
し︑灯具の除去作業を請け負わせたが︑
テムズには︑工事に際しての注意や指
摘事項は通知されなかったという︒
ア ス ベス ト が 含有 さ れて い る 建 物 の
灯具の撤去工事は︑石綿撤去工事同様︑
専門業者に依頼しなければならないの
ではないか︒仙台支社にはこの事実経
過と今後の対策などについて質さなく
てはならない︒

仙台建築分会からの要請
に対しては︑ 月４日に開
催された︑同分会の全組合
員集会に地方本部から五十
嵐書記長が参加︒
大会までの経過や現在の
状況などの説明を行い理解
を求めた︒また地方本部は︑
近日中に支部・分会代表者
会議を開催し︑本部役員よ
り説明を受ける準備を進め
ている︒

９月 日
佐藤 清さん
小牛田駅連

退職のお知らせ

10

JR

おわび

79

JR

９月 日︑仙台建築分会
から︑同分会の齋藤祐一執
行委員長名で地方本部に対
して︑先の第 回定期全国
大会において可決・承認さ
れた︑﹁ストライキ基金運
用規制の一部改正﹂につい
ての意見書が提出された︒
また 月 日には︑仙台
電車区分会より我妻美津男
執行委員長名で同様の意見
書が届けられた︒
その主たる趣旨は︑﹁ス
トライキで闘うために積み
立てられた基金が︑事前説
明や討議がないままに︑目
的以外に使用されることは
あってはならない﹂という
もの︒
意見書ではこの﹁スト基
金運用規制の一部改正﹂に
ついて︑説明会などを開催
し︑全組合員への説明を求
めている︒

星 修児さん
福島地区
エルダー
長 い間 お疲 れ様 でした

統一

抵抗

団結
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講演会は会場が満杯に

9月2〜3日開催された第24回国 38号、郡山駅連合分会の「分会
労東日本本部大会において、恒 情報」が31号、地本の「国労せ
例の機関紙表彰が行われました。 んだい」が32号を発行し、それ
仙台地本からは、郡工支部の ぞれ優秀機関紙表彰を受賞しま
「郡工情報」が52号、東北工事 した。全体の表彰数は17であり、
事務所分会の「ろばた」が51号 実に4割の表彰が仙台地本とい
を発行し、最優秀機関紙として う結果に橋本委員長の株が上がっ
表彰されたほか、郡工支部貨物 た？とか。
分会の「分会通信」が40号、仙
機関紙作成に携わった関係者
総支部組立分会の「ガンバ組立」 の皆さん、本当におめでとうご
が39号、仙総支部の「団結」が ざいます。

闘争団員と家族の皆さん

国労せんだい２５９２号
の退職のお知らせの欄にお
いて︑村松孝一さんとある
は︑松川秀利さん︵仙石線
駅連合︶の間違いです︒
また地方委員の報告で仙
総支部の小松知喜さんの字
が間違っておりました︒
関係者の方には心よりお
詫び申し上げます︒大変申
し訳ございませんでした︒

15

10

に関係記事︶︒
また第二部は﹁連帯する
夕べ﹂としてレセプション
を開催︒国労組合員 名を
含む︑総勢 名が参加した︒
主催者を代表し︑置賜支
援共闘会議の佐藤議長は
﹁長い闘いの経過で多くの
仲間を失った︒しかし今日︑
多くの仲間が結集してくれ
た︒音威子府の仲間が遠い

根を張った証でもある︒置
賜共闘は雇用実現まで支援
を続ける﹂と歓迎の言葉を
述べた︒
続いて国労山形県支部原
田委員長と国鉄闘争共闘会
議の二瓶議長がそれぞれ挨
拶︒
そして音威子府より参加
した闘争団と家族︵別掲︶
が音威子府闘争団の関野副
団長から紹介された︒
乾杯後のスピーチでは︑
闘争団・家族一人一人から

音威子府から
参 加さ れた 皆さ ん
◆関野政幸さん
︵闘争団副団長︶
◆杉山均さん
︵事務局長︶
◆杉山智子さん
︵地区家族会長︶
◆千葉真貴子さん
︵地区家族会書記︶
◆坪坂一郎さん
︵アルバイト班︶
◆坪坂厚子さん
︵地区家族会副会長︶

30

24

10

29

集会は二部構成で開催さ
れ︑第一部は学習会として︑
名が参加︒国鉄闘争共闘
会議の二瓶議長より︑﹁国
鉄闘争の現状と雇用確保に
向けて﹂と題した講演を受
けた︒
二瓶氏は支援共闘会議を
立ち上げた経緯と解決に至
る要因︑今後の課題などを
約一時間に亘り講演︵一面

表彰されたみなさん

10

94

２０１０年１１月５日
国労せんだい
第２５９３号

80

