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秋山執行委員長

闘い続け︑国労の存在を無 年遅れの実施という結果に
視することができない状況 終わり︑非常に残念な結果
を作 り ︑ 一括 和 解 によ る でした︒
公平・公正な人事・労務
日本経済は回復どころか
｢
管理 を
｣約束させ︑採用差 低迷を続けている状況であ
別事件も解決させてきまし り︑春闘情勢も厳しく見て
た︒このことは︑一人ひと おかなければなりません︒
りの組合員と国労組織全体 ワーキングプアが拡大し︑
の闘いの成果であり︑胸を ﹁働けない︑働いても生活
張って誇れるものでありま がぎりぎりで物が買えない︑
す︒この素晴らしい国労の 結婚できない﹂という深刻
組織と運動を︑次の世代に な現実にあり︑経済を益々
引き継ぎ︑発展させていか 冷やす要因となっています︒
なければなりません︒
労働組合が堂々と賃上げ
今日まで苦しい闘いを強 要求を掲げ︑非正規雇用の
いられてきながらも︑負け 正社員化や労働条件改善を
なかったことは生き方の正 求め︑労働者全体の待遇改
しさ︑運動の正しさの証で 善進めなければならない時
ありますが︑これで満足す 期にきています︒今春闘を︑
るのではなく︑継承発展さ 職場を基礎に自らの要求を
せることが求められていま 掲げ︑あらゆる取り組みを
す︒
展開していきましょう︒
各支部・分会で様々な活
最後に︑今年は統一地方
動が展開されてきましたが︑ 選挙が行われます︒地方か
一方では︑新採者に対する ら政治を変えるために全力
オルグができないように勤 で取り組み︑組織内候補は
務が設定されたり︑寮まで 勿論のこと︑推薦候補の全
バスで移動させたりと︑会 員当選と︑革新勢力の躍進
社が一部労組と癒着してい を実現させましょう︒
ると指摘せざるを得ない対
山積する諸課題の前進に
応により不利な状況が作り 向け︑地方本部が先頭に立っ
出されています︒
て奮闘する決意を申し上げ︑
また︑職場に於ける活動 執行委員会を代表して︑新
でも︑和解後も差別が解消 春のご挨拶とします︒頑張
されていない実態もあるこ りましょう︒
とから︑国労への加入には
躊躇することが見受けられ 宮城県支部
るようですが︑諦めずに工
夫した取り組みの継続をお
願いするものです︒何より
も本気になって国労に加入
させようという姿勢が伝わ
る取り組みが必要です︒大
いに議論し実践していきま
しょう︒
第四に︑ 春闘について
新年明けましておめでと
です︒昨年の春闘では 東
うございます︒
日本で 年連続ベアゼロ︑
年頭にあたり︑一言ご挨
貨物では 年連続ベアゼ
拶申し上げます︒
ロばかりか︑定期昇給が半

点目は︑ 不採用問題 でいきましょう︒
の全面解決に向けてです︒
点目は︑組織の強化・
この闘いは︑一昨年の政 拡大についてです︒国労に
権交代もあり︑ 月以降解 とって重要な課題の一つで
決に向けて動き出し︑昨年 もあります︒仲間同士をつ
月に政府から﹁解決案﹂ なぐ運動が本当に大事になっ
が示され︑国労として第
ています︒﹁仲間を一人に
回臨時全国大会を開催し︑ しない﹂﹁素直に話が出来
政府解決案の受け入れを決 る環境﹂を作ることが大切
定してきました︒ 月には です︒この運動を分会のみ
最高裁判所において政治的 なさんで議論し︑取り組ん
和解が成立しました︒
でほしいと思います︒
しかし︑解決は金銭面だ
もう一つは︑職場の問題
けにとどまっており︑﹁雇 を取り上げ︑要求を作り上
用問題﹂が残っています︒ げていく努力をお願いした
政治情勢が混沌とする中︑ いと考えます︒職場の問題
昨年 月に︑﹁四者・四団 をみんなで解決に向け努力
体﹂は四党に対して﹁雇用﹂ をする︑こうした運動を取
に関する要請書を提出し︑ り組んでいけば︑組織拡大
来年 月までの雇用の確保 は必ずや実現していくと思
を求めてきています︒
います︒
現在闘争団の仲間は︑生
最後に︑私たちにとって
活支援カンパを打ち切られ︑ 何よりも健康が一番大切で
﹁解決金﹂ももらえない中 す︒みんなで健康に気をつ
で生活に苦しんでいます︒ けながら寒い冬を乗り切り︑
私たちは︑早期の雇用確 うさぎ年にあやかり︑今年
保を政府に求めるとともに︑ をみんなで﹁飛躍の年﹂に
生活支援の物資販売の協力 していきましょう︒
も取組み︑支援していかな
ければなりません︒
福島県支部
今しばらくのご協力をお 小檜山執行委員長
願い致します︒
点目は︑職場の労働条
件改善についてです︒
この間の合理化によって︑
仕事に追われている状況に
なってきています︒こうし
た中︑体調を壊し精神疾患
や病気に陥っている人が増
えてきています︒こうした
新年明けましておめでと
状況は労働組合として改善
うございます︒
しなければなりません︒社
国労と支援共闘の悲願であっ
会の主人公である私たち労
た﹁ 不採用問題﹂が最高
働者が︑健康で安心して働
裁において全面和解しまし
き続けられる職場にしてい
た︒ 不採用問題の解決案
かなければなりません︒
受け入れについて批准を諮
﹁仲間の健康を気遣う﹂
る歴史的な第 回臨時大会
ことを﹁仲間と話し合う﹂
に代議員として立ち会えた
ことから始め︑職場の労働
ことは生涯忘れえぬものと
条件改善の運動を取り組ん
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ます︒
第二には︑安全・安定輸
送の確立についてです︒
一作年 月に発生したト
ロリー線張替工事中の労災
死亡事故を受け︑その原因
究明と対策の確立が重要と
の認識で取り組んできまし
たが︑残念ながら不十分な
内容と指摘しなければなら
ないと思います︒
東日本は︑社員 グ･ルー
プ会社社員が非常事態であ
るという認識に立ち︑再発
防止に全力を挙げるとして
きましたが︑その不十分さ
が現在も止むことなく事故
として現れています︒事故
の根本的原因を曖昧にする
ことなく︑取り組むことが
最重要課題だと思います︒
設備部門に於けるメンテ
ナンス体制や︑検修部門に
於ける業務委託の拡大︑営
業部門に於ける 人体制や
無人化等︑効率化による安
全やサービスの低下は︑事
故を引き起こす最大の要因
であると指摘しなければな
りません︒私たちは︑職場
実態をしっかりと見つめ︑
仕事・安全総点検の取り組
みから︑安全というサービ
スを提供するために奮闘す
るものです︒
第三には︑国労にとって
重要な課題である組織拡大
についてです︒
今日まで 数年にも及ぶ
長期の国労敵視・国労つぶ
し攻撃を受けながらも︑差
別・選別に屈することなく
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橋本執行委員長

二〇一一年を迎え︑組合
員と家族の皆さんに︑新春
のお慶びを申し上げます︒
昨年は採用差別事件の解
決に向け︑﹁四者・四団体﹂
の一糸乱れぬ団結と対応で︑
月 日に示された政府の
解決案の受け入れを決定︒
月 日に最高裁に於い
て和解が成立し︑採用差別
事件としては解決すること
ができました︒
この解決は︑ 年という
長期の闘いを︑諦めること
なく粘り強く闘い続けた闘
争団とその家族の闘いと︑
職場であらゆる差別を受け
ながらも自らの問題として
闘い続けた国労組合員の闘
い︑さらには様々な形で支
援していただいたみなさん
の力があって実現したもの
であり︑その支援に感謝を
忘れてはなりません︒
しかし︑雇用という大き
な課題が残されています︒
雇用問題が解決しなけれ
ば︑全面解決にならないこ
とから︑何としても年度内
に実現させるよう︑本部の
取り組みに集中してまいり
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橋本執行委員長

佐藤執行委員長

況になっています︒減るこ 的解決を勝ち取ったことで うございます︒
に戻って来ました︒本人の
とのない労働災害に加え︑ した︒
あいさつの前に︑元郡工 ﹁どうしても郡山に戻るん
不十分な教育のもとでの外
私自身︑山形県内での会 支部委員長の齋藤幸次さん だ﹂の強い意志と︑国労運
注化や︑要員補充がままな 議や集会等で︑この間支援 が昨年お亡くなりになりま 動の成果だと思います︒
らない中での技術・技能の を頂いた多くの方々からお した︒謹んでご冥福をお祈
今後も強制配転者と出向
継承問題等︑課題が山積み 祝いの言と共に握手を求め りしたいと思います︒
者を郡工支部に戻す闘いを
しています︒加えて︑一昨 られました︒また︑職場の
昨年一年間を振り返って 取り組んで行きます︒
年 月に提案された﹁車両 他労組の方々からもお祝い みますと︑郡工支部にとっ
四点目は︑組合員主主義
検修合理化﹂は︑ 月の解 の言葉を頂きました︒
て様々な出来事がありまし の徹底についてです︒
明要求交渉以降︑昨年は一
そして︑山形県内で 箇 た︒
東日本本部が提起してい
度も団交がないという状況 所︵支部内 か所︶で︑本
一点目は︑業務改善提案 る労働協約締結と︑会社か
にあります︒これらの職場 部・音威子府闘争団を招い による合理化問題です︒
ら提案されるであろう新人
の状況と合わせ︑施策の具 ての報告集会を開催し︑さ
私の働いていた保全の職 事賃金制度についても︑全
体的説明すら果たせない会 さやかではありますが︑
場が外注化されてしまいま 組合員集会等を開催し︑議
社の姿勢は︑車両メンテナ 年余に亘るご支援に対する した︒外注化された職場は 論を進めて行きたいと思い
ンス軽視に通じ︑ひいては 感謝の報告集会等も開催し 要員不足であり︑これまで ます︒
鉄道の安全・安定輸送を阻 てきました︒
私達が行っていた︑安全で
最後に︑ 不採用問題に
害するものになると大きな
私たち国労にとって大切 安心な車両を提供する作業 ついてです︒﹁四者・四団
危惧を抱かざるを得ません︒ なことは︑闘争団の仲間の が出来なくなっています︒ 体﹂で判断し︑内容は十分
私たちは今年一年︑﹁仕 闘いに学ぶことです︒
一昨年も出向を含めた外 ではありませんでしたが︑
事総点検運動﹂をはじめと ﹁団結なくして解決なし﹂ 注化がされ︑要員不足の中 政治的和解解決を迎えまし
した職場に基軸をおいた運 という言葉に代表される団 で事故が起きていますし︑ た︒
動を展開し︑会社側の無責 結の大切さ︑家族との絆︑ その事故を理由に不当な処
しかし︑これからもまだ
任な姿勢を追及し︑労働条 多くの支援を広めるための 分が出されています︒全く 雇用問題が残っています︒
件改善等の闘いに邁進する 惜しみないオルグ活動︑不 許すことが出来ません︒
郡工支部も引き続きしっ
決意です︒同時にこうした 屈に闘い抜く心︑それぞれ
このような労働実態では かりと取り組むことを申し
職場における労働運動の強 が得たお金をプールした共 エルダー社員として働き続 添え︑年頭のあいさつとさ
化が組織の強化・拡大につ 生・共存の自活体制等です︒ けることが出来ません︒
せて頂きます︒
ながると信じ︑頑張りたい
闘争団の仲間の闘いに全
今後も外注化反対︑関連
と思います︒
てを学び実践できるもので 会社の労働条件改善を取り 東北自動車支部
本年が︑皆さんにとって はありませんが︑私たちの 組んで行きたいと思います︒
良い一年であることを願い︑ 運動に生かし︑﹁職場に労
二点目は︑会社間格差是
新年のご挨拶と致します︒ 働運動を﹂というスローガ 正問題についてです︒
共に頑張りましょう︒
ンを基本とした国労運動を
貨物会社は 年間ベアゼ
強化し︑労働条件改善︑組 ロであり︑夏季一時金では
織強化・拡大に向けて︑飛 東日本 ・ ヶ月に対し貨
山形県支部
躍の一年になるよう共に頑 物 ・ ヶ月︑年末一時金
張りましょう︒
では東日本で ・ ヶ月︑
貨物 ・ ヶ月と格差をつ
けられています︒毎月赤字
郡山工場支部
組合員ご家族の皆様︑新
の生活実態を改善させるた
年明けましておめでとうご
め︑格差是正と春闘を精一
ざいます︒
杯取り組んで行きます︒
昨年は﹁ 不採用問題﹂
三点目は組織強化と強制
の政治解決を全体で確認し
配転・出向者を戻す闘いに
たところです︒残された課
ついてです︒この間︑暗い
題は﹁雇用の確保﹂です︒
話題の多い中で︑大高さん
この約束が果たされたと
が 月 日に新幹線総合車
き︑初めて 年におよぶ紛
両センターから実に 年ぶ
争の全面解決が図られるの
りに郡山総合車両センター
4

新年明けましておめでと
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です︒これまでの支援団体
や共闘の仲間︑﹁国労﹂を
支え続けてくれた諸先輩方
と組合員に心から敬意を表
します︒
さて︑支部の取り組み重
点課題でもある労働条件改
善の闘いが大きく前進しま
した︒
一つには︑ 東日本本社
を出向先職場であるバス東
北の問題で交渉を行なえた
こと︒二つめには︑ 年間
におよぶ労基署行動の取り
組みで︑バス東北に労基署
から指導がされたことです︒
差別を許さない闘いと労
基法・就業規則などを守ら
せる私たち国労運動の正し
さの現れであると思います︒
このような成果は組織拡
大にも大きく反映され︑全
国の自動車協議会では︑昨
年一年間で 名の仲間を国
労に迎え入れることが出来
ました︒今年も大胆に国労
加入を全員で取り組んでま
いります︒
しかしながら過日︑会津
乗合自動車が経営破綻した
ように︑全国のバス業界の
経営状況は厳しく経営分離
や子会社化に拍車がかかり︑
そこに働く労働者は要員不
足を理由に過酷な労働条件
下や低賃金︑さらには︑嘱
託・パート労働などの﹁雇
用身分差別﹂に置かれてい
る現状です︒
混迷を続ける政治状況や
営利優先の企業体質の下︑
私たち労働組合に課せられ
た課題は多く厳しい情勢で
すが︑広範な民主勢力と共
に﹁ 不採用問題﹂の最終
解決︑労働条件の改善︑賃
金格差の改善などの闘いに
国労が先頭に立って﹁総団
結﹂で闘ってまいりましょ
う︒
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新年明けましておめでと
うございます︒
昨年は︑何と言っても１
０４７名不採用問題の勝利
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庄司執行委員長

確信します︒手放しで喜べ 関心は﹁今後国労運動をど
る内容ではありませんが︑ のように展開していくのか﹂
﹁最後まで国労が責任をとっ にあります︒日本製携帯端
た﹂と多くの方々から評価 末を揶揄する意味の﹁ガラ
を頂いていることに四半世 パゴス化﹂が話題になって
紀に及ぶ組合差別と闘って います︒
きた組合員と共に素直に喜
長期の 不採用問題の闘
び︑その誇りを胸に今後も いで培ってきた運動を活か
運動していきたいと思いま すために︑今年は﹁内界﹂
す︒
だけの運動に留まることな
さて二〇一一年︑福島県 く︑平和フォーラムとの関
支部は︑賃金引上げ要求と 係強化や交通運輸に携わる
職場環境・労働条件改善を 労働者との交流など﹁外界﹂
実現するべく今年も﹁一人 への運動を進展させていく
一要求﹂と系統を超えた仲 ために︑日常的に組合員と
間の交流に基づき︑職場で 役員の相互の意思疎通を十
できる春闘を各分会が創意 分に行なっていくことをお
工夫しながら取り組みます︒ 誓いし新年のご挨拶といた
同時に︑昨年の経験と実績 します︒
に自信を持ちながら新規採
用者の国労加入の取り組み 仙台総合車両所支部
を春闘の流れに連動させた
いと思います︒
労働組合の最大の強みは︑
現場の実態を誰よりも的確
に把握し︑適切なチェック・
提言活動ができることにあ
ります︒
昨年 月に行われた﹁異
常時の問題交流﹂から学ん
だことや課題についての論
新年明けましておめでと
点整理を支部が中心となっ
うございます︒
てすすめ︑異常時に各組合
昨年は︑私たち国労の需
員が﹁営業や運転あるいは
要課題である 不採用問題
設備系統の職場で何が起こっ
の︑最高裁における和解を
ているか﹂﹁利用者はどう
実現させた大変大きな意味
なっているのか﹂が想像で
を持った年でした︒
きる︑いわば国労的な﹁気
今年は︑残されている闘
づきの技能﹂を備えること
争団の方々の希望する雇用
ができれば︑国労のイニシ
問題の解決を果たす年にし
アチブのもとに文字通り具
なければなりません︒当支
現化された﹁系統間の利害
部も︑仙台地方本部に結集
という垣根を越えた連携﹂
する仲間の皆さんと共に全
を前に︑会社こそが﹁気づ
力をあげて運動を進めてい
くべきだ﹂ということを提
きたいと思います︒
言したいと思います︒
現在私たちの職場では︑
不採用問題の全面解決
退職等により社員数が減る
まで︑引き続き気を緩める
中で︑毎年のように業務の
ことなく取り組むことは然
外注化が実施され大変な状
りですが︑私たちの最大の
JR

２０１１年１月１日
国労せんだい
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