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大きな影響が生じました︒ 使えない不便と金銭的な負
しかし︑本部・エリア本 担をかけることになること
部をはじめとした仲間から を申し訳なく思っています︒
の支援は私たちに勇気と力 運動の﹁牙城﹂を失った
をあたえてくれました︒
ことは私たちにとって大き
特に会津若松・新潟地区 な痛手です︒しかし︑これ
の仲間のすばやく的確な支 らは﹁内容・質﹂でカバー
援は︑本当に助かりました し︑充実していこうと考え
し︑組織の力の尊さを感じ ています︒労働運動は︑建
ました︒ありがとうござい 物ではなく人が行うもので
ました︒
す︒この一年もみんなで精
点目は︑ 採用差別問 一杯取り組んでいきましょ
題が終結をしたことです︒ う︒
四半世紀にわたり闘って 新たな年は︑環境や状況
きたこの闘いも昨年の全国 も変わりましたが︑﹁一人
大会で終結することが決定 はみんなのために︑みんな
しました︒政治和解の中に は一人のために﹂の精神で
入っていた﹁雇用﹂の問題 歩んで行きましょう︒
は︑ 各社の頑なな態度に 最後になりますが︑私た
より︑﹁ゼロ﹂で終わりま ちは何よりも健康が一番大
した︒この間の政治情勢と 切です︒健康に留意しつつ︑
東日本大震災の影響を受け 力を合わせてみんなで頑張っ
て雇用の獲得は出来ません ていきましょう︒
でした︒闘争団員をはじめ 今年もよろしくお願いし
とした 者は︑﹁断腸の思 ます︒
い﹂でこれを受け入れざる
を得なかったと思います︒ 福島県支部
この思いを私たちが引き 小檜山執行委員長
継ぎ 職場の労働条件改善
闘争等に生かしていかなけ
ればなりません︒
稚内闘争団など の闘争
団は事業体へと移行し︑新
たな活動を展開していくこ
とが決まっています︒これ
からも稚内をはじめとした
事業体の物資販売に協力し
新年明けましておめでと
て頂きたいと考えておりま
うございます︒
す︒どうぞよろしくお願い
月 日︑東日本を襲った
します︒
大震災は岩手︑宮城︑福島
点目は支部事務所が地
を中心に甚大な被害を与え
方本部とともに移転したこ
ました︒とりわけ︑福島第
とです︒ 月 日に新しい
一原発のメルトダウンと水
事務所へ引越しをしました︒
素爆発は︑汚染水の流出・
ここから新たな﹁支部運
海水投棄などにより福島県
動﹂を展開していきたいと
をはじめ広範囲の環境に大
考えています︒これまでの
量の放射性物質を放出しま
場所からすれば︑距離的に
した︒
は少し遠くなります︒また︑
その結果︑多くの福島県
分会の組合員の皆さんには︑
民が避難を余儀なくされ︑
会議室がこれまでのように
間もなく一年を迎える今も
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秋山執行委員長

入してきたものが︑現在で で業務をスタートします︒
はどの組合にも属さず配属
年会館建設以来から闘
されるまでになっています︒ いの砦としてこの場を提供
昨年も水戸と東京で新入 してくださった諸先輩の皆
社員が国労加入しています︒ 様に心から感謝を申し上げ
過日の闘争委員会では︑ ると同時に︑会館売却につ
﹁現場での争奪戦に移って いてはご理解を賜りますよ
おり︑職場各分会で組合説 うお願い申し上げます︒
明会を実施しよう﹂と意思 寒さ厳しい時期に入りま
統一しました︒引き続き残 す︒組合員︑ご家族の皆さ
る差別感の払拭に全力を上 ん︑諸先輩の皆さんにおか
げて取り組みを進めます︒ れましては健康に留意され︑
春闘についてです︒
今年一年が実り多い年にな
経済情勢は世界規模で停 りますようお祈り申し上げ︑
滞や後退が進み日本経済へ 地方本部を代表して年頭の
も大きく影響を及ぼし︑震 挨拶とさせていただきます︒
災による生産地の壊滅的な
打撃など︑ 春闘は厳しい 宮城県支部
どころかまさに︑全労働者
の生活権を守る闘いになっ
てきます︒今日までの新自
由主義的経済政策は︑競争
の激化を市場にもたらし︑
ワーキングプアの拡大など︑
社会保障や福祉政策問題に
発展しています︒政府が消
費税増税を実施すれば生活
弱者はさらに困窮を極め︑
新 し い 年 を迎 え ら れ た こ
生活保護の拡大につながり
とをお慶び申し上げます︒
かねません︒
昨 年 ︑ 月の 東 日 本 大 震
今 こそ 春 闘 の 本 来 の 意 義
災においてご家族を亡くさ
を取り戻し︑賃上げを含め
れた方々には心からお悔や
た労働条件改善について横
みを申し上げますとともに︑
断的に底上げを求める運動
被災された皆様にも心から
が求められています︒
お見舞い申し上げます︒
職 場︑ 企 業 ︑ 産 別 に 共 通
心 痛 む 中 で年 頭 に あ た っ
する課題を要求化し︑使用
て︑一言ご挨拶致します︒
者側と政治を追及していく
あ の 震 災 から 早 い も の で
春闘を組織していかなけれ
ヶ月半が過ぎようとして
ばなりません︒
います︒昨年は︑私たちに
国 労東 北 総 決 起 集 会 ︑ 国
とって大きな節目と激動の
労仙台総行動に多くの組合
一年だったと思います︒
員を結集しよう︒職場改善
はじめに 月には︑未曾
要求にもとづく現場長との
有の被害を出した東日本大
話し合いを取り組み︑多く
震災が東日本全域を襲い︑
の社員の声を反映させよう︒
甚大な被害をもたらしまし
産 別の 仲 間 と 交 流 し 団 結
た︒支部内でも︑家族を亡
を深め合う 春闘を作り上
くし︑住宅が流され︑壊さ
げましょう︒
れるなど多くの組合員が被
結 びに ︑ 地 方 本 部 書 記 局
災しました︒このため春闘
は引越しをして新たな住所
をはじめとした組合運動に
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編集責任者 武田 昌仙

団結のすばらしさをあらた
めて感じることが出来まし
た︒地方本部全体で確認し
合いたいと思います︒
さて ︑ 国 労の 大 き な 課 題
でありました﹁ 不採用問
題﹂は︑昨年の第 回定期
全国大会において闘いの終
結が確認されました︒雇用
については︑闘争団の皆さ
んが苦渋の決断をすること
になりました︒しかし 年
の闘いの中で東京高裁では
鉄道運輸機構の不法行為判
決を勝ち取り︑最高裁にお
ける政治和解につなげるこ
とが出来ました︒苦しい闘
いを乗り越えてきた闘争団
組合員・家族に敬意を表す
ると共に︑闘いを支えてき
たすべての組合員の皆さん︑
そして共闘の支援︑政治の
力にも心から感謝を申し上
げたいと思います︒この力
を諸課題前進に活かすこと
が重要になります︒
国労 の 最 重要 課 題 は な ん
と言っても組織拡大です︒
私た ち は 様々 な 議 論 を 経
て︑労働委員会闘争を 年
東日本と︑ 年 貨物と
和解するに至りました︒
各社 は 国 労差 別 を し な い
ことを約束し︑国労はあら
ゆる差別の是正と改善を今
日まで求めてきました︒
東日本では︑昇進試験
では助役職合格者や︑五百
人を超える主任職合格者等々
の改善が確認され︑異動に
おいても一定の改善が進ん
でいます︒新入社員につい
ても入社前から他労組へ加
12
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発行責任者 大沼 元

24

06

大沼執行委員長

新年を迎え︑組合員とそ
の家族の皆さんに新春のお
慶びを申し上げます︒一方
では︑昨年の 月 日に発
生した大震災に見舞われ︑
喪中の組合員がおりますし︑
家屋も津波被害や全半壊の
被害を受けられた組合員も
おります︒心から哀悼の誠
を捧げ︑お見舞いを申し上
げます︒
心に大きな傷を受けられ
た皆さん︑未だに不安定な
生活を強いられている皆さ
んに︑組織的な支援が必要
なものは引き続き取り組ん
で参ります︒
この間︑地方本部へは︑
国労本部を始め全国各地か
ら支援を寄せていただきま
した︒本部からは被災者四
百人余りにお見舞い金と︑
また︑地方本部として被災
状況に合わせて六百人以上
の組合員に義援金をお渡し
してきました︒
国労西日本本部からはト
ラックに満載した物資を直
接配達していただき︑また
新潟地本︑岡山地本等から
生活に直結する品物を送っ
ていただきました︒国労の
JR
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こうした中︑山形県では
第 回全国護憲大会が開催
され全国から二千五百人の
参加で成功裡に終了するこ
とができました︒
私たちは︑護憲大会で学
んだことを力にし︑脱原発・
再生可能エネルギーの転換
に向けて一千万人署名や各
種集会等に積極的に参加を
して行かなければなりませ
ん︒このことは︑私たちの
未来のためであり︑四半世
紀の長きにわたる国鉄闘争
を支援して頂いた地域の仲
間への少しばかりのお礼に
繋がって行くと思います︒
こうした闘いと合わせて︑
組織強化・拡大の成果を勝
ち取る一年とすることを決
意し︑ 年の挨拶とします︒

郡山工場支部

12

橋本執行委員長
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48

新年明けましておめでと
うございます︒
まず始めに昨年 月 日
に起きた東日本大震災につ
いてです︒この震災によっ
て多くの方がお亡くなりに
なられました︒ここに心よ
りご冥福をお祈り申し上げ
ます︒郡工支部でも家屋半
壊︑一部損壊︑家財損傷等
多くの組合員が被災し︑瓦
屋根の被害にあった家では︑
現在も修理不能の状況です︒
加えて︑福島第一原発の
爆発によって放射能問題が
発生しました︒郡山でも放
射線量が高い箇所が多数あ
り︑郡工支部は︑線量計を
3
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佐藤執行委員長

購入し職場内を測定しまし り組みます︒本年も宜しく
た︒数値の高い場所が数多 お願いします︒
く見つかり︑会社に対して
申し入れを行ってきました 東北自動車支部
が︑会社は 職場にそうし
｢
たルールはない 昼
｣｢休みで
も︑敷地内の組合活動とみ
なして厳しく対処する と
｣
いう態度には怒りを覚えず
にはいられません︒今後も
引き続き改善を求めていき
ます︒また︑エリア本部と
地方本部︑大井工場の仲間
と長野工作の皆さんから︑
義援金を頂いている事を報
組合員ご家族の皆様︑新
告いたします︒
点目は︑エルダー制度 年あけましておめでとうご
と強制配転と出向問題につ ざいます︒
月 日に発生した﹁東
いてです︒エルダー制度は
年金の満額支給までの雇用 日本大震災﹂は︑各地に甚
の場であります︒賃金は半 大な被害をもたらしました︒
分で労働条件は悪く︑働き 同時に︑私たちの組合活
続けることが困難であり出 動や行事が制限されました
向社員も同様です︒今後も が︑このような時において
関連会社の労働条件改善に も精力的に分会・班を通し
向けて取り組んでいきます︒ て国労運動を遂行して頂い
配転問題では︑一昨年は たことに心から敬意を表し
大高さんが︑昨年は鈴木さ ます︒
んが仙総の仲間の協力によ さて︑震災から約 ヶ月
り郡山に戻る事が出来まし が経過しょうとしています
た︒しかし多くの仲間が︑ が︑国を挙げての復興に向
希望する郡山に戻されてい けた動きはわずかながらも
ません︒強制配転をさせら 進展し︑被災地の状況も日
れた仲間を早期に戻す闘い を追うごとに前へ進んでい
ます︒しかし︑被災者が元
を強化します︒
点目は不採用問題です︒ の生活を取り戻すには︑多
事件解決はしましたが︑ くの時間が必要とされる現
雇用が確保されませんでし 況です︒
た︒事業体を続けている仲 一方で︑東京電力福島第
間の物販について︑執行委 一 原 子 力 発 電 所 に お け る
員会で討議し取り扱う方向 ﹁放射性物質の漏洩事故﹂
は︑懸命な対応にも関わら
性を確認しています︒
最後に会社間格差につい ず︑収束の展望が十分に見
てです︒毎年貨物会社の仲 えない中で︑周辺住民の避
間は一時金で格差をつけら 難生活は長期に及んでいま
れ︑旅客会社とは︑これま す︒また︑この震災によっ
で年収分以上の格差になっ て 東日本が被った損害は
ています︒昨年の年末一時 極めて大きいですが︑ 東
金でも︑１・ ヵ月という 日本とバス東北の役割は︑
超定額回答でした︒会社間 全社員が一丸となって鉄道
格差是正に向けて精一杯取 の復旧と地域復興に全力を

あげることであり︑地域の
足︑生活再建のシンボルと
もいえる地方鉄道・路線の
再生を実現することが急務
です︒
そのためにも︑社員の生
活を安定させ︑安心して働
き続けられる環境を整備す
ることは不可欠です︒
被災された社員と家族に
対する手厚い対応はもとよ
り︑すべての社員が業務に
集中できる労働環境と労働
条件の改善が求められてい
ます︒
被災地では︑雇用を失っ
た労働者が多数おり︑雇用
確保は生活を支える上で不
可欠かつ最重要課題です︒
また︑私たちのバス職場
においても︑夜行便の増大
や長時間拘束勤務の問題は︑
乗務員の社会的地域活動や
コミュニケーション時間の
不足など︑家庭生活などに
も悪影響を与えています︒
さらに乗務中に事故を起
こした乗務員に対する人間
性を否定する恫喝や必要以
上の日勤教育など過剰な対
応にも問題があります︒
私たちは︑出向社員・プ
ロパー社員・契約社員など︑
﹁誰でも物の言える﹂職場
づくりを目指し取り組んで
きました︒労働条件の向上︑
安心して働き続けられる緒
条件獲得の闘いに全力を傾
注することは当然ですが︑
コンプライアンス︵法令遵
守︶についてのチェック機
能も果たしていかなくては
なりません︒
組織の強化・拡大の闘い︑
さらにはバス職場の労働条
件改善の闘いなど︑支部・
分会・組合員が心一つに団
結を強化し︑闘いを展開し
ていくことが大変重要であ
ります︒今年も共に闘って
参りましょう︒
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てきています︒
施策の柱は︑大量の外注
化であり検修コストの削減
です︒結果として︑首都圏
を中心に二千人を越える若
年出向が見込まれており︑
また車両の品質を保証して
いく上からも大きな問題を
含んでいます︒
会社の主張が﹁エルダー
社員の職場の確保﹂から
﹁協力会社の育成﹂へコロ
コロ変わる等︑無責任な体
質が見え隠れしており︑な
により車両の安全を守る検
修の職場に働く者として︑
大変重い課題に直面してい
ます︒
皆さんのご協力を頂きな
がら︑この度の検修合理の
大合理化に真剣に向き合っ
ていきたいと思います︒
車両の安全︑ひいては鉄
道の安全を守る立場で︑そ
して私たちの職場と組合員
を守る立場で全力で闘う決
意を表しつつ︑新年の挨拶
といたします︒
共にがんばりましょう︒

山形県支部

原田執行委員長

昨年は︑ ・ 東日本大
震災が発生し︑多くの方々
が亡くなられ今なお 千名
以上の行方不明者がいます︒
そして︑東京電力福島第
一原発の人災としての事故
により多くの方々が避難を
され︑目に見えない︑先行
きの見えない放射能の恐怖
に苦しめられています︒
11
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庄司執行委員長

事態収束のめどは立たず︑ 現場の実態を誰よりも的確
故郷に帰るあてのない生活 に把握し︑適切なチェック・
が続いています︒
提言活動ができることにあ
また では︑放射線量が ります︒この間行われてき
高い福島・郡山地区に働く た﹁異常時の問題交流﹂か
若い社員と家族の避難動向 ら学んだことや課題につい
からも︑放射線の影響に敏 ての論点整理をすすめ︑国
感な子供たちや次世代を育 労のイニシアチブのもとに
む若い人々への健康影響は 文字通り﹁系統間の利害を
深刻な問題です︒
越えた連携﹂により と関
その一方で︑政府や原子 連会社に働く労働者の安全
力政策を推進する人々は︑ と利用者の安全安心の提供
現状を隠すように﹁冷温停 に取り組まなければなりま
止﹂や﹁第 ステップ完了﹂ せん︒
などと楽観的観測を国民に 最後に︑ 不採用問題の
押し付けています︒
闘いで培ってきた運動をしっ
また︑昨年末には東京電 かり総括し︑日常的に組合
力が料金の値上げを示唆す 員と役員相互の意思疎通を
るなどエネルギー危機を国 十分に行ないながら︑平和
民に煽りながら原発事故へ フォーラムや交通運輸に携
の関心を遠ざけようと必死 わる労働者の抱える問題の
です︒
解決に活かしていくことを
昨年 月︑会津地方など お誓いし新年のご挨拶とい
を除くほぼ全域が国の基準 たします︒
による除線指定地域となっ
た福島県では︑これから地 仙台総合車両所支部
域の除線作業が始まります︒
仙台支社は﹁国の基準
に基づき対応する﹂として︑
現場の線量測定を実施して
きませんでした︒この指定
により作業環境および住環
境における放射線量の測定
と除線を早急に取り組むべ
きです︒今後︑支部は各分
会・班と協力して放射線量
データを基に健康で安全な 謹んで新年のご挨拶を申
労働環境に戻す取り組みを し上げます︒
昨年は︑東日本大震災と
展開していきます︒
いう私たちが経験したこと
さて︑ 不採用問題が
年の時を経て終結しました︒ のない大きな地震と津波が
雇用問題の解決が図られ 発生し︑大変な苦労が続い
ない終結に決して手放しで た年でした︒ 年は︑良い
喜べる内容ではありません ことが重なる年であります
が︑組合差別と闘ってきた よう︑お祈りいたします︒
組合員と共に素直に喜び︑ 当支部の職場では︑ 年
年間の闘争を組織の強化 に本社提案がされていた検
拡大と労働条件改善の運動 修部門の合理化案が 年の
に連動させていきたいと思 歳月をはさみ昨年 月に本
社団交が再開する等︑実施
います︒
労働組合の最大の強みは︑ に向けた動きが活発になっ
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