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集会は歌川執行副委員長
のあいさつで開会︒主催者
を代表し地本大沼委員長は
年頭のあいさつを述べると
共に︑地方本部が抱える諸
課題とその克服に向けて地
本全体が一丸となって闘う
ことを呼びかけた︒
︻左記囲み︼
続いて︑エリア本部武笠

調査部長が﹁ 春闘と私た
ちの課題﹂と題した講演を
行なった︒武笠氏は︑私た
ちを取り巻く国内外の情勢
や 各社の状況︑各ナショ
ナルセンター等の主張や国
労の具体的闘いの方針を説
明︒その上で︑﹁ 東日本
で 千円の賃上げを行なっ
たとしても︑その原資は

地方本部は１月 日︑新春恒例となっている﹁ 春
闘勝利！活動家交流集会﹂を榴ヶ岡市民センターにお
いて開催した︒集会には各支部と分会の代表者が出席
し︑ 春闘勝利に向けた諸活動や取り組みについて積
極的に討論を行なった︒
7

▼集会の目的は①春闘情
勢の認識②職場での取組
みの意思統一︒
▼現場での取り組みを振
り返り︑教訓を今春闘や
組織拡大に活かすことに
集中しよう︒
▼各分会は︑具体的要求
の取りまとめを行うと同
時に組織の現状を点検す
ること︒
▼昨年は震災の影響で具
体的な取組みを行なった

・
・
・
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億円︵約 万人× 千円︶
であり︑内部留保金 兆
千億円の０・０１％に過ぎ
ず︑賃上げは十分に可能で
ある﹂とし︑我々の要求に
応じようとしない会社を批
判︒最後に︑﹁職場は労使
協調路線の下︑合理化が進
み個人主義に陥り矛盾が激
化している︒組織的多数に
ならなければ︑抜本的な要
求の前進はない︒そのため
にも組織拡大運動に全力を
尽くそう﹂と訴えた︒
集会はエリア本部に対す
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団交︵ 月ダイヤ改正提案︶
合理化対策会議
春闘勝利活動家交流集会
第 回地本執行委員会
第 回春闘事務局会議
山形地区集会兼赤旗開き

2 4

12

3

郡工支部橋本書記長

▼放射能問題︒支社は団交
で︑﹁高濃度の放射線量区
域はない﹂としてきたが︑
支部独自での測定では高い

退職のお知らせ

月 日付

赤間 邦夫さん
仙台駅連合
ＴＳＳ榴ヶ岡

月 日付

長い間お疲れ様でした

三塚 倫司さん
小牛田駅連合
ＴＳＳ新田

大友光吉さん
仙・宮運輸区
ＴＳＳ仙台

▼新書記長に︒過日の大会
から報告したい︒
▼組織強化・拡大︒若手と
の交流︒飲み会も含めた交
流は出来ている︒では﹁次
はどうするのか﹂が課題︒
▼エルダー社員とのつなが
りを持ち継続加入を︒同時
に労働条件改善が急がれる︒
▼直・外区分の見直し︒団
交で整理されたものが守ら
れておらず問題︒
▼昇進等試験の差別是正の
取り組みの強化を︒

る質疑︵仙総支部・渡辺一 ︵仙総・組立︶の各氏が発 数値も測定された︒これ以
則氏︶の後︑山形・郡工・ 言︑地本執行部とエリア本 上の被曝は避けたいとの思
福島の各支部からこの間の 部が答弁を行なった︒
いから総務科に放射線対策
取り組みの報告を行なった︒
の要請を行うも︑会社は
続いて︑地本五十嵐書記
﹁支部との交渉ルールはな
長が︑ 春闘勝利を始めと 山形県支部
い﹂と受け付けず︑敷地内
した運動の展開と組織強化・ 佐藤山形連合分会長
での組合運動は昼休みも認
拡大に向けた取り組みを一
めないという姿勢︒
括して提起し︑代表者らに ▼若手社員との関わり︒プ ▼外注化反対の闘いと合わ
意思統一を要請した︒
ライベートでの交流や他労 せ︑闘う姿勢を貫くことで
更に全体討論では︑小桧 組のイベントにも参加︒
組織拡大に結びつけたい︒
山︵郡山保線︶︑代田︵郡 ▼懇親会等では︑国労の現
山信通︶︑八木沼︵米沢連 状を隠さずに伝えつつも︑ 仙総支部高橋書記長
合︶︑能登井︵新庄連合︶︑ ﹁数は少ないが︑要求では
佐 藤 ︵ 仙 台 保 線 ︶ ︑ 桜 井 多数派のつもり︒意見を聞
かせてもらいたい﹂﹁もし
国労がなくなったらどうな
るのか︒それでも良いと思
うか﹂等々を訴え︑また冬
期団交の内容などを突合せ︑
一定の共通認識を持てた︒

第 回地本執行委員会・支部代表者会議
第 回春闘事務局会議
第 回 安全問 題プロ ジェ クト 会 議・ 第 回
業務部長会議・婦人部常任委員会
東本部検修合理化ブロック別代表者会議
震災支援御礼・豪雨災害調査報告交流会

12 12 12
・
・
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した場合︑２５０㎞圏内 が現状︒一方で私たちは
の避難が必要と想定され 長い間︑無関心でいたの
ていたという︒福島︑宮 ではないか︒
城は当然ながら東京も避 ▼放射能問題では労働者
難圏となる︒こうした事 の環境の問題として会社
故が発生した場合︑誰が と協議してきたが︑思う
どのような責任を取るの ように進まないが諦める
か︑あらためて考えさせ わけにはいかない︒
られた︒
▼橋下大阪市長と民主前
またＴＶ報道では︑米 原 氏 の 対 談 で は ︑ 大 阪
国の︵事故を想定しての︶ ﹁都﹂にして︑国際競争
原発建設指針が紹介され︑ に打ち勝てる経済を大阪
それによれば日本ではそ から発信すると主張して
の条件に合う場所はない いた︒しかし競争に負け
という︒つまり当時の政 れば︑または日本が勝っ
府は目を瞑ったのであり︑ ても負けた国は・・・︒
事故発生当時の東電副社 こうしたことで良いのか︒
長は﹁安全対策に膨大な ▼世の中には様々な課題
資金を投入することは出 があるが︑何を問題にし
来なかった﹂と言い︑政 て︑どうすれば﹁人が人
府は﹁安全対策は企業の を思いやれる社会や職場﹂
責任﹂と主張し︑責任の を作れるのかを考えてい
なすり合いをしているの くことが重要でないか︒
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機関は少なかったが︑現
場長との話し合いを行なっ
た職場もあり︑少なくと
も要求が前進したという
ことを確認し合いたい︒
▼この運動と取組みを全
体で確認するのが 月の
国労東北集会︑仙台総行
動︒組織の 割動員の目
標は︑年休等の休日では
あるが︑ストライキを意
識しての参加動員でもあ
る︒自分たちが出来るこ
とをしっかりやりきるこ
とが大事︒
▼原発事故︒本日の新聞
報道では︑﹁最悪のシナ
リオ﹂が記載されていた
が︑福島原発 号機の燃
料プールの燃料棒が溶融
挨拶する大沼委員長

２０１２年１月２５日
国労せんだい
第２６１８号

は該当せず︑対策も測定も
しない︒年間 ｍ㏜に達す
る環境はない︒現時点では
これ以上の事は回答できな
い﹂と︒
原子力保安院か東京電力
と交渉しているのかと思え
るほど︑会社の一歩も譲ら
ない強い意志︑壁を感じる
交渉だった︒
その後︑水戸支社の仲間
と交流する機会があり︑水
戸支社でも 月時点では
キロの避難準備地域には立
ち入らないという通達が出
されていたが︑ 月には︑
﹁ キロ圏内にも必要があ
れば手続きを取り立入る﹂
と変わったという︒その具
体的取扱いでは︑警戒区域
内での業務での一日当たり
の上限が ｍ㏜！︵年間放
射線量の管理基準は ｍ㏜︶
で︑仮に ｍ㏜を 時間で
割ると︑１６６μ㏜ ｈ！
にもなる値だ︒
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福島第一原発での作業員
の一日の上限値は ｍ㏜と
聞くが︑それに及ばないま
でも︑とてつもない高い線
量での作業も考えている︒
企業の意思︑資本の論理
が感じられ︑中通り地区の
職場環境などは︑避難地区
として指定されておらず︑
仙台支社は全く問題ないと
いう︑本社の意思がそこに
あると考える︒
月に組合で購入した線
量計で測定を開始︒線量を
色づけし︑マッピングする
作業を始めた︒
実際に計測して︑﹁ショッ
キングな数字﹂はないが︑
これも実測して分かったこ
とであり︑本来ならば会社
の責任で計測し︑安全を確
認すべきことだ︒
現在は︑一日の累積線量
も計測しており︑例えば︑
郡山市在住で︑仕事を本宮
方面でしてきたＡさんの一
日累積が μ㏜であった︒
単純に３６５日をかける
と︑年 ・ ｍ㏜も仕事で
被曝することになる︒
今後の課題︒調査した高
線量箇所を︑会社に対し対
策︵休憩所の例で言えば︑
休憩所として適当か︶を引
き続き求めていく︒
また深沢に アパートが
あるが︑比較的高い数字が
出ており︑自治会長名で会
社に対策を求めている︒
地域での運動の拡がりを
展望しつつ︑引き続き会社
に対し対策を求めて行かな
ければならない︒
︻郡山・小桧山通信員︼
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東電福島第一原発事故により︑深刻な放射能汚染の
実態が明らかになっている︒
住居は勿論のこと︑労働環境︵駅舎などあらゆる構
造物︑線路等︶も被曝し汚染され︑今後の健康被害
︵社員とその家族︶など︑目に見えぬ恐怖に晒され続け
ている︒
国労はこの事態を重く見て︑いち早く会社に対して
申し入れ︵国労申 号︶を行い︑対処・改善を求めた
が︑既に業務部情報や国労せんだい紙上で報告されて
いる通り︑会社は﹁働く箇所に高線量箇所はない﹂
﹁線
量を測定する予定はない﹂
﹁国や自治体の基準に従うだ
け﹂と全く社員家族の健康を慮る気配すらない︒
こうした会社の対応を見て︑福島県支部はこれまで
測定してきた放射線量のデータマップを作成し︑今後
の闘いに活用していくとしている︒

2
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年 月頃から議論が始
まった︒この取組み︵線量
測定︶の目的は︑
①現場では対応しきれない
問題であり︑要求をまとめ︑
団体交渉で主張していく︒
②会社の責任で放射線量を
測定し︑線量が高い箇所の
対策を求めていく︒
③取組みを通じて他労組に
も国労への理解をしてもら
うということで開始した︒
月 日の団交では︑第
項目の﹁労働環境として
の会社の認識について﹂の
追及だけで 時間を費やし
た︒私たちが準備した根拠
や︑﹁若い社員︑特に女性
の健康を真剣に考えてほし
い﹂という追及に対し︑会
社は﹁政府や国︑自治体等
の指示等を踏まえ対応する﹂
という回答︒つまり︑﹁国
が定める警戒区域や特定避
難勧奨区域に東北本線沿い
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