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低基準を決め、確保できな
い場合は 本体を基本とす
べきと考える。地本として
どう考えてきたのか、また
は考えるか示すこと。
③会社が団交の確認事項を
無視した場合、組合として
どうするのか。労組として
あらゆる手段を取り守らせ
るべきだ。会社が約束を守
らないことに対し抗議し闘
わなければ労組の存在意義
はなく、団交やその結果で
ある労働協約にも何の意味
もなくなる。地本の考えは。
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逆の立場にある。違いはあ またこの事故では処分も出
れ「職場で仕事をどう回す ており、組合が違えども国
か」を常に考えさせられ責 労として安全と命の問題に
任を負わされているという 対し、意見書なり取組みを
こと。今回の提案は車両故 しなければならない。国労
障や異常時対応では今以上 の証である「首切り撤回」
に速やかな復旧には程遠い に向けた地本の態度と考え
サービスの低下をもたらす を明らかに。
ものであり、また技術継承 ▼機関運営。只見線一部復
も困難である。
活により異動発令があり、
月 日に事前通知が発 百㌔近い通勤も発生する。
令されたが、具体的労働条 分会の中心メンバーがバラ
件の提示と説明がなく、設 バラになり、若松駅には国
備改修工事も手がつけられ 労が不在となる。和解以降
ていない。簡易苦情処理会 決して差別がなくなり解消
議が開催されていないのに したわけではなく、むしろ
出向者名簿が開示されるな 「和解」という言葉で「問
ど、 月 日実施に向けた 題がなくなっているのでは」
団交確認が守られていない。 という意識や働き方につい
東労組より早く交渉した て、仲間から学び、検証す
ことを持って「成果」とす る取組みが求められている。
るのは疑問であり、中身の ▼諸課題等の判断。中央、
問題として強行実施された エリア大会で、「連合加盟」
以 降 の 検 証 と 改 善 要 求 、 や「労働条件に関する協約
「本体に戻せ」という闘い 締結」について議論があっ
を取り組まなければならな たと聞く。名称変更で組織
い。
拡大が進むとは思えないし、
郡山への遠距離通勤も
協約締結問題も何人が理解
年 ヶ月。朝 時 分起床 しているのか。支部では労
で帰宅は 時過ぎ、夜勤明 働協約についての議論はな
けは 時に帰宅。この実態 いが、重要な課題について
を変えてもらわなくては困 は上部機関として責任を持
るし、解消するまで拘った ち現場に入り、提起と説明
闘いが必要。また平均年齢 が必要だ。
才の職場で、 年後出向 ▼大会構成上、発言時間が
解除で に復帰や 才を迎 少ない。発言時間の保証を。
える仲間の取扱いや技術の
継承問題、出向会社相手の 仙台電車区分会
改善交渉など組合としてど
う関わるのかの方針が必要。
考えを明らかにすること。
▼大根原踏切事故。地区分 ▼反合理化、労働条件改善、
会で議論してきた。事故を 安全・安定輸送確立の闘い。
受けルールができたがロー 震災により仙石線が孤立し
カル線の実態に合わないも たことから郡山総合車セで
のであり変えてもらいたい。 実施されていた２０５系の
JR
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▼検修合理化。会社は「委
託会社には業務に責任を持っ
てもらうが社会的責任は
が負う。この施策で労働条
件の向上に繋がる」と回答
しているが問題のある内容。
この間、郡工支部と郡山派
出とで要求作成を取り組み、
また職場でも毎日話題にな
り、他労組含めて情報交換
をしてきた。そこで明らか
になった実態は普段我々が
会社に対して言う「コンプ
ライアンス」を無視した作
業で検修業務が成り立って
いるという事実。規定通り
やれば「列車は動かない・
業務が回らない・自分たち
が苦労する」として、現場
の私たち自身が自ら業務を
考え仲間を監視し合って業
務を回している。職場は管
理者含めて 人の職場で国
労は 人。「国労が業務の
中心にいて・・・」という
職場もあるようだが若松は
3

22
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団交の結果も無視された形
だ。加えて支社は「私から
深く病状の報告がなかった」
と事実と違うことを述べて
いる。私は会社が事実を把
握していたからこそ 東よ
り年間休日が 日少なく休
日は基本連休にならない厳
しい労働条件の職場を押し
付けてきたと考える。
▼再雇用制度では「技術と
ノウハウを活用する」とし
ながら、車両部品の検修を
希望していた私に「コンテ
ナも車両の一部」と嘯き、
「再雇用先の拡大のため業
務委託を進める」としなが
らその業務に就けず、車両
基地内の他職場では外の職
場から採用しているのに
「ここでは貴方を採用する
所はなかった」と、わざわ
ざ 東ではない箇所を探し
出してきた。私は再調整を
何度も要請したが、「ここ
しかない。断るなら自分で
探せ」という。辞退すれば
会社のやりたい放題でデタ
ラメな再雇用制度の運用を
明確にできないため追求す
る意味でも受けることに。
▼この間エルダー組合員と

の交流などで明らかになっ
たことは、どこでも劣悪な
労働条件と環境、低賃金で
あり、何より国労組合員は
より条件の悪い箇所に出さ
れていることだ。一日も早
く改善が求められていたの
月 ・ 日の両日に開催された、第 回定期地方 だが、東本部が改善を求め
大会の概要については、既に国労仙台２６３５号にお る交渉は、要求を提出（
いて報告されているが、今号では、全代議員の発言を 年 月）してから交渉（
掲載する。
年
月）するまで 年 ヶ
月放置され、現在も基本的
なことは変化なし。結果、
個人的に退職を選択する組
合員も出てきている。個々
の職場で改善の努力をすべ
きという声もあるが、どこ
の職場でも国労組合員は労
仙台建築区分会
働条件や環境改善に努力し
ている。今必要なのは国労
が組織として再雇用問題で
具体的な方針で運動を提起
▼財政関係。組織対策費は
し、取り組みや改善方向を
資料を見る限り消化しきれ
示すことだ。
ていない。一時停止出来な
いのか。今後の処理はどう
▼質問。①先の地本エルダー
扱うのか。また本部とエリ
組合員交流会で、エリア組
アの状況も分かる範囲で教
織部長は「様々な問題点に
えてもらいたい。
取り組むため、東本部執行
▼組休減額保証。今大会以
部にプロジェクトチーム立
降全額保証を要請する。規
上げを検討している」と答
約改正が必要であればそれ
弁したが、本部情報には
を求める。
「 年からの老齢厚生年金
の段階的引き上げ問題につ
仙総所・組立分会
いて再雇用制度問題プロジェ
クトを設置した」と掲載。
つまり現状の問題点の対応
ではないと受け止められる
がどうしてこうなったのか。
また一日も早く現状の解決
をするにはどうするのか。
②再雇用問題は単なる労働
条件の問題ではなく雇用問
題であり、労働者の最も重
要な問題である。再雇用は
の責任で行い、出向の場
合は本人同意と出向先の最
4
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▼再雇用問題。私は 年前
幹総から初めて 貨物東北
ロジスティクスを提示され
現在に至る。この制度施行
前には「家族に病弱者や介
護を要する人がいる場合は
実情を把握し個別に判断す
る」と確認されていたが、
私は差別され東日本本部の

JR
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要部・全般検査を 月から
宮城野派出で実施されるこ
とに。だが支社はこの変更
を口頭説明で済まそうとし
た。地本・分会で抗議し解
明要求を提出したにも拘ら
ず、団交前に現場説明を強
行実施するという姿勢は、
「提案なし即実行」の労務
体制を見据えたものであり、
労働協約締結以前の問題。
ユニットの要部検査が終
了しての問題は、担当者が
「要部検査」を理解せずに
終了したこと。何を根拠に
誰が安全を担保するのか疑
問。しかも次の要検は施工
を 日短縮するという。ま
さに合理化の野放し状態。
月には検修の全面外注化
施策である「グループ会社
と一体となった業務体制の
さらなる推進」について地
方での交渉が始まった。分
会は 項目要求を集約し団
交に臨んだが、支社は本部・
本社間での決定事項は覆さ
ないという姿勢を貫き、ま
た「コンプライアンスのた
めには運休も選択肢」とい
う利用者の立場を考慮しな
いものであった。信号職場
では、コンプライアンスに
抵触（偽装請負）しないよ
う業務を行えば、「安全・
安定輸送が守れない」こと
は誰もが認識していること
であり、所属組合を越えて
全社員の署名を添えて、所
長に対して支社に上申をす
るように「要望書」を提出
した。結果 月 日に分会
組合員 人の半数にあたる
人に事前発令が言い渡さ
れたが、労働条件と組織を
守るためにあらゆる手段を

千 葉 代 議 員

用いて委託阻止の取組みを 見書を提出しているが、和
行う。地本も全面に立ち取 解時の約束である「公平・
組みを。
公正な人事の取り扱い」が
▼組織強化・拡大。新規採 守られていない職場の実態
用者が配属になり、形式的 を掌握すること。今回の検
に書面等を手渡し説明をす 修業務の全面外注化が一方
るも東労組加入が既定路線。 的に実施されることを見て
分会は坦務配置後の関わり も、締結が組合員にメリッ
に重点を置いてきた。まず トをもたらす状況にない。
は職場の問題を国労の目線 職場の問題点は一つひと
で捉えられるようにしたい。 つ交渉を行い改善していく
組織強化ではこれまで以上 という取組みが、組織を強
に繋がりと情報交換、他労 化し組合員の利益を守るこ
組を巻き込んだ職場改善の とに繋がる。組合員不在の
取組みが大切だ。地本には 締結には断固反対であり、
エルダー問題と合わせて委 組合員との議論を行なった
託先会社との直接交渉が持 上で、地本の見解を示すよ
てるよう、早急な対策を要 う要望する。
請する。
▼不採用事件を風化させな 仙石線駅連合分会
い取組み。雇用問題を残し
当事者が苦渋の選択をし終
止符が打たれて 年経過し
た。組合員として残ること ▼東北協議会議長があいさ
も否定され多くはバラバラ つで「名称変更」に触れた
になってしまった。分会で が公式の場でありどうか。
は雇用問題が解決してこそ ▼労働条件に関する協約締
全面解決と位置付け、それ 結問題。労組法によれば労
を果たせないまま決断した 働協約は就業規則より効力
当事者の意思を大切にし支 を持つ性質がある。そのた
えるため稚内の物資販売を め国労はこれまで就業規則
毎月継続して取組みを行なっ を上回る労働協約を一つひ
ている。地本には 年間の とつ闘い取ってきた。組合
闘いの総括と風化させない にとって労働協約締結権は
取組みの提起を要請する。 「会社から一筆取る権利」
▼労働条件に関する協約の でありまさに武器であった。
締結。エリア大会では締結 しかしそれは就業規則を上
の事後承認を画策していた 回る内容の場合であり、就
と聞く。組合民主主義を逸 業規則そのものの協定化は
脱しており、重要案件の口 意味がなく組合の命取りに
頭提案にも驚く。組合員を なりかねない。その意味で
何と考えるか。責任の一端 分会では協約締結に反対す
は地方代表者会議での地本 る意見書を提出しているが、
の発言もある。何を根拠に もう一つは機関の進め方に
したのか説明を。
異議があるからだ。エリア
分会はエリアと地本に意 書記長が支部に説明に来た

が納得がいくものではなかっ するということだ。首都圏
た。また第 回エリア大会 での雇い止めの人材を採用
で書記長は「 回大会での するということ。つまり業
提起は生きている」と述べ、 務委託＝低賃金人材への置
方針案に記載せず、「口頭 き換えであり、 の駅業務
提起」したが、組織運営と の「放棄」といえる。これ
して極めて問題。
を課題にした闘いが求めら
▼この問題は、国労の行く れる。
末を左右する重大な問題。 ▼松島海岸駅要員問題。出
だからこそ支部の に近い 面は泊まり勤務のみで休憩
分会が反対の意見書を提出 時間は窓口が閉まるため日
していると考える。また意 勤を要求していた。震災以
見書を提出していない分会 降バス代行になり、日勤者
は賛成だと解釈しないこと。 は必要不可欠に。分会は定
賛成の分会もあるかも知れ 数化を求め交渉を実施して
ないが、「よくわからない いるが会社は認めない。昨
ので賛成も反対も言えない」 年 月エリア異動があり、
という分会がほとんどでは。 今年 月に補充があったが、
二年前のエリア作成の討議 罹病者で泊まりが出来ず、
資料も大変解りにくい。多 日勤のみ。
くの組合員が理解していな ▼反合理化闘争の強力な指
いまま、エリア大会では口 導を要請する。
頭提起で済ませ、 日の地
方代表者会議を経て 日の 仙総所・車体分会
執行委員会で判断したいと
のことだが、大変問題だ。
現場組合員を置き去りにし
た拙速な判断はやめること。 ▼ 春闘と検修外注化。昨
仙台では反対だけでなくわ 年の分会大会以降、春闘の
からないという意見も多く 取組みとして職場要求を取
あり、まとまって「賛成」 りまとめてきた。制度要求
という状況にはない。 日 では第二基本給の廃止、昇
の地方代表者会議では仙台 進試験を廃止し自動昇格に、
は少なくとも「賛成しない」 エルダー職場の労働条件改
ことを確約すること。
善など 項目、職場環境改
▼駅業務委託。 年榴ヶ岡、 善要求 項目、業務改善要
苦竹駅の委託を皮切りに毎 求 項目を集約。例年、支
年委託が実施され、今年は 社交渉と合わせて現場での
月に下馬駅、東塩釜駅、 要請行動を実施してきたが
月に中野栄駅が委託され 今年は実施出来なかった。
る。会社はエルダー職場の 幹総では密着連結器部品検
確保としてきたが、それは 修、車両の一部解装業務等
口実。今年 才、 才の他 が既に外注化されており、
労組が中野栄に発令され、 今年度は「グループ会社と
さらに注目すべきは委託会 一体となった業務体制の更
社でのプロパー社員も従事 なる推進」による検修部門
25
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中島財政部長

の大合理化が推し進められ ため、所内で働く全ての人々
ようとしている。この施策 への注意喚起と健康管理を
は技術継承とエルダー社員 確立するため、責任をもっ
の雇用の場の確保としてい て放射線量の測定実施と値
るが、技術継承については の公表をすべきだ。また組
具体的な中身はなく、「計 織としても「点検・摘発」
画は委託先で」という無責 の行動を強く求めたい。
任なもの。職場の現状は退
職者の補充も少なく新採者 執 行 部 答 弁
は諸会議等で現場に貼り付
いていない。要員と作業時
間を確保し安全な作業をさ
せるのが本来の姿だが、効 ▼組対費。本部大会で決定
率化優先であり非常に忙し された事項であり、地方で
い状況で満足な技術継承は 改正等は出来ない。ただ意
見があったことは伝える。
出来ていない。またエルダー 繰越金の扱いについても今
社員の雇用の場と言いなが 後の検討事項と考えている。
ら、 月 日には組合員
▼組休減額分の全額保証に
人を含む 人に対しＴＫＫ ついては、今後執行委員会
への出向の事前発令が出さ で議論していく。
れたが全く矛盾するもので
ある。安心して働き続けら
れる職場を作るためには反
合理化闘争の視点に立った ▼検修合理化。まさしく国
運動の提起と職場底辺から 労が責任をもって取組むこ
の議論の拡大が不可欠。検 とが求められている。現在
修外注化に対する地本の更 グループ会社は 数社ある
なる取り組み強化を求める。 が殆ど より労働条件が下
▼放射能汚染。幹総内で基 回る。ここをどう変えてい
準値を超える放射線量が計 くかが求められている。
測された「砂」が放置され 現状では問題点を支社に
ていることが明らかになっ 上げ、会社がグループ会社
た。これは新幹線の車体下 に申入れるという形を取っ
部の「ふさぎ板」に溜まっ ているが逃げられやすい。
た砂や塵埃である。このふ グループ会社と直接交渉
さぎ板は雪害対策のため取 出来れば良い形と思う。
り付けてあるが、車両検査 ▼東日本本部のプロジェク
時に取り外すため、その際 トというのは 年問題のプ
内側に溜まっていた塵埃を ロジェクトである。昭和
かき集め袋に詰めていたも 年 月 日以降生まれた方
の。これらは毎日今でも排 は 年間年金が出ないため
出され続けており、現在仮 どうするかという趣旨のも
置きしているガス保管庫は の。
既に満杯だ。根本的な解決 ▼再雇用する会社がなけれ
を求めるとともに、会社は ば に残すべきだという主
放射能に対する認識をあら 張はその通り。この間の検
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会議を開催し議論していく。
▼検修合理化で地本は全面
に立てという指摘。その通
りである。今後苦情処理会
議も予定されているのでしっ
かり主張し、 月 日強行
実施については検証を続け
ていく。
▼宮城野派出の要部検査。
口頭で提案されるべきもの
ではない。支社は他労組に
提案しないからという理由
だが、国労はこうした問題
を一つひとつ取り上げ改善
を図るスタンスだ。
▼松島海岸駅の要員問題。
何度となく支社と交渉と折
衝を続けてきている。現在
も泊まり勤務が出来る要員
をよこせと求めている。
▼検修合理化に対する取組
みの強化について。今後も
交渉と折衝を強化する。

26

1

渥 美 代 議 員

▼組織問題。非常に残念だ
が 月に脱退者を出してし
まった。助役試験合格者で
あり、国労でもやればでき
ると喜んでいた矢先のこと。
本人は今後の会社側の対応
について悩んでいた様子で
懸命の説得にも本人の意思
は固かった。個々の抱える
悩みや問題を常に把握し本
音で話し合える仲間作りの
大切さを痛感。
組織拡大では毎年配属日
に組合の説明を実施してき
ており、今年も自信を持っ
て加入を勧めたが、その日
のうちに東労組に加入した
と後日聞き愕然とした。
なぜ直ぐ加入になったの
か。真剣に対策と取組みの
強化をしなければならない。
▼大根原踏切事故。信通職
場では連日のように障害が
発生し、人身事故に繋がる
危険性が極めて高い。今回
の事故では会社は責任を一
切負わず、当事者に責任を
押しつけ懲戒解雇で幕を引
いたが、このような手法は
絶対に許されない
また支社は、事故の対策
として踏切鳴動時の取り扱
いを提示したが問題がある。
原則迂回とし通行させな
いとあるが、現場での対応
がいかに大変であるか、ま
た対応にあたる駅・設備社
員に対ししっかりと説明が
なされているのか疑問だ。
現場任せではなく、迅速
な指令間協議による列車抑
止手配や警察への要請、必
要な要員の確保を求めなく
てはならない。
更に出動の際、緊急車を
使用するように指導されて
JR

27

9

菊 田 代 議 員

いるが、個人の運転技術の 「職場で会社と組合からも
問題もあり、隣に乗っても 締め付けがあり働きづらく
怖くて疲れる。人身事故の 運動が後退する」と話して
加害者や被害者になりうる。 いた。国労の良さは仲間の
万一事故が発生してから 支え合いだと考えるし、そ
では遅く、個人の行政処分 れを分断するような協約締
や刑事処分となる。会社が 結には断固反対である。
責任を取らないのは明らか
だ。 大根原踏切事故の踏 東北工事事務所分会
切故障の原因はケーブルの
老朽によるものとされてお
り、また通常発生する風規
制等による踏切故障も設備 ▼職場状況と分会運動。現
の新設で対応可能だ。設備 在の職場の特徴。上司の顔
に対する要求も同時に行う 色を伺う若者が増えてきて
必要がある。
いる。以前は職制が違えど
▼労働条件に関する協約。 も比較的自由に意見が言え
結論は締結に反対である。 た。技術に対しては職制に
第 回エリア大会での締 関係なく知っているものが
結が噂された中で、議題に 意見を述べる風土があった
記載がなく口頭提案された。 から。自分の考えをしっか
分会では 回の執行委員会 りと述べられない職場は、
で議論し、内容は「締結の 会社が描く「命令と服従」
必要性やメリットが不明」 の体制が持ち込まれる。会
「他労組は就業規則と同じ 社の将来にとって良いこと
内容の協約を締結している ではないが、管理上は楽な
ようだが、国労がそれを上 手法。ここに現在の 東の
回る内容での締結は可能な 縮図が見て取れる。
のか」「優位性や中身が伝 このような中、分会は
わってこない」「会社が定 件の申入れと 件の団交を
めた問題のある就業規則が 実施してきた。団交での一
協定締結により足かせにな つ目の特徴点。東工所では
る」等の意見が出された。 一昨年から事務業務の一部
労働協約が平和条約であ を東日本コンサルタンツへ
るならば、前提として労使 業務委託。要はコスト削減
の協力と誠意が必要と考え であり合理化。会社もコス
るが、一括和解以降も人事 ト削減については認めた。
や異動において公平・公正 「 年まで建設系の事務社
さや会社の協力と誠意を感 員を採用してこなかったツ
じることが出来るのか。エ ケ」と分会は会社を追求し
ルダー制度でも組合差別が たが施策のミスを認めはし
行われているのが実態では ない。会社は合理化を常に
ないか。
狙っており注意深く見てい
数年前この問題が論じら く必要がある。
れたとき、既に協定を締結 二つ目。分会から出向し
し て い た 東 海 の 組 合 員 が ている者の労働条件に関わ

ることは事前に組合に説明
を求めたことに対し、会社
は「出向会社が行うことだ
から必要ない」と回答。分
会は「出向者は社員であり、
その労働条件が悪化する場
合、見逃すことはできない」
と迫ったが平行線で終始。
この問題は地本を通じて
エリア本部へ上申した経緯
があり、エリア本部からも
分会の言うとおり、と回答
をもらったが、会社の答え
は変わらず。東工所は会社
としての判断をほぼ本社に
委ねており、本社の回答と
も受け取れる。なおエリア
本部からは本社との交渉結
果について連絡がない。地
方の質問に対しては返すこ
と。分会では制度に関わる
事項も意識して交渉事項に。
「地方では判断できない」
とする会社に「分会の意見
を本社に上げろ」と言って
いる。分会は独自のアンケー
トを実施し要求集約を図り
団交を申し込む予定。地方
も粘り強く頑張るのでエリ
ア本部もしっかり対応する
よう要請する。
▼分会活動。分会の売りは
機関紙ろばたの発行と拡大
班会議。 年連続で年間
号以上発行し、エリア大会
で表彰も。力点を置くのは
東北一円に組合員がいるか
ら。当面一千号を目標に頑
張る。拡大班会議は毎月第
一水曜日に主に仙台地区の
仲間が中心に交流を深める
場。毎月 回、 年間継続
中。職場での不平不満、執
行部からの提起、学習会な
ど。どちらも分会活動の両
輪で団結には欠かせない。

引き続き頑張る。
▼労働協約の締結。就業規
則の上位に立つ労働協約を
就業規則と同様の内容で締
結する必要性が理解できな
い。労働協約はその内容に
おいて、就業規則を上回る
ものでなければならない。
国鉄時代も、他の労働組
合でもそうだが、労働協約
は闘い取るものと認識して
いる。現在の就業規則は
会社と東労組、ユニオンと
の労働協約と同じ内容だ。
これは労組が闘い取った内
容でなく、会社から押し付
けられたものと捉えるのが
正しい。
月にエリア書記長が仙
台で説明し「今後も丁寧な
議論をしていく」と述べた
が、であれば一度職場に降
ろしその意見を持って判断
すべき。これは今後の国労
の向かう方向を示す大事な
事柄。丁寧な議論をするの
であれば討議資料の作成、
集会開催など組合員にわか
りやすく説明すべきだ。我々
が資料として持っているの
は 年 月の機関紙におけ
る労働協約に関する協約の
特集号のみ。一括和解の方
針が堅持される必要もある。
これらをエリア本部に要
請すると同時に大会で決定
すべき。現在意見が分かれ
ている内容を強行突破すれ
ば組織の団結に影響を及ぼ
す。労働協約は組合員の労
働条件や生活の向上を一番
に考えるべきだ。
▼平和と民主主義。民主党
政権は「消費税率アップ」
「ＴＰＰ問題」「原発問題」
「オスプレイ配備計画」等、

8

10

10

五十嵐書記長

修合理化の団交においても
体力があるのは なのだか
ら に残すべきという議論
を幾度もしている。会社は
「改正高齢者雇用安定法」
により今年度末まで対処す
るのでそこを見ていくとし
ている。
▼交渉確認事項を守らない
場合の考え。重大な問題と
認識している。現状では議
事録確認が出来ないのだが、
家庭事情等については何度
も折衝し、また直接要望を
訴えてもらった。結果とし
てガス抜きにもならなかっ
たと聞き心苦しい。今後も
取り組みを強める。
▼他労組より早く交渉出来
たのは成果であるというの
は疑問について。「成果」
の趣旨はいち早く分会に提
起して要求を集約出来たこ
とである。今回この事案で
他労組より早く交渉したの
は仙台支社だけであり、こ

10

統一

抵抗

団結

JR

こを成果と認めて交渉内容 ▼出向先会社問題。貨物経
でしっかり議論していくと 協に参加しており、窓口間
いう意味合いのもの。
で改善を求めて話をしてき
▼大根原踏切事故。この間、 た経過もある。今後も改善
地本安全問題プロジェクト に向けて続けていく。
で議論してきた。暴力の危 ▼労働協約。委員長・書記
険性を感じながらの対応等、 長会議では仙台として出て
現場の信通社員の大変な思 いる声を発言してきた。施
いは理解している。支社は、 策の問題や支社跨りの異動
通達文書（仙支総１２９８ 問題について要請し発言し
号）により解決を図るとし たつもりだ。協約締結につ
ているが、信通を除く他系
い
ては今大会の内容を 月
統へ浸透していないのが実
日の会議に持っていく。
情。大根原の問題（解雇処
分）により関わりたくない、
出動しないという他系統の
考え方になっている。安プ 仙台信通区分会
ロでは踏切問題に特化し踏
切問題プロジェクトを立ち
上げた。 月 日に第一回

11
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申し入れ。内容は会社によ
る線量測定と除染実施、高
線量箇所での作業させるな
の要求。「安全・復興キャ
ンペーン」に対しては「そ
うではない」と郡工情報で
宣伝し、一年半が経過した
が、問題は何も解決してい
ない。工場には放射能をか
き集めてきた車両が入って
きて、その埃が充満してい
る職場であり「長生きしな
いな」とみんな思っている。
平成採用者も小さな子供が
いる人は県外に引越しして
いるが、会社にいる 時間
分は高線量被曝と粉塵の
内部被曝を蓄積させている。
会社は「国が安全と言っ
ているから対策の必要なし」
から一歩も出ず。これ以上
どうすれば良いのか。
▼組織拡大。諸問題をみん
なで悩みながらも諦めず、
粘り強く取り組んでいる国
労組合員の姿を他労組組合
員は見ていると思う。チラ
シ配布では「国労頑張って
いるな」と声かけをしてい
く人もおり、平成採も見て
いる。外注化と出向への不
安は我々以上だと思うし、
だからこそ国労がもっと頑
張らなければならない。
昨日「平成採拡大のため
に名称変更を」という話が
されていたが、本質的なこ
とではないと思う。平成採
と話すと「自分の組合には
不満はあるが、国労加入と
いう選択肢はない」と残念
ながら言われる。しかし必
ずや選択肢に入れたいと思
う。そのためにも検修外注
化反対、遠距離配転、貨物
格差、放射線対策・・・もっ

35

7

25

27

9

系）」という実態。
一方で若松地区では様々
な職種でかつ仲間が点在し
ているが、日常の会話や意
識的な話合いから仕事の大
変さを出し合い共有化し、
継続して会議を作ってきた
ことが運動の力や自信に繋
がっていると報告されてい
る。そうした報告に学び、
身近な実態にこだわり続け
たい。

18

仙台・宮城野運輸区

これ以上どうすれば良い
のか悩む。
▼遠距離配転。配転者交流
会を実施し、実態を把握し
機関紙等で宣伝してきたが、
事態は進展せず。特に貨物
組合員が 月 日付で宮城
野東北ロジスティクスに配
転の件では、全役員会議を
実施し、分会・支部一体と
なって門前チラシ配布と門
前集会を行い、車両所への
申し入れをし、貨物協議会
にも窓口折衝、簡易苦情処
理の対応など、みんな一生
懸命やって、しかも本人は
通勤に耐えられない病気を
抱えており、どうしてこの
ような人が遠距離通勤の出
向に出されてしまうのか、
どうすれば良いのか、組合
は何ができるのかと思う。
▼貨物格差問題。分割民営
化から 年で賃金格差だけ
でも一千万円。夏季・年末
手当の度に倍近い格差。毎
回抗議集会やチラシ配布は
実施しているが諦め感が。
改めて貨物問題を考える
ということで 月に東北貨
物協議会大越事務局長を招
いて貨物問題学習会を実施。
「貨物格差を是正という
大きな問題は難しいが、手
当や休日等個別の労働条件
を改善する運動はやれる」
ということで、やっていこ
うという話になったが、そ
れでも毎回手当の格差はく
る。今やっていること以上
に何ができるか・・・せめ
て春闘で客貨一体のストは
是非やってもらいたい。
▼放射能対策。工作協議会
のカンパで線量計を買い、
線量測定を実施し総務科へ
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橋 本 代 議 員
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10

1

1

悪政の数々。総選挙は民主
党に期待と変革は求めない。
同じ穴のムジナである自
民・公明、また独裁政治を
予感させる日本維新の会に
きっぱり を示すことだ。
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JR

伊 藤 代 議 員

件近くの事故やミスが発生 宮城県支部にオルグに来た
しているが、会社の対応は が、各分会代表の意見は締
全乗務員への添乗と「緊張 結に反対や危惧の意見が大
感が足りない、ルールを守 勢 い た 。 今 後 月 日 に
れば事故は防げる」の連呼。 「各地方本部委員長・書記
加えて主務職が講習指導 長 会 議 」 を 持 ち 、 日 に
者として、業務知識の意識 「東日本本部執行委員会」
付けと思い出し教育、全乗 で判断すると聞くが、地本
務員対象の年代別フォロー は賛否発言を控え、合意形
アップ講習を実施し、「労 成に向けた議論を求める等、
働実態」には触れず、「精 「時期尚早」の発言をする
神論」を繰り返しているが、 ように今大会での確約を求
管理者の下働きのようだ。 める。
労働実態と労働環境にこ
だわり変えていかなければ 郡工・車体科分会
ならない。
▼総合労働協約。分会では
職場集会、班集会等で議論。
不安・危惧の意見がある。 ▼検修外注化。この間現場
この間、国労は個別労働 では職場集会、合理化対策
協約で就業規則を上回る条 会議、チラシ配布での宣伝
件を勝ち取ってきたが、個 行動を通じて要求を集約し、
別協約の何が問題で、また 団交を実施してきた。また
総合労働協約の何が利点な
月 日には弁護士を招い
のか理解できていないから て偽装請負の学習会を実施
だ。 月 日の東日本本部 した。地本の援助に感謝し
主催の「地方書記長会議」 たい。学習会で明らかになっ
で配布された議事録確認案 たことは、偽装請負問題は
を見たが、前進はおろか会 違法行為だからといって一
社の姿勢は労働条件を改善 発でどうなるものではなく、
するつもりはなく、さらな 組合運動的にはそうした事
るコストダウンを狙ってい 象をメモし、いわゆる点検
る。これで今後駅の業務委 摘発運動をし、労基署告発
託化の拡大や検修合理化、 や裁判の材料作りを積み重
震災復旧での仙石線高城町 ねることであり、さらにそ
～石巻間の電化問題、ワン の都度声をあげることで少
マン問題で闘えるのか疑問 なからず外注化拡大を抑制
だ。仙台地本は「労働条件 することであるという運動
に関する協約」の締結に賛 の提起を受け勉強になった。
成発言したと聞くが、反対 一方団交では、多くの議
意見もあり、また集約もし 論において組合の主張にま
ていない中、組織運営上問 ともな回答がされず平行線
題だ。仙台地本内では議論 となり、常識的にはどう考
不十分であり、意思統一に えても 月 日実施は見送
努力すべきだ。また 月
られるはずなのに 月 日
日には東日本本部書記長が に出向の事前発令がされた。
20

▼労働実態。自分は「乗務
中の喫煙」により 日の日
勤教育後、 テクノサービ
スに出向。テクノの労働実
態。 日 万歩以上歩き、
折り返し列車最短 分で新
幹線 両のリネン替え、ゴ
ミ取り、掃除機とモップ掛
けをする。とてもエルダー
では勤まらず、エルダーで
人来たが、見習いのまま
転勤した。
テックには労組はある
が、個人のことには関わが
薄く、プロパー社員が通勤
災害をきっかけに心の病に
冒された時も見て見ぬ振り。
自分が関わったが結局退
職してしまった。こうした
実態だが、組織率は他労組
に遅れている。
年経過し宮城野運輸区
に戻ったが、職場では頻繁
に発生する事故、そしてそ
の責任が個人に押しつけら
れ、すり替えられていた。
月ダイヤ改正以降でも
停車駅通過、停車位置誤り、
出場誤り、出勤遅延等、
10

福島建築区分会

付着しており、産廃の処分
先が決まらない状況が発生
し支障している。聞くとこ
ろによると、東福島駅構内
に除染施設を設置・稼働し
線量を下げて搬出する計画
があるという。また三者協
議（国・自治体・ ）の設
置もあると聞くが
情報の提供を要請する。
線量調査中、旅客から
「 は何もしない」という
不満の声が。利用者の安全
を考慮すれば積極的に除染
をすべきであり、取組みを
強化したい。
▼職場状況。設備メンテで
年が経過。自分は に出
向中。 全体で出向者は
％を切った。昨年は震災復
旧工事で３００時間超の超
勤。組合はないし、個人解
決。技術継承も出来ていな
い。職場では業務に対する
不満がプロパー社員を中心
に渦巻いており、辞表を提
出する人・精神の病で病欠
の人が出ている。また エ
ルダー社員が病気で手術入
院したが 就業規則では病
欠 日まで。あとは退職し
かないので本人は無理をし
て仕事をしている。 エル
ダー社員は低賃金ながら病
気休職で休める。とにかく
安心して働けない職場。
▼組織活動の活性化。国労
は安全総点検・仕事総点検
を提起して取り組んでいる
が、職場実態はどうか。
「活動家が配転され話を
する仲間がいない（駅）」
「技セの中の組合員と仕事
の話はするが組合の話はし
ない。職場の中心になるこ
とは『疲れること』（設備
BT

村 田 代 議 員
1

NO

▼原発問題。事故から 年
半経過したが、今なお県内
万人、県外 万人の避難
生活者がいる。自宅は原発
から ㌔離れているが、水
田の「作付制限地域」とな
り除染を実施の上作付した
が、地域の半数は見合わせ
した。
日常生活においても子供
たちは通学や活動の制約が
ある。二本松市では除染が
始まり妊婦・幼児宅が優先
で今後全戸の予定。郡山は
行政の取り組みが遅れてい
る。自家消費野菜は市から
放射線量を測定し食べてい
る。
▼福島県支部の取り組み。
放射線対策委員会を立上げ
駅利用者の視点から、全県
線量測定を実施。若松地区
は比較的低い数値だが、中
通り地区、特に郡山以北で
高線量が測定されている。
本宮駅雨樋下で μ㏜超の
値、二本松駅や松川駅でも
雨樋、雨水枡、側溝に集積
しホットスポットに。労働
環境を考慮し、職場（ビル
ティック）に線量計を要求
したが の業務であり準備
の考えはないという。だが
建築現場から発生する産業
廃棄物に高濃度の放射線が
5

J

3

3

JR

BT

JR

BT

BT

JR
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24

8

14

と本気でやりたい。平成採・
他労組をこちらに振り向か
せることをやりたい。だが
本気でやれば必ず会社とぶ
つかる。そうなれば総合労
働協約は運動の足かせにな
ると思う。よって締結には
断固反対する。
▼遠距離配転者。方針書で
は「和解の確認基づき是正
を目指す」とある。確かに
ОさんやＳさんが戻ること
ができ世話になった。だが
他の人はどうか。小牛田・
仙台車セ・若松の人はどう
するのか。みんな 年だ。
支部の判断として和解を
受け入れたのだから、支部
にも責任はある。もし和解
自体が足かせになるとした
ら、その鎖を切ってでも頑
張るしかないと考える。
▼ＪＡＬの話。なぜこのよ
うなことが許されるのか。
この社会、政治は何とかし
なければならない。だから
我々はもっと強く大きくな
らなければならないと改め
て思う。

貨物宮城分会

11

てきた。結果は 年連続で
ベアゼロ。 東は莫大な利
益を生み出しているのにベ
アゼロは到底納得いかない。
春闘の闘いを 月の 日間
だけの行動だけでなく、ベ
アを勝ち取る意気込みで地
本は闘うよう要請する。
旅客会社各社のベア獲得
なしに、貨物のベア獲得は
実現しない。旅客の勝利が
貨物のベアを実現すると考
えるので、客貨一体となり
闘おう。
▼夏季手当。分会の意見集
約では、 年度妥結にあた
り、会社が「 ・ ヶ月分
上乗せは 年度黒字決算と
震災復興に対するもの」と
しているのに、本部は「
年度昇給未払い分の回答」
と理解するとしている。定
昇先送り分の賃金とは別の
ものであり改めて要求する
ものであり、本部と現場の
意見の不一致だという声、
またストを視野に入れた闘
いの指示を求める声も多い。
一時金のこれまでの格差
は ヶ月分にも及ぶ。貨物
会社社員の生活状況は極め
て苦しいものだ。要求通り
の回答を引き出すためにも、
客貨一体でストを背景にし
た闘いの構築を要請する。
国労が現場で闘う姿勢を見
せることが組織拡大に繋が
る。
▼飯山線踏切事故。 人が
懲戒解雇に。断じて許され
ない。会社は個人に責任を
押しつけ解決のつもりだ。
国労は他労組であっても
労働者の立場で処分撤回の
運動を進めなくてはならな
い。万一、我々がこうした
2

2

7

1

10

5

3F

4

2

2F

1

13

03

JR
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23

大 友 代 議 員

2

JR

2F

JR

1

菅 野 代 議 員

転勤になる。
新採で残ったのは 人で
あり要員的にはきつい。
この 年半、要員問題に
ついてはダイヤ改正や冬期
等で事務係や出札の後方担
当について折りを見て職場
で、また団交で話をしてき
た。支社は正式な要員配置
は出来ないが、「実態とし
て見ている」という回答を
しており、日勤を配置して
後方業務を担当させたり、
営業だが事務業務担当にす
るなど対応をしてきた。
しかし要員が逼迫し、加
えて車掌試験合格者が転勤
してしまうと、毎日の日勤
体制が取り辛くなる。
まして間もなく冬期対策
の時期であり、今回は冬期
対策だけでなく、通常の転
勤異動として発令の可能性
もあり、福島地区の関係箇
所にもそうした話をしてい
る。
技術継承問題。駅では新
採が入って 年で出て行く
ので技術継承が全く出来て
いない。会社はどこで区切
りをつけようとしているの
か。中間駅はどんどん委託
化し、首都圏では契約社員
が入っている。仙台でもそ
うしたことが危惧される。
駅に残る人材を育てると
いうことは我々の組織拡大
にも関わることであり、しっ
かりとやる。
設備の問題。米沢駅は
「新・在直通」のつばさの
停車駅なのだから、新幹線
停車駅にふさわしい駅にし
ろというスタンスで意見し
てきた。団交で改善要求し、
各種設備改善された部分も

統一

抵抗

団結

1

宍 戸 代 議 員

処分をされた場合の地本の 築するため、全国単一組織 たため、購入に時間が掛か 軌道を修繕すれば架線の
対応は。
の優位性を活かし、客貨一 り今も苦情が多い。
偏位が動くが、保技セの指
▼労働条件に関する協約締 体で諸要求の実現と組織拡 入社配属 年目と 年目 示があまり無くビクビクし
結。東日本本部は一括和解 大に向け闘おう。
の社員を窓口に多く配置し ながら修繕している。
した当時「和解を出発点と
ているが、業務内容で不明 技術継承問題。検修の検
して考える」と話をしてい 仙台駅連合分会
な点を教えてもらう都度一 査データで赤が出ているの
たが、どれだけ改善された
旦下がるため、長蛇の列の に では修繕しない。どの
か。例えば人事の公平・公
要因にもなっている。
ように修繕すべきか、 は
正。配転問題、エルダーの
春闘時の職場要求で「
自分達でやっていくべき。
配属先等解決されていない ▼駅業務委託化。 月に提 窓口の再開」を求めたが、 検修の結果を「修繕しろ」
ではないか。国労組合員は 案され、 月 日付で宮城・ 会社は「その予定はない」 というのではなく、どのよ
より労働条件の厳しい職場 福島の 駅で実施されよう との姿勢。現在そのスペー うに修繕できるのかという
に配属されるなど、再就職 としている。
スは菓子店舗になってしまっ のが技術継承だと思う。
でも差別が行われている。 今年 月に既に 回実施 ている。我々は駅のあり方 ▼エルダー問題。分会では
この状況下でなぜ協約締結 され 回目になる。特に今 について、今後も学習と議 エルダー社員が 人、出向
か、疑問。就業規則を上回 回はみどりの窓口も含む業 論を重ね、要求化し改善を 者が 人いるが、エルダー
るものでない限りは断固反 務委託化であり、我々の職 図らなくてはならない。
の 人が郡山だ。他のエル
場を奪う提案に反対する。
対だ。
ダー制度問題や職場実態を
▼ストライキについて。か 団交の中で会社は「エル
見れば、いつ自分達に来る
つて国鉄の分割・民営化に ダー社員の受け皿であり、 仙台保線区分会
のかわからない。地本でも
反対し闘ってきたが、当時 先を見越しての提案。今後
しっかり守ってもらいたい。
の中曽根政府自民党に押し も推進していく」と明言し
出向会社では毎月 回、
切られた。当時の国鉄にス ており、地本は委託化反対
安全会議を実施しているが、
ト権は付与されていなかっ の運動に更に力を入れても ▼職場実態。出向先で仙山 各国労組合員は工夫しなが
たが現在は民間。堂々と行 らいたい。
線
の
軌道修繕をしている。 ら会社に意見を言っている。
使すべきでは。勿論ストで ▼労働条件に関する協約締
本社から基準値オーバー ▼労働条件に関する協約。
要求を実現できるほど事態 結。分会で議論をした結果、 の修繕依頼が突然来て、計 分会での議論は大会終了
は簡単ではないことは承知 慎重かつ丁寧な議論を求め 画に無いことをさせられて 後になるが、今以上の労働
している。ただ 余年の怒 ることとなり、意見書を提 いる。その中で線路のカン 条件になる中身ではないの
りを会社にぶつけたいのだ。 出した。性急な協約締結に トが通常は１０５㍉の所で、 で個人的には反対。将来を
スト権を確立しておきな 反対の立場であらためて慎 １３０㍉とか１４０㍉の部 見据えてとの話もあるが、
がらスト権放棄は矛盾。各 重な取り扱いを要請する。 分があったりする。その箇 職場は「現在」が大事。こ
機関でスト権確立後は「ス ▼代議員選挙における主張 所で列車が停止すれば倒れ の現状を何とか改善しなく
ト」の言葉は無し。疑問で 文の扱い。全国・エリア大 る危険性がある状態。今ま てはならないと考えている。
あり理由を明確に説明すべ 会の代議員選挙にあたり、 で保技セでどのように管理
き。ストを年中行事にすべ 各人の主張文が我々の手元 してきたのか。通常は直ち 米沢連合分会
きとは言わないが、背景に に届けられなかった。
に修繕するのだが、 本社
構えるべき。今行わなけれ 選管が発行しなかったと からの指摘で修繕する状況。
ば今後は困難だ。国労でな のことだが、我々は何を根 これも技術継承の一環な
くとも、ストで闘えれば良 拠に誰に投票すれば良いの のか。本社の指示なのだか ▼職場実態。米沢駅に新採
人配属になったが、残念
いと思う社員は少なくない。 か。組合員から多くの声が
ら
支
社
も
承
知
の
は
ず
だ
が
放
ながら 月末に 人自殺し
若者も不満は多い。組織拡 あり、地本の見解を聞きた 置しておいたのか。
大のためにも他労組との違 い。
仙山線の急曲線の問題は、 た。詳細は推測になるため
▼職場状況。震災後、仙台 仙台保技セの歴代所長は知っ 触れない。また 人が配属
いを見せて闘うべきだ。
▼現場で働く労働者が安心 駅の 定期券発売窓口が閉 ており何故こうなったのか 直後から長期病欠でいたが、
間もなく出身地近くの駅に
して働ける会社・社会を構 鎖され、 窓口一箇所となっ 疑問を感じる。
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1

1

長谷川代議員
JR
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7

12

1

1

3

10

▼ 春闘。 東は 年度、
減収であるが２５４５億円
の経常利益があり、方や貨
物は 億円だ。貨物分会は
要求獲得に向け現場長交渉、
本社・支社へ要請ＦＡＸ、
ジャンボハガキ、寄せ書き、
正門前で組合旗掲揚しチラ
シ配布、各個人から社長宛
の要請ハガキ、本部へのス
ト背景での交渉要請等、出
来うる限りの行動を実践し

JR
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岩 崎 代 議 員
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3

生 出 代 議 員

JR

ある。また一例だが、改善
要求した放送設備の工事が
行われることになった。
そうであればオープンに
して職場の意見を聞いてか
らつけてもらいたいと職場
でも話しをしている。
また信通や建築など系統
を越えて情報提供をもらい
たい。
間もなく冬期であり交渉
が始まるが、 年連続の大
雪だった。対策要求をしっ
かりやる。
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JR

86

2

JR

9

仙台建築区分会

佐 藤 代 議 員

JR

8

伊 藤 代 議 員

明を。
▼アスベスト。阪神淡路大
▼労働条件に関する協約の 震災ではボランティアが
締結。分会は 月 日に分 年経過して中・肺気腫が出
会集会で議論し「意見書」 てきたという。東日本大震
の提出を確認した。 月
災でも復興工事等でこうし
日にはエリア本部のオルグ たことが危惧される。
があったが、「締結した場 ▼貨物会社は グループで
合のメリット・デメリット 最低賃金でかつ乗車証廃止、
は何か」の質問に、「締結 連続ベアゼロ、 歳で賃金
していないのでデメリット
割カット、手当は最低。
はわからない」では疑問の 何とかしてもらいたい。
払拭に至らず。 党合意時 我慢も限界だ。分会でもス
や分割・民営時の本部の姿 トで闘ってもらいたいと要
がよぎった。末端組合員ま 求がある。
で腑に落ちる、納得のいく ▼本部指示。手当獲得に対
説明を希望する。今回のよ しての本部指示の取り組み
うに資料を一部役員にのみ において、本部役員が本社
配布し、事後承諾的な手法 を訪れたという。中身は何
による決め方に対しては分 だったのか。
会を代表し反対する。
▼ 月 日のエリア各地方
▼全国・エリア大会代議員 書記長会議で仙台地本は賛
選挙の立候補者の主張文に 成と発言があったようだが
ついて。経費削減もあるか 経過を聞きたい。
も知れないが、投票する立 ▼東北ロジスティクス郡山。
場からすれば立候補者の考 組合員 人が出向している
えを知ることは重要。これ が、特別休日が年間 日で
まで通りの対応、または公 あり、 より 日も少なく
開討論会等、候補者の考え 劣悪だ。解消を図ってもら
を知る場の確保を求める。 いたい。
▼一目で組合員と判る工夫。 ▼郡山ターミナルの信号扱
年振りに配転してきた 所では 月から変形勤務で
仲間から「他の職場に行く
時 分～翌 時 分の勤
と、組合員が判らない」と 務に。電子連動を新しくし
いう声。地本で統一したペ たためのようだが、日中
ンなどの着用など工夫はで 人、夜 人体制できつくなっ
きないか。
た。
▼資料要請。議案書内にあ
る①一括和解の確認書②昇 小牛田運輸区分会
進和解の確認書③あっせん
申請で求めた管理体制の資
料をもらいたい。勉強・活
用し会社に迫りたい。
43

50

8

貨物福島分会

離通勤者、転勤希望者を出 を。
るこの施策に反対だが、来
新
庄
連
合
分
会
向発令したが、どうやって ▼労働協約締結。分会では
月には業務委託が強引に実
戻すのか。また限定・誘導 賛否あるが、多くの組合員
施されようとしている。今
はＪテックで養成するとなっ は理解不足。労働協約であ
後コンプライアンス違反の
ているが本当に可能か。
れば就業規則を上回るもの ▼新庄運転区において、運 調査と検証をしっかり行う
支社は申請中としている でなければ意味がないし、 転士 人（国労 人）が医 ことが大事になってくる。
が遅すぎ。誘導は過要員で メリットがよくわからない。 学適正（聴力）の関係で
職場運動を基軸とする国
月末に乗務を降りた。問題 労運動を貫くこと。特に他
も作ってこなかった。ギリ 慎重に取り扱うこと。
点として、産業医の判断に 労組との違いを見せること
ギリの要員でどうするのか・・・
プロパーを育成するのか 東北自動車支部宮城 差があるということ。定期 が組織拡大にも結びつく。
健康診断で再検査の指示が
も不明。技術継承問題もあ
あり、その検査では「悪化 郡山保線区分会
る。支社は可能と言うが、
していない」ということで
現場は？である。
労働条件。Ｊテックは特 ▼バス職場実態。バス東北 乗務可能の判断であった。
休が年 日、 より 日減。 では、 東日本に籍を置く ところが今回の不適の判
▼放射能問題。放射能は福
ヶ月前の休日明示がない。 出向社員、バス会社採用の 断と通知がされた。
特休の付与日数にバラツ プロパー社員、契約社員と 過日の安全衛生委員会で 島県全域に及び、いわゆる
キがあり、 月に入って年 待遇の違う社員が同一の業 の産業医の話では、「聴力 中通り地区と言われる新幹
休と特休を変更し、また勤 務を行っている。待遇の差 の検査基準は国交省で定め 線沿線にも高濃度地域が多
務日に特休をあてがうなど は歴然で、例えば休日は出 たものだが、今後その基準 くある。支部・地本で対策
の処理をしている。ローカ 向社員は運転係で年間１０ を下げる方向のようだ」と を取り組んでいるが、さら
ルルール是正で勤務変更は ９日、プロパー社員は運転 聞いた。取り扱いが変わる に粘り強い交渉を要請する。
若手に対しては「巡回命
できないとしておきながら 系で 日、内勤は 日、契 のか。
支社が了解した。会社都合 約社員は 日でかなりの開 ▼また乗務を降りるにあた 令簿」がいざというとき証
は許されるのか？
きがある。プロパー・契約 り、今後の職種と職場につ 拠になるから保存するよう
準備期間が短すぎる。
社員の休日日数改善に向け いて面談が実施された。本 に話している。
だけでないが、放射線
本体も出向先もあわててい 団交の取り組み強化を要請 人は地元の秋田を希望した
が、「秋田は要員需給の関 対策で、若い人は奥さん子
る。車両故障は当然、雪害 する。
で列車遅延・運休・運用変 ▼自分は 月 日付で仙台 係で受け入れは困難」とい 供を連れて避難している。
更が発生する区所だ。
市営七北田事業所から青森 う不誠実な対応で、現在は 当然だが、それに付随し
直外区分があいまいで偽 支店に異動になり 年 ヶ 検修職場に配属されている。 た異動は他労組だとすぐや
装請負の可能性もあり、点 月の単身赴任生活を終了。 一括和解以降も未実施・ る。仮に国労だったらとい
検をしていく。地本の協力 仙台に来て ヶ月で東労組 不履行課題が解決されず、 う個人的思いはある。
を要請する。
から国労に加入し、当時は 和解の実効性も確認されな ▼労働協約締結。昨日、エ
▼震災復旧。気仙沼線の一 「絶対帰れない」と周りで いままでの労働条件に関す リア書記長が「締結により
部（柳津・気仙沼間）が
言われたが、自分と東労組 る協約の締結に反対する。 新たな闘いの出発点になる」
月 日からＢＲＴ（バス代 員 人が青森に帰ることが ▼冬期問題に関する学習会 と述べていた。
行輸送）暫定運行を開始し 出来た。組織拡大の上では を開催した。詳細は省くが ただどのような発展が見
たが、鉄路を残す闘いが必 国労加入後の不安を取り除 総論として、一つの職場の 込めるのか、具体性に欠け
合理化が他職場に影響を及 る。説明を求めたい。
要だ。現在は列車本数が少 くことが重要だ。
なく、ＢＲＴとの乗り継ぎ ▼バス東北では東日本会社 ぼしていることが明らかに
が悪い。
のように新人事賃金制度の なった。反合理化闘争を展 小牛田駅連合分会
▼選挙公報の主張文。立候 導入を検討しているという。 開していかないと安全も生
補者の考えや訴えが不明で 労働協約についても勉強不 活も守れない。
あった。時間的制約問題が 足であり、周知の対応等要 ▼検修合理化。安全・安心
な車両の提供が出来なくな ▼業務委託。 月 日実施
あるというが、何とか解消 請する。

1
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▼検修合理化。小牛田運輸
区所要数。
人、Ｊテッ
ク出向 人。 年後に戻れ
るのか？特に限定・誘導運
転士は厳しいと思う。遠距
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▼ストについて。本部、エ
リア本部大会等では毎年ス
ト権は確立されている。
だが最高決議機関である
大会でスト権が確立されて
も最終的判断は「中央闘争
委員会」であり、この 数
年ストが職場で実施されて
いない。地方でスト権が確
立されれば地方で判断して
もよいのでは。逆に中央委
員会で決定するのであれば
地方のスト権投票は意味を
持たないのではないか。
組織拡大が最大の課題で
ある今、国労と他の組合と
の違いを見せていくことが
大切だ。今は違いが見えに
くい。最大のアピールは職
場からストで闘うこと。会
社の「労組不要論」からす
ればなおさらだ。
▼サブスローガンの意味。
「健全な労使関係」の意
味は。我々はスローガンを
目標に運動していく。団交
で会社に迫るという理解で
よいのか、わかりやすく説
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20
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の内容で団交でも押し切ら
れた。どこかで歯止めが必
要だ。自分は に採用・就
職したのであって、出向会
社に就職したのではない。
▼災害復旧。石巻線の石巻
駅から渡波駅間の運転再開
だが、護岸工事をしており
安全対策をしっかりと。ま
た北上川橋梁の中心がズレ
ているとの話を聞いたが確
認してもらいたい。
▼選挙公報での主張文。今
回なぜ届かなかったのか、
職場で話題に。
▼労働条件に関する協約締
結。自分も含め、職場内で
は何のことかよくわからな
いという声が大半。地本で
集会を開催し説明をしっか
り行い、一人ひとりの意見
を聞き判断を。

郡山信通区分会

CS

高 橋 代 議 員

一人一要求を支部全体で取
り組み、 月支部集約、
月工作協議会ですり合わせ、
総合車セ要求作成に。「職
場の問題は職場で解決」を
基本に、現場長要請行動を
取り組んだ。支部は 月７
日、総務科と話合いを行っ
たが、各分会では会社が
「話は現場で聞く」との姿
勢で統一された。
▼エルダー組合員。職場実
態把握と職場要求の深度化
に向け、支部と分会にエル
ダー担当者を配置。アンケー
トを実施し、実態調査を進
めてきた。さらに強化して
いく。
▼大衆行動。 月 日は会
社施設で支部集会 人）、
月 日は支部総決起集会
（ 人）、 日の国労東北
総決起集会（ 人）、 日
の国労仙台総行動（ 人）
と、 日・ 日では組織の
割結集。
▼組織強化・拡大。支部組
織対策委員会で、一人ひと
り意識を持ち、変えること
と分会の活性化が重要と確
認し、各分会に組対集会開
催要請。支部も独自に行動
を展開し、新採配属の情報
を元に、不十分であったが
接触は出来た。今後に活か
したい。また新採説明会を
実施するので施設利用の許
可を求めたが、「どの組合
にも便宜を図らない」との
ことであった。
またエルダー組合員対策
として、 月に支部エルダー
交流会を開催。殆どのエル
ダー組合員が参加し、各会
社ごとの実態の把握と問題
の共有化を図った。職場環

2
10

JR

大沼委員長

15

5

歌川業務部長

境で改善の図られた箇所や ていく。
プロパー社員との意見の相
違など多くの課題も報告さ 執 行 部 答 弁
れた。 月には支部エルダー
出向組合員激励会を開催予
定。今後も定期的に集まる
場を設定し、バックアップ ▼遠距離配転。 年 ヶ月
と 日が経過している。出
していく。
▼放射能問題。幹総で汚染 向会社含めて粘り強くやっ
された塵埃等が 年以上放 ていく。
置の事実が発覚。総務科に ▼ＢＲＴ。暫定的処置であ
事実確認を求めた。同時に りあくまでも鉄路を残すの
保管場所の確保と作業者へ が基本。
の注意喚起、 の責任での ▼動力車乗務員の聴力検査
線量測定実施を要請した。 のハードルを下げることは
結果、保管場所は 週間後、 聞いていない。事実関係を
ガス保管庫に決定したが、 確かめる。
注意喚起は運搬する会社に ▼北上川鉄橋の中心ズレに
注意するのみで、 では行 ついて。確認する。
われず。線量測定に至って ▼事務センター。他支社で
は「支社の了解が必要。線 は設備系の事務を集め事務
量計がない」と繰り返すの センターを作っている所も
み。地本を通じ支社への対 ある。仙台支社内では今の
応を求めたが動きはなし。 所ない。
福島と比較し低線量とは
いえ、放射能を含有した砂・
塵埃が新幹線から出たのは
事実。今後も粘り強く会社 ▼選挙管理委員会の扱いに
へ要請し、線量測定も継続 ついて。主張の取り扱いに
する。
ついては選挙公報 号に理
▼労働条件に関する協約。 由を記載している。これま
支部内では、上部機関の で投票日まで主張が届かな
大会報告集会で話されたも いので何とかしてくれとい
のの、職場では大きな話題 う声があり、努力するとし
にならず。しかし一括和解 てきた。立候補者に立候補
以降、変化があったのは事 届けと主張文を提出しても
実。幹総では集会等会社施 らい、投票日まで間に合う
設もあたり前に利用出来、 ように印刷を仕上げた。し
また出向者や遠距離配転者 かし支部に下ろし、支部が
が希望通りに戻れるように 分会まで下ろした時、結果
なっている。
的に間に合わない箇所と間
我々が公平・公正な扱い に合った箇所のアンバラも
を求め会社としっかりと話 発生した。それ以前は外注
合い取組みを進めてきた結 化していてやはり間に合わ
果でないか。
なかったという状況であっ
今後支部で学習会等考え た。規約では必ず発行しな

9

3

佐 藤 代 議 員

てもらえるのか③対応社員 一昨年と今年と取り組み、
に対する暴力が懸念される、 組合説明会を職場で開催す
等の不安である。
ることが当たり前の感覚に
今回の事象では旅客救済 なりつつある。
の代行バスが故障中の踏切 今後も国労が職場の中心
で迂回指示をされ、サポセ となって、仕事に世話役活
でも問題に。
動に関わりを持ち、信頼関
この問題は他労組の声も 係を築き組織拡大に取り組
含めた職場の総意として取 む。
り組み改善を図らなければ
ならない。現場社員の知恵 小牛田保線区分会
や知見を安全問題プロジェ
クト会議で議論し、国労提
案として団交に持ち込みよ
り良いルールに改善するこ ▼職場問題。保守用車の取
とは仕事安全総点検運動そ り扱い。若手社員は保守用
のものだ。地本の指導を要 車責任者の資格がなく（与
請する。
えず）、関係する当該業務
▼組織強化・拡大。重要な は全て 採用以前の社員が
課題だ。分会は 月段階で 行っている。今後の保守用
人だが 月末にはエルダー 車責任者のあり方について
退職で 人になり、年内に 地本の考えは。
は全員が 歳以上に。
▼技術継承。若手社員は担
昨年は震災で出来なかっ 当科の業務以外に、 ・エ
た新入社員への組合説明会 コ推進・レク・技術開発・
を今年は実施。書記長から 地区関係業務・それらに付
組合の説明をし、組合員の 随する出張や研修 etc
・・・。
担当Ｇと氏名が入ったチラ 現場に行く機会も限られる。
シと挨拶文、加入用紙を手 研修期間や方法の見直しが
渡した。参加した組合員か 必要。
らは自己紹介とそれぞれの ▼事務業務について。２０
気持ちを伝えてきた。
１２年 月から 月までの
今の職場では国労組合員 事務業務についての調査が
が業務の中心を担っている 行われている。２０１３年
のは明らか。若手の信頼も 度中に事務センターの設置
高まっている。業務への責 の話しも聞こえてくるがど
任感や問題解決能力はもと うなのか。
より、安全問題や職場環境 ▼労働協約締結問題につい
改善に日々取り組んでいる ては丁寧な説明を求める。
からだ。
拡大に結びついてはいな 仙総所・台車分会
いが、その原因の一端であ
る、「遠慮がちな加入呼び
かけ」「アキラメ感」を克
服し、大胆に関わる必要が ▼春闘。 春闘に向けて
あると感じる。
回の闘争委員会で意思統一。
12
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統一

抵抗

団結

鈴 木 代 議 員

員・家族の健康を第一に除
染を取り組むべきだ。
▼踏切故障時の取り扱い。
飯山線大根原踏切事故で
は当事者 人が懲戒解雇に。
同じ信通に働くものとし
ていたたまれなく、また憤
りを感じる。
自分の職場でも 月に磐
越東線において大雨による
列車抑止の影響で、 踏切
が鳴動持続。
信通指令から踏切警備と
通行人救済の指示を受け郡
山メセ社員が対応。 箇所
の踏切は迂回要請だが、
箇所は迂回路がなく抑止対
応であった。
この対応は支社通達によ
る対応だが、信通社員が現
場到着し通行人を通すまで
分かかっている（踏切鳴
動から 時間以上経過）。
理由は輸送指令への列車
抑止手続きに 分、指令間
協議に 分だ。しかも社員
到着後の対応であり、その
間は通行人を抑止し迂回指
示しか出来ない。
警察も呆れ、通行人から
は罵声を浴びせられ、身の
危険を感じた若手社員や
「その場から逃げ出したく
なった」という声等も。
今職場では「踏切鳴動持
続に出動したくない」とい
う空気になっている。ただ
通行人にしてみれば 時間
も待たされれば頭にくるの
は当然だ。
今後の踏切障害対応につ
いて職場の声は、①救急車
の取り扱いは同じか。 分
の間に亡くなった場合誰が
責任を取るのか②消防車の
対応は。家が火事なのに待っ
JR
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▼放射能問題。ホットスポッ
トが県支部の調査で明らか
になっている。線路沿線・
駅・社宅にも及ぶ。
職場では既婚の若手のほ
とんどが、郡山から仙台・
長町の社宅に転出した。
また実家が郡山・福島の
仲間は、線量が低い奥さん
の実家に子供を預け、また
は他県に避難民として公営
アパートを借り家族を住ま
わせ本人は郡山の社宅で生
活している現状だ。
今なお除染されていない
現場で復旧作業等をしてい
るのが実態であり、国や県
への働きかけもあるが、
敷地内は が企業として社
JR
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ければならないものでもな
く、選挙期間中にそれぞれ
の候補者が主張文を配布し
ている状況でもあり、選管
の承認を得て今回の取扱に
したもの。

五十嵐書記長

津川口駅や只見駅も復旧の
目処が立たない状況だ。一
部開通もあるが只見駅の要
員配置問題など多くの課題
もある。丁寧に取り組みた
い。
▼エルダー制度における出
向先会社の労働条件改善の
取り組み。 月 日から駅
業務委託の拡大とグループ
会社と一体となった業務体
制のさらなる推進による、
グループ会社への出向者の
拡大が行われようとしてい
る。
これまでの設備メンテナ
ンス等の交渉・経験を活か
し、 の施策責任とグルー
プ会社への指導責任を逃さ
ない団交と合同交渉の強化
を図り改善を求めていく。
またグループ会社で働く
社員、プロパー社員、パー
ト社員の声をつかみ、共に
考え取り組みを広げること
が重要でありその強化を要
請する。技術継承の問題に
ついても検証し、品質や安
全の問題を 本体に求めて
いく取組みが極めて重要。
今後も問題集約に努め
に改善を強く求めていく。
▼一括和解後の差別是正に
ついて。この間、懸案事項
等、改善されていない事実
関係をエリア本部に報告し、
問題解決に向けて取り組ん
できた。特に秋田支社との
跨りの異動については秋田
支社の要員受給の関係で進
んでいない。
今後高齢化し時間も許さ
れないが、和解から 年経
過しており風化させない様
に、さらにエリア本部と連
携し働きかけの強化をした

い。合わせて遠距離通勤の
問題と家庭状況による地元
希望の問題についても取組
みを強化していく。
遠距離通勤 年になる小
牛田運輸区、郡総若松派出
等具体的に提示し、出向先
の就労場所変更を視野にい
れ取組む。合わせて経年に
よる家庭や健康の問題で元
職場への希望の変更なども
あるが改善に向けて全力で
取組む。
▼職場生産点での闘い。分
会活動の活性化。一人ひと
りが職場や個人の問題を出
し合い、共通する課題を多
数派の意見としてどう克服
し改善するのかを運動目標
にしてきた。
職場・仕事総点検の具体
化の過程で職場の中心にい
る国労組合員が声を出し、
他労組を巻き込み職場の全
体的な合意形成を作り上げ、
改善や一歩前に進むことを
実践してきたが、これをしっ
かりと総括し組織拡大に結
びつけることが重要だ。
▼組織強化・拡大の取り組
み。地本の組織対策会議を
支部・分会の会議へ繋げて
きた。頑張ってきた多くの
先輩が退職し組織減少を余
儀なくされ、組合役員の負
担も大きくなっている。
組織の活性化には若い力
がどうしも必要であり本気
で取組むことが必要だ。
地本の 年後、 年後を
想像し、支部・分会で議論
をしてもらいたい。職場組
合員一人ひとりの努力を組
織に結集し、一丸となって
取組みを強化したい。
▼ 年春闘。春闘時の職場

集会と一人一要求の集約を
図り、職場社員の声として
の話合いの取組みを今後も
継続する。職場に交渉権は
ないとされる向きもあるが、
現場での話し合いは確実に
広がりを見せており、創意
工夫した取組みを要請する。
統一・大衆行動について
は今年も春闘事務局を設置
し取り組みを図る。
貨物職場のストライキの
要請については情勢と国労
組合員の合意形成と判断が
必要。中央線術会議での検
討に向けて地方本部として
の意見を伝えていく。
▼人事賃金制度。昇給発令
調査等を実施しているが号
俸でなく金額がベースに。
集約が難しいが差別是正
に向け基礎となる昇給発令、
年末手当等の調査・点検を
要請する。
労働条件に関する協約に
ついては今大会で出された
議論や意見を東日本本部に
伝え、資料請求と要請を行
う。学習会の開催と各機関
での議論も引き続き行う。
▼放射能問題。この間、本
社・支社との団交を行なっ
てきた。今後継続した取り
組みとして、線量の測定と
職場におけるホットスポッ
トの改善、高線量含有物の
保管場所のチェック等を行
う。特に福島県支部におけ
る放射能対策委員会を中心
に各職場と連絡を密にし問
題点の改善に向けた要求作
りをしていく。
諸課題の克服に向け、粘
り強く地方本部が先頭に立っ
て闘うことを約束し集約と
する。

統一

抵抗

団結

▼労働条件に関する協約の
締結。経過でも述べた通り、
本大会の内容をエリアに報
告する。
▼ストライキについて。機
会ある毎に中央線術委員会
等に春闘はストで闘う要請
をしてきた。今後も同様。
▼一括和解の確認書等の資
料については後日対応する。
▼バス会社における出向社
員とプロパー社員の労働条
件の格差については承知し
ている。これまでも是正を
求めてきており、今後も強
化する。

書記長集約
▼東日本大震災から一年半
が経過。多くの仲間から支
援を受けたことに対し、改
めて感謝する。
仙台地本で七百人を超え
る被災状況と未だ収束して
いない東京電力福島第一原
発事故の問題。また被災線
区の復旧では気仙沼線の一
部ＢＲＴによる仮復旧も行
われたが、鉄路での復旧は
九百億が必要とされ大きな
ハードルだ。鉄路での復旧
に向けた取組みが重要。
昨年 月末に発生した新
潟・福島豪雨による災害。
多くの鉄橋が流され、会
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