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発行責任者 大沼 元
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間程度で終了してしまった。
だが臨時大会ではなく定期
大会であり、向こう一年間
の総括と闘う方針を決定す
るのに果たして十分だった
のか疑問。日程を変更し十
分な議論を保証すべき。

▼ナショナルセンター連合
について。国労文化５０２
号で高野委員長のインタビュー
が掲載され、ナショナルセ
ンターに加盟すべきと記載
されていた。しかし本部方
針では国労は全労協に加盟
するとしており、重く受け
止めざるを得ない。地方本
部としての見解を求める。
▼労働条件に関する協約と
同時に締結された「一旦指
定した勤務及び休日の取扱
いに関する協定」について。
かつて仙石線駅連合に所属
していた当時、地域間異動
や配転の発令が頻繁にされ、
それに伴い勤務変更が発生
していた。指定された勤務
が一方的に変更され休日出
勤も多発し年休を取得しづ
らくなった。分会は地本と
協議し、労基署を訪れ相談
をした結果、本人の了解を
得られなければ休日の変更
は無効との見解をもらった。
結果的に会社は異動の際は
他の駅から助勤をもらうな
どして勤務変更はなくなっ
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▼エリア大会のあり方につ
いて。第 回東日本大会は
未曾有の豪雨に見舞われ大
会日程が大幅に変更された。
日間の予定が 日、 時
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大川原代議員
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阿 部 代 議 員

など。また事務職減により
小牛田保技セでは 人以下
となり、労働安全衛生委員
会がなくなった。この間毎
月議題を出し解決を図って
いたが、今後は主任会議等
で解決を図るしかないが、
法律的に拘束されるもので
もなく、会社に逃げられる
可能性も。今後の検討課題。
雨量計の点検（使用開始・
終了時の年 回）が直轄で
行われているが、高所作業
であるにも関わらず安全帯
を使用せず実施させられて
いる。 年以上前から移設
を要望しているが、解消さ
れたのは小牛田の 箇所の
み。外注作業では足場を組
むが、直轄は安全対策がな
い。
▼職場状況。保技セの各種
プロジェクト会議のリーダー
は全て東労組。地区のメン
バーも若手社員で構成。時
間外の付き合いも多くうん
ざりしている様子。若手の
研修が多すぎる。見張り体
制のあり方は現場任せ。今
後大量退職を迎えるが、人
が減っても業務は減らず、
才で基本給の減額処置は
なくすべきだ。今後も地域
共闘運動に参加し、原発の
ない平和な世にするべく努
力する。

5

仙総所・組立分会

55

桜 井 代 議 員

題で地方本部はどのような た職場に配属するように求
闘いを持ったのか。また今 めていくことが、制度を活
後、支部だけの闘いでは形 かすために必要。
式だけに終わってしまうよ 協力会社の方から相談を受
うな問題について、今後ど けた組合員の話。ある方が
のように組立てていくのか、 ハローワークを通じて現在
方向性は。
の会社に就職したが、いつ
月 ・ 日の両日に開催された、第 回定期地方 ▼運動の組立て方について。 まで経っても正社員になれ
大会の概要については、既に国労仙台２６６０号にお 貨物では春闘や夏期手当に ず、後から入社した人が追
いて報告されているが、今号では、全代議員の発言を ついて、ベアゼロと過去最 い越して正社員になってい
掲載する。
低の夏期手当回答であった。 く。恣意的なものを感じる
支部は抗議行動、チラシ配 というもの。こうした問題
布、全員集会を開催した。 などについて、組合として
貨物組合員とは同一職場で 相談窓口を設けることがで
働いており、劣悪な労働条 きないものか。それにより
件で働いている組合員を毎 関連会社に労働組合を作る
日目の当たりにしている。 ことも可能になるのでは。
そうした状況を踏まえ、
検討を。
郡工・装置科分会
月 日に地本に対し「スト
ライキの要請」を行った。 小牛田保線区分会
その要請に対し、責任ある
部署から「ストの権限は地
本にない」「要請は権限の
ある本部にすべき」の声が
聞こえてきた。
これまで国労は本部で決定
した事項をエリア本部、地
本、支部、分会と順番に討
議して運動をしていくと考
えていた。逆の場合も同様。
頭を飛び越えるやり方では ▼設備関係職場事務センター
運動にならないと思う。今 化。 月 日実施されたが
回の要請も順序を考慮し組 団交整理内容と違う。具体
み立てていくのが正当でな 的には業務手順書通りに事
いか。回答を。
務処理がされていない、資
▼エルダー職場・関連職場 材入力業務は事務センター
の労働条件。退職した組合 で行うが、システム（ナス
員がエルダー希望し配属さ ビ）設定が間に合わず技術
れたが、 ヶ月で退職した。 センターで入力、出張旅費
内蔵に持病を持ち、体力に 入力を事務センターで入力
自信のない方であり、会社 し て い る が 誤 入 力 が 多 い
はそれを把握しながら体力 （戻入が発生するところで
を使う職場に配属した結果 あった）、事務センターで
の出来事。「制度が出来た 行うほとんどの業務を技術
から良い」ではなく、個別 センターで処理してから事
の肉体的条件や経験を考え 務センターにまわしている
16

編集責任者 武田 昌仙

日には門前で郡工情報を配
布し全社員に内容を周知。
日には全役員会議を開き、
現場で各科長と話し合うこ
とを確認。その後各科長と
は役員が話し合いや要請を
し、 日に支部三役が再度
総務課長に要請したが対応
は前回通り。
入場は 日に行われ、実作
業に入る前に 日、 日と
科長と話し合いを持ったが
止められず、郡工情報３９
６号裏面に記載されている
「保護具」を着用し作業を
行った。東労組役員は保護
具着用する若手社員を非難
したが、保護具着用や、マ
スクをして露出を少なくす
る工夫をした若手社員もい
た。入場は止められなかっ
たが、国労の労働者に対す
る姿勢を正しく認識しても
らい、存在価値を見せつけ
る効果はあった。
出来る限りの運動を取り組
んだつもりだが、交渉単位
でないことが大きな障害。
このような問題では支部だ
けでなく、地本・エリア本
部が一体になって運動しな
ければならない。今回の問

9
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▼被曝車両問題。勝田に保
管されていた被曝車両クハ
４１１編成車両全般検査の
ため郡総に入場する問題の
発覚は 月 日の業長・安
プロ会議であった。その場
の提起では「支部で検討し
てくれ」というものであっ
たが、支部での検討で済む
問題ではないのでないか。
支部執行委員会では、「被
曝車両を入場させるわけに
は行かない」で一致。 月
日の拡大支部委員会では
総務課長に対する要請と情
報配布を決定し、翌 日に
要請をしたものの「交渉単
位でない」という扱い。
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五十嵐書記長

猪 股 代 議 員

村 上 代 議 員

に。喜多方駅では一日一回 り。職場では様々な試行錯
使用の下本のポイント転換 誤を重ねながら経験を積み
をするのなら塩川・山都駅 上げている。職場では作業
で列車交換させて不転換を でミスしたことが言いにく
防ぐことを考えている。磐 い雰囲気があり、そこを駅
越西線は単線区間も多く、 長に代わってフォローする
大雪の場合上下本線のある 組合員もいるが、現在の職
構内で列車交換させると降 場を変りたい、早く辞めた
雪と列車が押してきた雪、 いという思いが強いことも
またヒーターで溶けた雪が 日常の会話からも明らか。
氷になりポイント不転換が 若手は様々な委員会への参
生じ、駅間や駅で列車が立 加と業務の知識と技術を詰
ち往生することも多い。情 め込まれ何でもやらされる
報が得られず「いつ動くの 不満があり、不満があって
か」などの不安は利用者、 も組合には頼らない若手も
乗務員や駅係員も同様。機 いる。職場で重要なのは、
械除雪等も気象によっては 国労という名前や組織では
計画が難しく、列車の遅れ なく、問題を取り上げ改善
を最小限にし、時間が読め に向けた取り組みや闘いが
るようにするためには列車 あるかどうか。特効薬はな
を数本運休にし、各駅のポ く、分会力を作りアピール
イントを上本線・下本線に し、行動を積み上げる。
固定して、郡山・若松間の ▼試験の合格率と一時金の
ポイント不転換が発生して プラス査定。自分も ％アッ
も対応しやすい有人駅で交 プをもらったが、組合員や
換させるというのが運転職 機関会議では「ただもらう
場からの要求。新たな信号 だけでなく、他の社員、み
機設置に 千万かかるが、 んなに分配しろ」と言うこ
金ではなく安全・安定輸送 とが大事だと言われる。組
の問題だと主張している。 合員全体で勝ち取る取り組
加えて、交換させる中間駅 みを考慮しなければならな
は猪苗代駅だが、下りホー い。
ム利用が拡大するとなれば、 ▼支社跨り問題。只見線は
古く凍てついた跨線橋を大 新潟支社と関連する作業も
型荷物や年配者が安全に利 あり、共に改善を求めてい
用するには案内・監視・放 かなければならない。分会
送の要員や跨線橋の整備と 独自でも出来るが、地本間
エレベーターの設置も必要 の交流を考慮してもらいた
になる。一つの改善を求め い。
た時に多くの課題が存在し
明らかになったことは、討 岩沼駅連合分会
論したことの大きな成果。
職場・機関で討論し分会力
を作り一つでも改善したい。
▼組織拡大。本部の拡大提 ▼東日本大震災。 年半が
起については、賛否両論あ 経過し、全国の仲間の支援

と励ましに感謝。しかし東
電福島第一原発事故による
放射能汚染は未だ収束せず。
汚染水漏れと進まない除染、
見通しの立たない生活、壊
滅的な農漁業。分会の仲間
も家族が山形に避難し二重
生活を強いられている。県
支部では昨年と今年、家族
を交えた激励交流会を開催、
秋には支援米を送る計画も
している。一方で安倍首相
の「コントロールしている」
発言に怒り。事故が起きる
と始末出来ない原子力に対
し、労組として反核・反原
発の闘いの強化を求める。

▼組織強化・拡大。分会で
は新採者加入を目指し、執
行委員会で議論。他労組か
らも合同で説明会を呼びか
けられ、会社に会議室使用
許可を求めたが拒否された。
配属当日に岩沼駅付近で呼
びかけと資料配付を試みた
が手渡すことが出来ず・・。
反省し次につなげたい。新
採者の現状は、仕事が終了
しても管理者から課題を与
えられ、様々な会議や増収
活動を当たり前のようにさ
せられている。また労組の
動員に嫌気がさしている者
も。年齢差や感覚の違いか
ら積極性を欠いているが、
踏み出さなければ進展はな
く、我々が頼りになるよう
な取り組みを実践すること。
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小松代議員

た。小さな分会、弱い立場 れ」とし、支部で整理した ◆一旦指定した勤務の関係。
の我々が勝ち取った闘いの ものを申し入れるとした。 問題が発生すれば事実を掌 会津若松地区分会
成果だ。労組自らがこの協 組合からも何度も折衝し 握し、対処していく。
定を締結、認めることは、 たが、会社の放射線に対す
その成果を反故にするばか る姿勢は厳しく、測定しな
りでなく、労基法上からも い・買わない（線量計）と
問題でないか。労働協約改 い う 方 針 が あ る 。 会 社 の 仙総所・車体分会
善の具体的取り組みと合わ 「車両は安全だ」というこ
せて説明を求める。
とを覆すことは出来なかっ
▼機関紙活動と表彰につい た。支部業務部長とは運動
て。組立分会はエリア本部 の組立を何度も議論してき
から 年連続で機関紙表彰 た。今後の運動の組立。安
▼分会活動。若松地区分会
されている。言うまでもな プロだけでなく、団交に持
で
は今年、来年で組織の
く機関紙は会社・職場の問 ち込み議論したい。
割が退職する。また他労組、
題点を集約して発行し、組 ◆設備部門の事務センター
助役等だけでなく、国労組
合活動を活性化し運動を作 化。ナスビや資材関係業務
合員でさえ若年退職する状
るため重要な位置を占めて について団交の整理と違う
況があり、ここにこだわり
▼組織拡大。 月 日付で
問題を取り上げ改善しない
いる。震災時には自宅待機 と指摘を受け支社と折衝し、
小池謙二さんが復帰加入。
の組合員宅に郵送し、現状
箇所の総務科長を集め団 盛岡から新幹線モニター通 限り我々自身が退職に追い
を知らせるなどして好評を 交の確認事項の徹底を図る 勤をしており、一緒に通勤 込まれてしまう。地本から
得た。その機関紙の表彰で ことに。総務グループに行っ していた組合員の粘り強い は、「分会力を作ること。
はエリア本部から副賞とし た人も現場に残った人も大 働きかけによるもの。「あ そのために組合員だけでな
く働くみんなと討論し、機
て「びゅう商品券」を受領 変で慣れていないため様々 まり大げさにしないで欲し
関会議で議論し職制と交渉
した。分会では「なぜ現金 な問題が発生。旅費の日々 い」ということもあり、加
し、だめだったら地本に相
ではなく会社の商品券なの 入力だが、夜間はシステム 入に至る詳細な経過は避け
談を。会社は膨大な資料を
か」「会社の売上に協力し が稼働せず無理に入力しな るが、人間的な繋がりがま 準備しており、分会でしっ
ずは大切であると考える。
ているのか」等の意見が出 くとも良いのでは。
かり状況や実態を調査し掴
前後するが、分会の組織対
され議論になった。小さな
まないと簡単に逃げられて
策として若手を意識した取
問題ではあるが、使用時に
しまう。一人の取り組みで
組みを集会で意思統一。支
現金化が必要であり、会計
はなく仲間と共に取り組み
部主催のレクリエーション
を作ること」と言われてい
上も現金支給の方が良い。 ◆スト要請。要請を上に伝
や分会でも趣味を通じた交
えることはできるが、でき 流で繋がりを深めている。 る。分会は連合分会で、信
執行部答弁
るできないの返答はできな 一方で他労組もその対策を 通・電力・車掌・保線は日
常も班会議でも作業実態等
いということ。
講じているようで、我々も
郡工支部書記長から指名ス 反省と総括をし、今後の取 が討論されていて要求もはっ
トの要請を言われたことも 組みの強化を図りたい。ま きりしているが、駅班では
あるが、突然言われて返答 た長野支社では新入社員の 討論が進んでいなかった。
はできないと言った経過は 名簿が会社から他組合に流 要求も只見線以外は集約さ
ある。様々な文書がでてお 出していたことが発覚して れていなかったが、 年前
り、情報をしっかり整理し おり、支社を問わず同様の 郡山から異動してきた仲間
が、冬期間の磐越西線スルー
ていく。
ことがあったのではと推察
化運転を提起し、それに伴
◆機関紙の報奨金は機関に
さ
れ
る
。
地
本
に
も
追
求
と
是
い中間駅の問題点が明らか
伝える。
正を図るよう要請する。
5

◆Ｋ５４４車両の問題。被
曝車両の入場問題は支社か
ら言われたのではなく、勝
田から情報を得て支社に質
し確認させたもの。安プロ
では「検討してくれ」では
なく、「問題点を出してく

5
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会内で 本体なのは松島海
岸・本塩釜・多賀城・陸前
原ノ町の 管理駅のみ。委
託駅の労働条件に問題は多
いが組織として交渉が出来
ない。業務委託がしやすい
要因でもあり、交渉窓口設
置の取り組みについて現状
と考え方を聞きたい。 月
日、業務委託の団交があ
り参加した。会社は当初
「エルダー職場確保のため」
と委託を進めてきたが、現
在ＴＳＳではプロパー社員
を直接採用している。
会社の施策の本質を見抜き
「業務委託反対」という方
針を国労としてしっかり掲
げること。業務委託は と
しての責任を放棄するもの
であり、本来であれば全国
的統一闘争に出来うる課題
だ。
▼ 北海道事故。事象は北
海道だけの問題ではない。
月 日朝日新聞に「安全
二の次体質」「入社 ～
年の若手が新入社員に教え
ている」「本社にものを言
いにくい風土」「ミスした
現場の社員だけが責任を問
われる」とあり全く同感。
職場の矛盾点や安全問題等
を国労がしっかりと指摘し
なければならない。中央本
部と北海道本部が連名で見
解を出したが表面的で中身
のないもの。貨物・三島問
題は、分割・民営化までに
遡るのであり、そうしたこ
とも踏まえて本部・東日本
本部は声明を出すべきでな
いか。
▼駅盗難事故と事務室構造
問題。陸前原ノ町駅で改札
収入金の盗難が発生。泊ま
7
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4

り勤務のＡさんは 時から
事務室の奧で締め切り業務
を始め、 時 分頃の事件
には気付かなかった。窓口
はオープンカウンターで薄
いカーテン一枚が下がって
いるだけ。会社は事件後、
「原因は社員が改札窓口か
ら離れる際、現金カセット
の施錠を失念したこと」と
し、施錠の失念が直接の原
因の一つではあるが、一人
体制とオープンカウンター
という事務室の構造が防犯
上問題。朝 時過ぎに車椅
子対応があるが、その時事
務室は無人であり、カウン
ターを飛び越え簡単に事務
室内に侵入可能だ。
▼貨物の賃金格差問題。先
の第 回定期全国大会で地
本選出の 人の代議員から
ストの必要性が訴えられた。
今後貨物だけでなく、旅客
も賃金が低く押さえ込まれ
るのでは。ストの要請があっ
た場合は文書にて本部等上
部機関に提出するよう要請
する。

21

33

21

▼踏切故障時の対応ルール
改善。 年 月、飯山線で
踏切故障対応中に社員が誤っ
て遮断機を操作し、通行車
両の運転手が死亡する事故

代 田 代 議 員

郡山信通区分会

3

が発生し、対応した社員
人は解雇された。この事故
を受け会社は踏切故障で鳴
動持続時の取り扱いとして、
通行車（人）に迂回を要請
し通行させないという厳し
いルールを策定した。例外
として、①緊急車両の通行
②警察からの渋滞苦申告③
対応社員への暴力加害の恐
れがある場合のみ通行させ
ることが出来るとした。し
かしこのルールが実施され、
現場では次の問題が指摘さ
れていた。①連続した複数
の踏切で鳴動持続が発生し
た場合、数キロ先までの迂
回は、歩行者（特に老人や
子供）にとっては現実的で
ない②小学生の集団下校経
路が指定されており、迂回
要請に応じられない問題③
例外適用の場合、列車抑止
手配に最低 分を要し、緊
急車両の運行を妨げる可能
性が大④ルールが地域住民
に理解を得られないなど。
現場の実情に合わない机上
のルールが実施され、地域
住民の生活に大きな支障を
及ぼし、その矛先は現場に
出向いた信通社員に対して
の罵声や暴言になる。また
対応を間違えば解雇の可能
性もあり、精神的ストレス
は増大。「踏切故障現場に
行きたくない」「何を言っ
ても会社は譲歩しないので
は」という重苦しい状態で
あったが、今年 月、支社
との交渉で、現場実態に見
合ったルールに変更させる
大きな前進があった。それ
は、早期の遮断解除による
住民不満の解消と社員が第
三者加害から守られことに
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また我々には諸先輩が勝ち と全て個人の責任にされる。 され、 月にはしゅん工検
百円を集約。盆前の 月
取ってきた権利がある。ス 少数組合にしか、他労組に 査他で 連休を休めない状
日、分会三役で奥様に手
トもその一つであり、行使 は出来ない運動だからこそ 態。地本として各 会社へ 渡してきた。「子供のため
することにより職場の若手 「点検・摘発活動」が求め 交渉窓口作りをしていると 大切に使わせていただく」
や他労組に影響を与え、共 られる。我々が何も言わな 聞くが、是非発展を。東日 とお礼の言葉を託された。
感を呼び拡大に結びつくと ければ何も変わらない。
本エリアでビルティックの 本日、各分会にお礼と報告
考える。
▼ 連 合 に つ い て 。 機 関 紙 「協議会」的な組織の立ち の文書を持参した。各位に
▼駅業務委託問題。支社内 「国労文化」に前東日本委 上げが出来ないか検討を。 伝えていただきたい。また
駅が業務委託化。会社は 員長がナショナルセンター ▼スト一票投票の意味。自 健康に留意し活躍を。
今後乗降人員一万人以下が に加盟し、国労としての運 分が投じるスト権投票の一
基準としており、支社内殆 動、役割を果たしていくと 票は、「ストを行使しても
どの駅が対象に。分会内で 記載が。各種大会で議論さ よい」というものではなく、
は槻木駅が 月 日に業務 れているが反対。連合では、 「ストを行使すべき、行使
委託化。組合はこの間安全・ 反核・反原発の意見は押さ しよう」という意味合いだ。
安定輸送に反し、サービス え込まれるのは必至。地本 議 案 書 に も あ る よ う に 、
低下になるとして委託化反 の見解を求める。
「ストの戦術」は戦術委員
対の立場で団交を重ねてき
会の決定で構わないが、地
たが穴があかず。「委託後 仙台建築区分会
方大会でスト権が満場一致 ▼組織拡大。分会ではこの
も制服が間に合わない」
で確立した場合は、ストを 間月 回程度の分会行事を
「災害や異常時に必要な携
行使すべきと上申するよう 開催し、他労組の方にも呼
帯電話まで から回収され
求める。
びかけ参加してもらい交流
た」「異常時の応援態勢が
▼労働協約改訂署名。組合 を続けている。分会は週一
不備で食事すら摂れない」
員だけでなく他労組にも書 回の執行委員会をはじめ、
など社員に負担が。県支部
いてもらっている。エリア 春闘時期の要求集約、科長
は 月に業務委託された駅
から討議資料が配布されて 交渉、業務委託の要求集約
の交流会を 月 日に開催。
いるが、他労組へ広く呼び と交渉などについて班集会
これまで分会毎の取り組み
かけ訴えていくには学習会 を開催して議論するなど、
であったものを全体で集約
も必要であり検討を。
当たり前の運動を実践。
し取り組むこととし、「ブ ▼組対費。先の全国大会で ▼各種調査。活かされてい 月には地本と支部の組織責
ロック毎に交渉出来ないか」 は徴収しないと決定された るのかどうか。例えば成績 任者に参加してもらい、若
「労働条件の向上」「定年 が、本部指令 号では徴収 率の調査では、結果を踏ま 手の参加を得て国労の説明
まで働き続けられるのか」 するとなっている。エリア え、廃止すべきなどの申し と加入呼びかけを行い意見
「出向先での分会組織の確 大会では議題 で徴収しな 入れや要求を提出している 交換もしてきた。加入とい
立」などが出された。地本 い、地方大会では財政資料 のか。
う成果は出ていないが、日
はグループ会社に訪問をし を見ると徴収するとある。 ▼大会開催。多くの費用が 常的に会話と声かけが出来
たが、県支部も同行したい 整合性がなく、説明を。ま かかる。組休の全額保証の ている。車体分会での拡大
ので配慮を。運動方針では た指令 号により様々な取 件もあったが、遠距離の方 が喜びと確信になっている。
委託化反対と具体的な闘い り組みを実施してきたが、 は前泊するなどして一日で
の提起を。業務委託化は人 指令前と指令後の支出と拡 の開催方法も検討しては。 仙石線駅連合分会
件費を抑制し と委託先会 大人数の提示を。
社のエルダー社員間で労使 ▼エルダー社員問題。建築 仙総所・台車分会
関係を作らせない対策。一 関係の組合員はビルティッ
方で直轄駅では年休が取れ
▼業務委託反対の闘い。
ク
仙
台
人
、
郡
山
人
、
若
ない、マイプロジェクト、
年以降、 月と 月の年
松
人
で
あ
る
。
仙
台
の
方
は
非番での勉強会などが押し
▼故高橋氏遺族支援。 分 度、数カ所ずつ業務委託が
年
度
末
時
間
の
超
勤
が
報
告
つけられ、何か問題がある
会、７３９人から 万 千 実施された。仙石線駅連分
1
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繋がる改善である。その大 に施設利用の申請をしたが、
きな要因として、踏切故障 東労組から合同では出来な
時の対応で経験したことを いと断られたため単独で開
出し合う、「振り返り会議」 催。勤務終了後、技セ内の
を繰り返す中で、我々だけ 会議室で組合説明会を開催
でなく他労組若手、管理者 した。翌日、東労組の説明
も含めて不満や要望を発言 会があり、結果的には東労
するように変化してきたこ 組に加入したが、配属から
とと、それを分会が団交の 他労組加入までの期間は確
要求として集約してきたこ 実に伸び、東労組より早く
とだ。不十分さはあったが、 国労が接触し、また組合説
国労の団交で改善したこと 明会を毎年実施出来ている
の意義は大きい。
ことの意義は大きい。
福島県支部は、この間異常 全国で国労加入の旋風が巻
時における問題について交 き起こっているが、何とし
流会を積み重ねてきており、 ても国労運動を継承してい
少しずつであるが、他系統 かなければならない。その
の実態を共有化できてきて ためには国労が職場の中心
いる。雪害や踏切事故、利 に座り、職場の問題を改善
用者との対応で苦労してい していくことが重要。この
るのは他労組も同様。見方 間の異常時における問題解
を変えると自然災害に弱い 決の主体、また「安全・安
会社に対する世間の厳し 定輸送」の番人が我々国労
い視線は、会社よりも現場 であることは会社との交渉
の社員の方がより早く気付 経過で明らか。組織拡大し
いているということ。踏切 た職場に学び合い、あきら
事故時における対応ルール めることなくあらゆる闘い
の改善という仕事総点検運 を組織拡大に集中していく。
動は、会社に対する批判の
解消と社員の労働条件改善 新庄連合分会
が、矛盾せず両立すること
を証明している。この成果
を雪害や他の異常時の問題、
そして放射線環境下におけ
る労働問題のように科学的・
医学的に見地が分かれる問
題解決には組合を問わずみ
んなで考えみんなで運動を
作る作風が力になる。要求
の多数派で会社側の譲歩を
引き出し、要求の多数派か ▼医学適正問題。分会組合
ら組織の多数派にする基盤 員が医学適正（聴力）で基
準に満たず乗務降格となっ
にしたい。
▼組織拡大。郡山信通分会 たが、その後新庄運転区の
では新採に対する東労組と 安全衛生委員会で産業医が
の合同説明会を計画、会社 「今後規制が緩和される」
3

12
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3
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かにする全県的な調査活動
②郡山市から積算線量計を
借り年間被曝線量の推計調
査③処理場がない産業廃棄
物の実体調査④社宅・独身
寮の線量調査⑤今年 月、
水戸地本と協力し、常磐線
の被災地や警戒区域付近の
視察行動など。
調査活動では、①Ｍ駅を出
た屋根の直下で ・ μ
など、利用者のすぐそばで
高線量箇所が存在②福島の
保線職場での年間被曝量の
推計値は、国の目標値であ
る年間
を超える ・
の実態③産廃処理施
設が処理しきれず会社の敷
地内で保管、また業者の不
適切な産廃処理の実態④新
築の独身寮の室内が ・
μ 、深沢アパートは除染
してもまた線量が上昇。こ
うした実態を基に申 号
「放射能汚染に対する取り
組みについて」を申し入れ、
①利用者・社員の被曝量を
軽減するため除染を進める
こと②屋外で労働する社員
への健康管理・被曝対策を
進めること③適切な産廃処
理と会社の責任での積極的
な対策の実施を追求。この
問題では、 年以来 回の
団交を実施したが、会社の
姿勢は「国や自治体の指示
に従う。一企業として突出
した対策を行うわけにはい
かない」という姿勢に変化
なし。だが成果もある。一
つは対策委員会の議論など
を「青年の声」社が取材に
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手社員の不安など、職場で 香さんは 年目。昨年の検
声をつかみながら労働条件 修業務委託でテクノサービ
と職場環境改善の取り組み スへ出向され戻りが困難に。
を強化する。
退職・エルダーになる年齢
▼昨年の検修業務外注化。 になっている。職場でも事
諸問題を抱えたままの見切 あるごとに話しているが早
り発車で、何でもありのス 期に帰すよう支社に強く要
タート。指示命令系統では 請を。
コンプライアンス違反が疑 ▼諸会議。エルダー交流会
われる部分も多い。 の要 と組織対策会議は地本と支
員関係では運転担当者の予 部の両方で開催されている
備勤務 人を作ったが、技 が調整できないか。
術管理が手薄で緊急対応が
出来ず気動班は業務量増大 郡山保線区分会
で修繕が間に合わない状態
で、安全で快適な車両の提
供に影響しかねない。対応
する社員も世代断層があり、
経験と技術の乏しい社員が
登用されるなど、人材育成・
技術継承の問題も。検修業
務の外注化「 年検証」が
必要。取り組みを要請する。
▼エルダー先の労働条件改 ▼放射能問題。東京電力福
善。地本で出向先会社への
島第一原発事故から 年半
訪問、窓口作りを進めてい が経過。除染対策、廃炉へ
ると聞く。組合員が希望す
の作業は進んでおらず、収
る労働条件や職場環境改善 束とはほど遠い。一方で安
の交渉が可能な体制作りを
倍首相の「汚染水は完全に
要望する。
コントロールしている」の
▼震災復興。震災から 年 公言でオリンピック東京開
半が経過。只見線など被災 催が決定し、放射能に苦し
線区の復旧・復興が進んで む福島の現状を意識的に忘
いない。只見線やＢＲＴが
れ去ろうとする動きに危惧。
進行する気仙沼線では地域
支部は昨年 月に放射線対
住民が望む「鉄路での復旧・
策委員会を設置、会社に対
復興」を後押しする、地域 し労働環境の改善・対策を
に密着した運動が必要。
求め、同時に若手社員とこ
▼不当配転。和解以降元職 の問題を共有し考える中か
場への復帰報告もあるが、 ら組織対策を視野に入れ進
郡山から不当配転された佐 めてきた。昨年からの動き
藤勝雄さんは 年目、藤田
は①ホットスポットを明ら
1

11

家 子 代 議 員

と話したことを昨年の地方 重要。仲間を守る国労の人
大会で報告した。そして今 間関係と業務に対する真摯
年 月、組合員本人に対し な 取 り 組 み 、 ま た 会 社 と
会社から「一度降格したが、 「うまくやる」のではなく、
救済措置として医学適正検 対峙する姿勢を持ち、真剣
査をやり直し、乗務員に復 に職場を改善していく取り
帰しないか」と打診があっ 組みなどを他労組に見せ、
た。本人は検修職場に異動 組織拡大に向け頑張ろう。
し 年、ようやく業務に慣
れてきたこともあり、今更・・・ 小牛田運輸区分会
と断った。ただ聴力の基準
がどの様な経過で緩和になっ
たのか。
▼冬期問題。新庄では 年
連続の大雪。ラッセル廃止
でビックロモ導入となった
が、除雪が上手く出来ない。
除雪計画しても降雪量の関
係で除雪しきれない区間が
生じ、また要員の関係で連
続して除雪出来ないことが ▼職場改善。春闘行動では、
原因。ラッセル廃止・ビッ 他労組とも一部共通の職場
クロモ導入という合理化・ 要求 項目を集約し現場長
効率化により様々な輸送障
と交渉。大きな改善には至
害が発生している。効率化・
らなかったが、職場で出来
合理化には強く反対を。ま
る小さな改善～指定通路の
た車両の雪持ち込みによる
停車、抱き込みによる走行 照明設置、松島駅泊まり時
不能、側雪が高くなった箇 の胴乱置き場の設置を実現。
冬期要求と 年 月ダイ
所や吹き溜まり箇所の除雪
など、降・積雪の状態だけ ヤ改正では、運転士・車掌・
でなく、地理地形や状況に 検修・エルダー職場要求
応じた体制作りが今後の交 項目を提出し団交。会社は
渉課題。
「予算がない」「優先順位」
▼一括和解以降の取り組み。 とした回答に終始したが、
分割・民営化を前後し支社 繰り返しの要求で優先順位
越えの強制配転があり解消 を上げ、「品井沼・岩切・
されていない。秋田地本、
石越各駅のＬＥＤ照明の改
特に横手地区との交流会は
修」、また石越以北の全天
震災を除き継続して取り組
候型停止目標の設置は支社
まれている。加齢による問
題が様々な問題が発生して 跨がりで難しいが、盛岡支
おり逼迫している。解消に 社に要請していることもあ
り、一関運輸区 活性化資
向け一層の努力を。
▼組織拡大。他労組との違 金での改善がされた。今後
いをはっきりさせることが も定例訓練や職場内での若
13
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訪れ紙面掲載されたこと。 策が押し進められ、慢性的
さらに記事が発端で京成電 な要員不足と超勤対応が当
鉄労組の春闘講座に招待さ たり前で、 歳代が退職後、
れ、国労福島からの現状報 線路はどうなるのかという
告を行うことができた。二 危機感が訴えられた。東日
つには放射線対策ニュース 本でもメンテ合理化により
を 号発行し、国労の考え 安全や技術継承問題等の課
や運動を若手社員に伝え、 題は共通しているが、三島
共に考え話しが出来る状況 の実態は本当に厳しいと実
も生まれている。全ての運 感。行き過ぎた集約合理化
動を組織拡大へという意味 と修繕費の削減、安全軽視
では不十分だが努力を重ね の風土がこうした事態を生
てきた。地域等とも議論を んだと感じる。
深め運動の模索を続けてい 修繕費の問題では、自分の
郡山保技セエリアと東京圏
く。
を
▼ 北海道事故。線路基準 では全く違う。 179K650m
値違反を放置していた問題。 境にこちらは草木の生い茂
北海道では、 年石勝線 るローカル線路、向こうは
の特急列車脱線炎上事故以 線路脇から法面まできれい
に除草されている。正に儲
降、車両火災、脱線事故等
からない線区は荒廃が進ん
が相次ぎ 月 日の函館線
でいる。引き続き職場を点
貨物列車脱線事故では軌間 検・監視し、若手社員と共
の要補修の基準値放置が明 に考え組織拡大に努力する。
らかになり、運輸安全委員
会が調査に入っている。こ 貨物福島分会
の問題を受け 東日本でも
同様の事象がないか自主調
査を実施し仙台支社内では
ないとされている。全国工
務協連絡会での交流では、
北海道・四国・九州の保線
職場は度重なる集約合理化
により、例えば九州の職場
では担当エリアが県境を超
える２３０ 、移動だけで
時間、仕事を終え職場に
戻れば既に時間外だ。 ～
歳代が極端に少なく技術
継承がうまく出来ずに大量
退職時代を迎えている。特
に北海道では営業赤字が続
く中、経費節減と効率化施
30
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べき。貨物会社の内部留保 張るので旅客会社の仲間の なくして拡大なし」である。
は約９００億円、この中の 頑張りも期待する。
以降、分会執行委員会の定
利益剰余金 億円の ％を ▼夏季手当闘いの総括と今 期開催に努め職場の事象と
取り崩せば国労要求 千円 後の闘い。夏季手当１・１ヶ 問題点を議論し組織強化を
の賃上げが可能。分会では 月支払い回答を受け、福島 図ってきた。数年前から若
期末手当時期に現場長申し 支部では 月 日に貨物分 手との交流も増えており若
入れ（職場改善要求含む） 会との意見交換会議を実施 手の知らない「分割・民営
や本社・支社へのジャンボ し、議論の結果①全分会で 化」の問題などを伝えたい
ハガキとファックスで要求 檄布など貨物分会への激励 と考えている。
実現に努め、東北貨物協議 行動を実施する②全分会で
会では本部・全国貨物協議 貨物本社への抗議のファッ
会へ「ストライキで闘おう」 クスを送付する③支部から
と檄を送付。ただ莫大な利 本部へストライキを含めた
益を上げている旅客会社で 戦術配置を求めることを確
ベアを勝ち取れずに貨物が 認。支部は 月 日に貨物
ベアを勝ち取れるわけがな 会社「夏季手当満額獲得」
い。全国単一組織として貨 に向けた意見具申書を本部
▼職場実態。大根原事故以
物支援と奮闘を期待する。 に提出。このままでは一般
降、踏切鳴動持続時の取り
▼闘争団の闘いを通じて。 社員から管理者まで落胆と
扱いが制定されたが、中央
長年の闘いは納得いく解決 絶望、将来真っ暗でやる気
本線石和温泉駅構内の踏切
内容ではなかったが一段落。 が出ず事故が増加。 月
事故ではこの対策が取られ
分会では物資販売活動に力 日、分会全体集会を開催し
ず通行人を通す事象が発生。
を注ぎ、 年 月末まで累 夏季手当の闘いの総括では、
仙台支社内でも踏切事故は
計額 百 万 千４１０円 ①もう我慢の限界②冬季手
連日のように発生している
に達した。「自分達も大変、 当も心配。社長は賃金抑制
が、団交で支社の指導文書
だが闘争団はもっと大変」 の話を出し我々の動向を窺っ
を一部修正させることが出
は諸先輩方の教えだが、強 ている③大変だが一致団結
来た。しかし「踏切連絡責
制されたものではなく自然 して頑張るしかないと集約
任者」の制定により他系統
発生的な「個」の取り組み した。最後に、「ストライ
の踏切事故に対する出動が
だ。そして闘争団問題の解 キ決行」は今である。貨物
激減。信通社員が現場到着
決の次ぎは「貨物」の番だ 労組との違いを見せつける
後、直ぐに作業に取りかか
と貨物の仲間は期待してい ためにも一緒に闘ってもら
れれば早期復旧するのに交
た。よく「下を見ればキリ いたい。組織拡大にも繋が
通整理に追われる実態。先
がない」と意見を聞くが、 ると考える。
日の仙石線中野栄駅付近で
確かにそうだとしても労働
の踏切障害では迂回要請に
組合であるのだから、下の 仙台信通区分会
メセ社員が朝 時から夜
労働条件改善に力を注ぎ底
時まで対応。この半年間の
上げを。労働運動の伸び悩
出動実態を調査したら若松
みもこんなところに原因が
地区や小牛田地区はサポー
あるのでは。また長期に渡っ ▼組織強化・拡大。 年前、
トセンターが踏切障害対応
た闘争団の闘いの総括がな あと一歩のところで新規加
に出動実績が多く、電気協
いのも気がかり。貨物も頑 入を成し得なかった。その
議会に相談。それによれば
教訓は、「分会組織の強化
83

42 10

6 7

執行部答弁

歌川業務部長

◆磐越西線スルー化。団交
で展開する。
◆只見線の問題、非常によ
く止まり、旅客の暴言等が
言われており、新潟地本と
繋ぎ取組む。
◆業務委託、安全を担保で
きない駅業務委託は反対が
基本的考え。駅の要員複数
体制は常に伝え、エルダー
先職場の確保だとすれば無
人駅を有人駅しろと伝えて
いる。支社内 万人以上の
乗降駅は 駅で、そこまで
やってくると予想され、今
後の対策を議論したい。
（制服・異常時・エレベー
ター）
◆窓口の設置。過日東北総
合サービスに千葉・曽我両
執行委員があいさつに。今
後交渉可能になれば、宮城
県支部の同行も。現状では
テック・ビルティックは
拒否。仙建は訪問した。運
動として粘り強くやってい
く。軽くみられているので
はなく、我々の交渉に対す
る構えも大切。現在直接交
渉の窓口がないので勤労を
通じ要求していく。
◆踏切鳴動持続時の問題。
団交の検証をして、第 回
の踏切問題プロジェクト会
議を開催し交渉を求めてい
く。
◆乗務員の医学適性の基準
変更の問題。新庄の運転士

11
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2
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日 下 代 議 員

他支社では他系統の踏切障
害出動も多く、信通は現場
での復旧作業がメインの支
社や、また他系統の境界作
業もしっかり整理されマニュ
アルも整備されている支社
が多いと聞いた。首都圏を
除けば仙台支社は他支社よ
りかなり設備数が多いのだ
が、他支社より少ない信通
社員で対応するのは無理。
再度の見直し交渉に向けて
職場で問題点を討議し要求
を整理していく。
▼情勢と貨物問題。３・
東日本大震災後、東京電力
福島第一原発事故問題が継
続中。東電の隠蔽体質も問
題だが、本質は原発を推進
してきた政府・自民党その
ものが問題。
では第一四半期で東日本・
東海・西日本各社が過去最
高益の決算報告、その影に
は貨物問題がある。コンテ
ナ輸送では前年度実績を上
回るが、労働者への分配は
不明。また北海道では車両
火災や脱線事故が続発し国
交省運輸安全委員会が調査
に入るが、これは「分割・
民営化」の失敗による事故
ではないのか。貨物と北海
道、四国、九州の三島は発
足から現在の事態が想定さ
れていた。地本やエリア本
部の課題ではないが、鉄道
の一本化＝国鉄に戻す議論
もあって良いのでは。また
労働者が困ったときにはス
トライキが出来る態勢の構
築を求める。

統一

抵抗

団結
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▼ 月 日、貨物会社は新
賃金要求に対し 年連続ベ
アゼロ回答。貨物労働者は
歳から基本給 割カット、
夏季手当１・１ヶ月など低
賃金下に。社員のモチベー
ション向上のためにも貨物
会社は切実な要求に応える
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は今更・・・という話。山
形の車掌の方は視力の問題
で テックに。グレーゾー
ンの人を戻しているのかど
うかはわからないので確認
する。
◆新庄の冬期問題も団交で
しっかり取組む。
◆不当配転。支社に転勤希
望を渡してきた。 度返さ
れたが。
◆放射線の問題。諦めずに
粘り強く闘う。

中島財政部長

で世話になったという話は 人もなく重い気分であった
あった。また本部前高橋委 が、今回の仙台への異動は
員長の発言等含みのある話 旧知の方も多く気が楽と思っ
はあったが、地本執行部で ていたが、さにあらず。驚
いたのは組合員同士でも会
話をしたこともない人がい
たこと。また職場環境では
風呂の浴槽は地震壊れて使
えなくなっており、洗濯機
は 台しかなくうち 台は
故障し洗剤もない状況。組
合員に、「洗濯機が故障し
ていて不自由しないか。洗
21

1

斉 藤 代 議 員

く、駅の委託化による弊害、
また当直の対応にも問題が
あったと認めている。
現在合理化による駅の委託
化が進み、安全に安心して
働き続けるためにも会社と
対峙し闘わなければならな
い。地本も首切り・合理化
反対を前面に掲げ、貨物問
題も含めストライキを視野
に入れた闘いの強化を要請
する。

▼労働条件に関する労働協
約について。この協約は分
会で討議資料を作成し議論
の結果、締結には納得がい
かないというのが全体的な
意見。しかし東日本本部は
組織的な総意がないまま執
行委員会判断として強引に
締結。締結の理由として、

①締結により団体交渉の条
件が高まり会社を逃がさな

い②就業規則を含めた労働
条件が締結している他労組

に委ねられており、国労が
労働条件を改善させる、と
説明してきたが交渉での前

進はなし。 月の大会では
締結後の総括と今後の具体
的方針が示されると考えて
いたが、大雨による大会圧
縮運営により提起も議論も
不十分。提起された方針は

統一

3

4

2

55

剤は必要ないのか」と聞け
ば、「自宅に持ち帰って洗

1

1

14

1

濯している」「洗濯場が遠
いから面倒」の声が。「風
呂に入れずシャワーだけで
は冬は寒くて凍えるし、温
まらないね」と聞けば、
「風呂は 階で職場は 階、
遠いし入らないから必要な
い」「風呂を見たこともな

けを続ける中で少しずつ改 クリーニング、休憩所のエ 強いられ 泊 日の長時間
善が。この経験を生かし、 アコン設置等が進み、いく 拘束勤務の改善や食事時間
今の職場でも地道に仲間に らかでも要求書の提出に伴 と睡眠時間の確保、連続乗
話しかけ、要求を出し続け う話合いの効果があったと 務の廃止等何十年にも渡り
た結果、会社は洗濯機と乾 思われる。
要求し続けているが根本的
燥機、洗剤を購入した。小 ▼要望。他職場では、一人、 な改善はされず労働条件は
さなことだが一つ一つ変え 二人の少人数の組合員の箇 悪化。一度問題（事故）が
て働きやすい環境を作って
発生すれば、「基本動作」
所
も
あ
り
、
職
場
の
問
題
点
や
いくことが他労組にはない、
に組み込まれ基本動作が増
不
平
・
不
満
を
中
々
声
に
出
せ
国労らしさはないか。
加。ホームに降りて乗降確
ず
に
い
る
。
「
大
き
な
問
題
」
若手に意識して話しかけ、
認、手笛の 回吹き、信号
ではなく職場の小さな問題
ある大雨の警備に対応した
とレピーターの確認の仕方、
を地本として要求し交渉す
若手に、「昨日何時まで超
次の駅の停車・通過の確認、
る取り組みが出来ないもの
勤したのか」「夕飯は出た
停車する駅名と量数の確認
か検討を。
のか」等を尋ねると、「
を一駅毎に実施、放送では
▼貨物問題。東日本・貨物
時半に帰ってきたが夕飯は
名のり放送、対面放送、マ
出なかった」「 時過ぎな 共に今春闘もベアゼロ。貨 ナー放送、スポット放送、
いと出ないと言われた」と 物は 年連続であり、夏季 曲線ホームでの段差・隙間
言うので、「それはおかし 手当は ・ ヶ月の超低額 の注意放送、駅の工事中の
回答。貨物組合員からは、
い、 時過ぎたら夕飯でな
注意放送など、全て車掌に
く夜食だね」と言うと「そ 「本部はなぜストを行使し 押し付けが。しかし会社は
うですね」と納得の様子。 ないのか」という強い不満 早朝出勤や食事時間は乗務
科長には「他の職場では の声が上がっている。しか 員の特殊性で片付け、ホー
し職場で「 ・ ヶ月分と
～ 時を目安に出してい
ムの段差や隙間の改善はさ
ると聞く。早めに出すべき」 いう超低額の夏季手当のた れていない。こうした中、
と指摘。他労組役員は警備 め、ローン返済の 控除が 仙台運輸区の女性車掌が、
に出ていたが何も言わない。 出来なかった」という話を 「放送が出来ない」「声が
出しても、どこか他人事の
職場での小さな問題にこだ
出ない」と乗務を外された
わり会社や仲間に声をかけ ような雰囲気がある。こう り復帰したりを繰り返し、
働きかけることにより、職 した状況を打開するために 別の車掌も精神的プレッシャー
場の改善はもとより信頼関 も全国単一組織の国労であ から緊張し「トイレが近い」
係や団結を強め、行く末は り、旅客も貨物もベアを勝 と乗務を外れている。昨年
ち取る意気込みで 春闘は には我が組合員も働き続け
拡大に繋がると思う。
▼春闘。各職場の要求を取 ストライキを配置して闘う られないと 歳で早期退職。
りまとめ、「保技セ班」と ことを要請する。
宮城野運輸区では二度寝に
して所長に 数項目の要求
よる列車遅延が発生し、報
仙台・宮城野運輸区 道にも取り上げられた。分
書を提出。所長は受け取ら
ず、「個人として話を聞く」
会ではこの問題は自分たち
ということで要求書の内容
にもあり得る事と捉え、問
を話したが、明確な回答は ▼職場実態。仙台・宮城野 題点を出し合い区長に申し
得られず。だがその後、風 運輸区は運転士と車掌の職 入れを行なった。区長は、
呂場の浴槽が入り、布団の 場。早朝出勤のため前泊を ヒューマンエラーだけでな
22

20

は議論していない。
▼ビルティックの協議会化
～以前各出向先会社毎に出
向連があったが機能せず職
能別協議会に吸い上げられ
た経過。職協の活用を。
▼成績率の関係。調査して
いるが、差別是正の根拠で
あるため調査協力を。
▼スト権。上げられた内容
については上申していく。

牛 沢 代 議 員
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◆組対費の扱い。全国大会 これまでも東北貨物協議会
決定事項。組対費は徴収し を窓口に行なっている。
ない、スト基金を徴収する、
中央委員会で決定する。 仙台保線区分会
月 日、本部指令第 号は
矛盾の指摘があるが、説明
期間が必要との本部説明。
◆組対費使用の概算報告。
（詳細は略）
い」と言われる。現状は、
現場から帰ってきて汗や汚

81

24
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千葉組織部長

9

1

れを落とすのに、タオルで
洗顔するのに不自由で、仲
間はウェットティッシュや
制汗剤で対処している。
このような状態は福島でも
経験し、洗濯洗剤は国鉄時
代から残っていた黄色い粉
の洗剤で、なくなったらそ
れで終わり。乾燥機は 台
の内 台は壊れて使用不能
になった。そこで何も言わ
なければ会社は補充も買い
替えもしない。一人でも要
求を言い続け、職場の仲間
の同意を得るように話しか
9

7

◆組織拡大人員。昨年全国
で 人、東日本本部 人、

五十嵐書記長
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仙台地本 人、今年度に入 ▼職場実態。昨年 月、
り追加され、全国 人、東 年振りに福島から仙台に戻っ
日本本部 人、地本 人に。 た。出向 年、福島保技セ
◆組対会議の輻輳。諸会議
年で 年振りの仙台の職
も多く大変さは理解するが
場復帰。仙台保技セでは
支部と相談し協力を要請す
人中 人の国労組合員がい
る。
るが、各科に別れており他
の科の組合員と会話するに
は意識的に出向かないとあ
◆国労文化の連合加盟。エ いさつと会話がなく、気持
リアでは議論しておらず個 ちをつかむのも大変な状況。
人的意見。不採用事件解決 かつて福島への異動では知

8

4

13

21

3

33

1

J

29

38

2

1

２０１３年１２月２５日
国労仙台
第２６６６号

19

20

22

改訂要求の提出と全地方本 労へ仲間を迎え入れること 請ファックス、ジャンボハ
部参加で団交を実施すると が出来た。その仲間は動機 ガキ、門前チラシ配布、個
いう前回同様の提起止まり。 について、「新幹線運転士 人から社長宛の要請ハガキ、
「協約締結を有した優位性 から 年に在来線宮城野運 本部へのストライキ背景の
を運動に活かす」としてい 輸区へ一方的に降格した会 交渉要請等、出来る限りの
行動を展開したが、結果は
るが、協約締結を活かして 社への不満やその際の組合
年連続のベアゼロ。組合
きているのは会社でないか。 役員の対応と体質に不信や
員の声としては、「宮城野
一つは、 年度仙台支社実 疑問を感じた」「現場で頑
門前行動で旅客の仲間が組
行計画の個人面談では、マ 張っている国労組合員の姿
合旗を掲げチラシ配布行動
イプロジェクト・安全フォー を見ていた」と語っている。 に参加してもらい心強く感
ラムへの参加、トライワン 組織拡大の条件は差別や労 じた。単一組織で良かった」
の購入など、 ％から１０ 働条件改善に前向きに取組 「ストライキで闘いたい」
０％参加にしたいと要請さ む組織的な団結にあると考 との意見。 東日本は莫大
れた。ある運輸区では「 ・ える。
な利益を出しているにも関
安全フォーラムに参加しな 今、組対費を使用しての拡 わらず、ベアゼロは納得出
いのは車掌として不適格」 大行動が実施され、仙台地 来ない。春闘の闘いを 月
と暴言を浴びせられるなど、 本はその使用に際し一定の の 日間だけの行動でなく、
インフォーマル活動への参 ルールを策定し大変良いと ベアを勝ち取る意気込みで
加を強要される実態も。二 思う。ただ本部指令 号以 地本としても闘ってもらい
たい。 各社がベア獲得し
つには、毎月の定例訓練の 降、経費に対する指導があっ
ない限り貨物のベアは実現
はじめには、以前はなかっ たと聞くが組対費も組合費
しない。
1

た「自ら考えて」という文 であり不信があってはなら
言を挿入した安全綱領を唱 ない。指令 号の継続を指

70

1

和させられるなど、「自覚」 令 号で発令しているがルー
を強要されてきている。国 ルが変わるのか。
労の協約締結により、他労
組と同じ土俵に乗れと言わ
んばかりで労働条件の改善
どころか改悪でないか。今
後の協約改訂の交渉では締
結の危惧・不信を払拭すべ
く、是が非でも改善を勝ち
取ることを要望。また改善・
前進がない場合はこの協約

1

結城代議員

H

H

トナー会社共殆ど行ったこ
とがない作業であり、また
今年 月の新年度から実施
するということで 月から
・ 社で机上半日、現場
訓練一日をしたが、その程
度で理解出来るものなのか、
不安があってもやりながら
覚えるしかないという実態。
直轄は訓練を実施したが、
実際に作業に当たるのは
社。自分は工事発注担当者
のため今年 月からは信通
に立会をお願いしながら行っ
てきている。
半年経過し問題点として、
①在来線と幹線では同じ境
界作業でも内容が違い、会
社が今後どこまで踏み込ん
でくるのか②作業工具のト
ルクメーター付きハンドル
は 万円と高価なため 社
では準備出来ず、信通から
借りながら行ってくれとい
う有様（保技セ・保線課で
も準備出来ない）。 本来
は作業実施に移行する以前
に問題点を集約・検討し、
細部を詰める作業をしなけ
ればならないが、支社には
それが出来る人間がいない。
現場からものを言っていか
ないと、一方的に進められ
走られてしまう。メンテ合
理化以降、実際に作業にあ
たるのは 社であり、直轄
ではこうした作業をしなく
なったため、問題点が見え
ない、わからない状態に。
在来線で行っているから新
幹線もという事ではなく、
今まで行っていない新しい
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社へのファックス行動、社 客・貨一体で会社間格差是 一定の配慮がないと病状悪
長宛ハガキ行動、ジャンボ 正、職場を中心に要求実現、 化の恐れがあり、職場復帰
ハガキ、国労本部・地本へ 組織拡大に向け共に闘おう。 に向けた つのステップな
のストライキ要請等を実施。
ど慎重な対応が必要として
分会では夏季手当から 控 福島地区分会
いるが、会社は「出社する
除（ローン返済）が出来な
ように」という内容証明を
かった組合員もおり、組合
二度送付。復職についても
からの貸付を利用し辛うじ
本人希望を聞き入れず、
て借金の返済をしたが、こ
「慈善事業でない」と冷徹
れが貨物会社で働く組合員
な対応に終始。
の実態。組合員からは「ス
職場での議論では、「業務
トライキを全面に打ち出し
量が以前の 倍になってい
た闘いを構築すべき。組合
る」「若手も ・トライワ
が会社と同様に客先の影響
ン・マイプロジェクト等の
を考えるのはどうか。スト ▼組合員の失踪と課題。
競争で疲れている」「俺た
を回避すべく会社に誠意あ さんが職場から自宅へ戻る ちも さんと変わらない、
る回答を示せと迫るのが本 途中に失踪。当初仲間の声 妻が倒れたらどうするのか」
筋」との声が。また会社か は、「何を考えているのか という声が出され、 さん
らの「今後期末手当を妥結 わからない」「数ヶ月で早 個人の問題ではなく誰もが
しない組合には支給しない」 期退職年齢なのに」「 回 紙一重の状態に置かれてい
との文書に対し本部の対応 目ではどうしようもない」 るということ。この間の支
は。ストで闘っていればこ と個人の問題という見方が。 援に感謝し さんを支え職
のような極めて不当な文書
さんの家庭状況も大変な 場復帰と定年まで働ける条
の送付もなかったのでは。 中、最悪の事態は回避しよ 件作りに向けて分会もしっ
▼一時金の闘いの総括。こ うという仲間の必死の搜索 かり取組む。
の間の格差 ヶ月。貨物会 もあり、発見に至った。病
社社員の生活状況は、住宅 院では「反射性うつ病性障 仙台保線区分会
ローン返済や教育費等を抱 害」で ヶ月入院加療と診
え極めて苦しい生活を強い 断、現在延長し入院中。家
られている。年末手当獲得 族も要介護指定の難病を抱
の闘いは要求通りの回答を えており将来の不安を訴え
引き出せるよう、客・貨一 ている。 さんは失踪につ
体でストライキで闘うこと いて、「家庭の悩み」「介
を本部へ要請を。国労が現 護の疲れ」「職場での周り
場で闘う姿勢を見せること の目」「逃げても解決しな
事こそが他労組との違いを いが逃げてしまう弱さ」を
ハッキリさせ、「組織拡大」 話し、家庭と職場のストレ
▼境界作業問題。在来線で
にも繋がると考える。現場 スが限界に達したのでは。
は 年以上前から行われて
で働く労働者が中心となり、 病院発行の「メンタルヘ
いる「分岐器調整作業」が
安心して働ける社会・会社 ルスレター」には、メンタ
昨年 月の会社提示により
の構築実現を。今後も全国 ルヘルスは職場の重要課題
新幹線でも実施されること
単一組織の優位性を活かし、 でありある程度安定しても
に。新幹線では直轄・パー
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を破棄する検討を進めるこ
とを要請。
▼組織強化・拡大。昨年
▼ 春闘。貨物宮城分会で
月、指令 号の発令により、
は、要求獲得のため、現場
分会も取り組みを進めてき 長交渉、本社・支社への要
た。 月には東労組から国
6

2

H

3

JR

JR

3

組織対策には経費もかかる。
しかし今回の拡大では１円
もかからず逆に昼食を御馳
走されての拡大だった。金
▼貨物会社賃金抑制問題。
の切れ目が縁の切れ目にな 分会は貨物労組と共同で現
らぬようもう一人の拡大を 場長申し入れを出せる段階
目指し取組む。
まで到達したが、貨物労組
上部機関から抑止があり断
貨物宮城分会
念。国労独自で夏季手当と
合わせ申し入れを行った。
▼夏季手当の闘い。交渉が
難航し回答の大幅な遅れ、
あげく１・１ヶ月の超低額
回答。分会は現場長申し入
れ、本社（合計 回）・支
8
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も春闘事務局中心に進める。
貨物職場のストライキの要
請。情勢と組合員の合意形
成が必要。中央線術会議で
の検討になるが、地本の意
見として伝える。
◆人事賃金制度。昇給発令
調査が困難になっているが、
差別是正の為進めていくの
で各分会の取り組みの強化
を。
◆労働条件に関する協約の
改訂に向けた取り組み。
月 日に職場闘技資料とし
て、アンケートの結果と
「改訂案」が既に配布され
ている。本社交渉が 月
日から始まっており、第
回の交渉まで署名集約に全
力を。
◆原発・放射能問題。状況
に変わりはなく、福島県支
部の放射線対策委員会を中
心に、ホットスポットの測
定・高線量の保管箇所の注
視等、取り組みを継続して
いく。地域での温度差、慣
れ、意識の薄れ・・・意識
付けが大事。 月に水戸と
の交流を予定。継続して取
組む。
1

▼年末手当を妥結しない組
合に今後手当を支払わない
とした貨物会社の文書につ
いて。本部大会時、法的根
拠等について弁護団と相談
すると回答があり、以降の
対応等は聞いていない。

と品質を 本体に求めて行
く。東北総合サービスに出
向の組合員で開催した集会
は出向先に労働組合を立ち
上げる一歩。働く方々との
繋がりを強化していくこと
が大事。
◆一括和解以降の差別。懸
案事項の改善～秋田支社跨
がりの異動は要員需給で進
まず。高齢化し時間がない。
希望リストを会社に提出し
エリア本部と共に粘り強く
要求していく。
長期化している遠距離通勤
問題。郡山運輸区、郡総若
松派出、仙総等々。不公平
感があり改善を求めている
が、会社は施策を今後も実
施していくという態度。
今後も組合員の要求実現に
向け全力を挙げる。
◆職場での闘い。粘り強く、
職場の要求の多数派として、
職場の合意形成を図る。一
度事故が発生すれば混乱す
る職場実態。安全で作業を
行うにはどうすればよいの
か、事実と実態から取り組
みの強化をしていく。
◆組織強化・拡大。退職に
より減少、これまでの運動
が困難に。今後 年後、
年後にどうなっているか厳
しい現実がある。組合員一
人一人がどう関わり繋がり
を持つのか。組対会議を始
め地本が一体となり進める。
◆ 年春闘。アンケート取
り組みと要求作り。現場で
粘り強く話し合いを進めて
いく。統一行動・大衆行動
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書記長集約
◆震災・復興。一昨年の東
日本大震災から二年半が経
過した。地本内では百を超
える被災件数があり、よう
やく一歩前に踏み出した。
多くの支援を受けた事に対
し改めてお礼を申し上げる。
しかし収束しない東京電
力福島第一原発の放射能漏
れ事故、また被災線区では
鉄路での復旧は九百億以上
の経費が必要で大きなハー
ドルに。鉄路での復旧に向
けた取組みの強化が重要。
二年前の新潟・南会津豪雨
でも只見線の一部で目処が
立っておらず通勤問題もあ
る。
◆グループ会社・出向先職
場の労働条件改善。「グルー
プ会社と一体となった業務
体制のさらなる推進」「駅
業務委託化」など出向が拡
大している。 の施策であ
り、指導責任を追求し逃が
さない交渉を強化する。パー
トナー・協力会社社員の声
をつかみ要求化し改善を求
める。また技術継承や安全

5

JR

JR

中島財政部長

12

3

立 山 代 議 員

事の実施・導入に対しては 故を繰り返さないためにも
組合としても問題を集約し 早急な 社の労働条件改善
会社に質していくことが必 が必要。
要だ。大きな事象・提案だ ▼安全問題。 北海道事故
けでなく、こうしたことを 関係では運輸安全委員会や
議論するテーブルの設置も 国土交通省による特別保安
求めたい。
監査が入っているが、間も
なく仙台支社内の電力職場
仙台電力区分会
にも保安監査が入る予定で
職場は戦々恐々。設備メン
テナンス合理化から 年が
経過し、三分の一になった
要員のツケが、技術センター
では超勤の常態化、メンテ
ナンスセンターでは設備保
全の不備に現れている。一
例としてシステム化された
「設備管理」があるが、
「検査結果」の放置が多く
▼協力会社の労働条件改善。 見受けられる。また諸元デー
先日、 社である 電設で タの精度が悪いため、本来
自社高所作業車のオイルホー 修繕されるべき設備が放置
スが切断され作業中止の事 され、取替済の設備をまた
象があった。 月にも工事 交換している有様で数百万
材料の運搬台車（トロ）の の損失。問題点を上げれば
ブレーキ用エアホースが鋭 キリがなく、労働条件の改
利なもので傷つけられ作業 善と合わせて の安全に対
開始直前に中止になった。 するチェック機能を点検・
聞くところによればさらに 摘発運動で組織的に行うべ
以前にも同様の破壊行為が き。
あった模様。背景には 電 ▼分会活動。数年ぶりに大
設とその下請会社の劣悪な 会を開催し新体制を整えた。
労働条件があると考える。 こうした問題や課題に取り
下請会社の作業員達は、連 組み解決を図っていく。
日連夜の危険な作業で死と
隣り合わせの作業実態であ 執 行 部 答 弁
り、それが不平・不満となっ
て破壊行為に現れているの
では。犯人は見つかってお ▼組対費の支払いに関する
らず、エスカレートが心配。 変更。本部闘争指令 号で
年前仙台駅構内で発生し は、 号を継続するとして
た 電設社員の労災死亡事 おり、変更はないと捉えて
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