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結城委員

答︒多くの組合員から怒り 社を職場で働く我々労働者 ▼今春闘は本当に労組の力
と落胆︑そしてストで闘い が構築しなければならない︒ が試される︒政府と財界で
たいとの声があった︒
全国統一組織の優位性を 賃上げが決められるという
夏期手当の時にあった貸付 活かし︑会社間格差是正と ことは労働組合不要論と一
金の問題︒今回ないがその 要求実現︑組織拡大に向け 体︒国労要求の獲得に向け
理由は何か︒分会では 控 共に闘おう︒
頑張る︒
除できない組合員もいたが︑
▼ 月 日と 日に会社の
希望する組合員もいなかっ 小牛田運輸区分会
施設を利用した全体集会を
た︒返済のあてがないため
開催し︑一人一要求を集約︒
か⁝︒これが貨物組合員の
月に現場長交渉を予定︒
現状︒
▼組織強化・拡大︒最近の
▼ 春闘︒ 月７日に全体
異動では﹁滞留者﹂の異動︑
集会を開催し︑年末手当同
特に他労組役員にも異動の
様の行動と門前チラシ配布
打診が見受けられ︑不安や
と署名を行い︑ベア獲得の
不満が聞こえる︒他分会の
ため闘っている︒組合員か
活動を参考にし︑組織拡大
らは﹁貨物本社に対しての
の取組みを強化する︒
具体的闘争指示がない﹂
﹁分会はストで闘う準備は ▼不当配転改善︒分会は地 郡山保線区分会
できている﹂の声︒
本と連携し事あるごと転勤
一方で 東は莫大な利益 問題を取り組んできた︒菅
を上げており︑昨年のベア 原氏︑大和氏が帰ってきた︒
ゼロは納得できない︒今春 ただ不当配転者はまだおり︑
闘の闘いを 月７日の一日 戻す運動の継続を︒
だけでなく︑ベアを勝ち取 ▼エルダー︒今回はＳさん
る意気込みで地本も闘って 一人が対象︒体調不良で入
もらいたい︒
院加療中︒配属箇所の問題
旅客のベアなしで貨物のベ で現場と分会︑地本と会社
ア実現はない︒
でどのような対応をするの
▼組織対策費の扱い︒第
▼ 月 日と ・ 日の大
か
や
り
取
り
︒
一
定
の
回
答
を
回大会でスト基金に戻すと 得た︒
雪に伴う雪害対応︒中通り
決定し︑その時期は中央委 ▼平和と民主主義を守る闘 地区では観測史上最大の積
員会で決定するとした︒し い︒美里町議選で我妻薫氏 雪に︒保線職場では踏切除
かし指令 号では第 回大 の再選を勝ち取った︒我妻 雪対応を中心に大変な状況
会まで組対費を暫定的に継 氏は原発事故の放射能の影 が続いた︒こうした中︑冬
続とある︒経過矛盾があり︑ 響を議会に取り上げ女川原 期体制を取らない東北本線
説明を︒
発再稼働反対の議決を導い 等の線区では若松のビック
▼一時金では貨物と旅客で た︒﹁核と人類は共存でき ロモを活用し︑郡山〜白石
ヶ月分の差︒貨物会社社
間や白河構内等を計画実施
な
い
﹂
と
脱
原
発
と
原
発
再
稼
員の生活状況は極めて厳し 働反対の声を
した︒今回は特別な異常時
い︒要求通りの回答を引き ▼検修外注化︒コンプライ であり早期の輸送回復と運
出せるよう︑客・貨一体で アンス違反や偽装請負の疑 転再開のためにはやむを得
ストを背景にした闘いを構 念がある︒また被服類は要 ない対応と考えるが︑今後
築すること︒現場で闘う姿 求で配布されたが︑作業環 そのルールについて協議す
を見せることこそ他労組と 境等労働条件に関する交渉 る必要がある︒
の違いをはっきりさせ組織
▼今回の問題点として︑
が
で
き
な
い
︒
環
境
の
確
立
を
拡大にも繋がると考える︒ 要請する︒
﹁直轄と 社が混在する乗
▼安心して働ける社会︑会
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小檜山委員
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会津若松地区分会

望に沿った遠距離通勤の解
消を求める︒
▼春闘︒貨物の仲間は︑会
社間格差もあるが︑﹁ 才
からの 割カットが一番効
く︒将来展望が持てなくな
る﹂と言っている︒この改
は今年１月中旬︒本来提示 善の闘いを本気で︒抗議行
は 月末であり︑あまりに 動のあり方︒貨物会社に対
も遅い︒
する抗議だけの行動だ︒東
また契約するための時間 日本も満額でないのに貨物
が自分の時間︒ 時間程度 に対してだけの抗議行動で
のために一日休日を取得し は客・貨一体の闘いではな
なければならない︒勤務と いという声︒考慮を︒
して扱うよう交渉していく ▼ 月 日予算委員会での
のも重要︒
民主党岡田克也議員の質問
▼出向先の労働条件︒昨年 では︑﹁公務員は 歳から
ある先輩が協力会社に採用 昇給抑制を行っているが︑
されたがもっとも体力が必 さらに前倒しを﹂その前の
要とされる職場に配属され︑ 発言では﹁公務員の早期退
ヶ月で退職に追い込まれ 職募集制度を 歳代後半か
た ︒ ま た 他 労 組 の 先 輩 も らにすべきと﹂提案してい
﹁一服する場所が狭く︑イ る︒民主党が我々労働者の
スもない︒一日立ちっぱな 権利を守る政党ではないこ
し﹂と話していた︒ 歳を とは明らかだ︒
過ぎ︑体も老化が進んでい
る︒労働条件の確保の努力 貨物宮城分会
も必要︒
郡総では 人がエルダー
希望︑しかし職種や場所が
希望と違うなど 人に提示
がない︒早急に希望に沿っ
た提示をするよう組合全体
で闘わなければならない︒
▼遠距離配転問題︒郡山〜
会津若松の往路︑大雪で運
休︒翌日始発で戻ったが︑
仕事中も体調不良であった︒ ▼ 年末手当の闘い︒ 月
日の全体集会では︑現場
毎日通勤している方は体力
が持たないのでは︒本人希 長交渉︑本社・支社へのＦ
ＡＸ行動︑ジャンボハガキ
送付︑社長宛の個人ハガキ
送付︑本部へスト要請ＦＡ
Ｘなどの取組みを決定︒本
社へは 回ＦＡＸ︑本部へ
は 回スト要請ＦＡＸをし
たが︑回答は ・ ヶ月＋
・ ヶ月という超低額回
14

42

猪股委員

▼職場状況︒喜多方駅だが
要員が逼迫し臨時勤務や超
勤処理︒年休消化も危うい
状況︒
▼昨年 月︑小野新町駅構
内で踏切無遮断で入換した
事故︒当事者は先輩のＫさ
ん︒乗務を下ろされ日勤と
して机一つ預けられ通勤︒
区長は元の職場に戻さない
と話しているようだ︒事故
を発生させた場合︑かつて
は日勤教育と称した懲罰的
な扱いをしていたが︑現在
もそうした扱いはしている
のか︒
▼エルダー先は希望する若
松でなく福島に︒若松はエ
ルダー配属が厳しいため今
後このような配属があるの
かと心配︒職場と地本の両
方から声を上げることが大
事︒

郡工支部装置科分会

大川原委員
▼エルダー制度︒定年を迎
える社員に提示があったの
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日下委員

定例化と職場の事象と実態
を出し合い議論を重ねてき
た︒新入社員への説明はし
てきたが︑独自的行動は成
し得なかった︒創意工夫し
た行動と運動を進めたい︒
▼踏切問題︒大根原事故︑
その後の石和温泉駅構内の
事故から対策が出たが︑
﹁踏切連絡責任者﹂の取扱
いが制定され︑他系統社員
の踏切事故の出動が激減し
信通社員が交通整理をし復
旧が遅れる実態がある︒
調査によれば︑若松・米
沢・小牛田地区はサポート
センターが踏切対応に出動
実績が多く︑また他支社で
は他系統の出動も多く︑信
通社員は現場復帰作業がメ
インと聞く︒他支社より少
ない要員で対応するのは無
理があり︑見直しに向け要
求を整理したい︒
▼安全問題︒相当数の事故
が発生︒塩釜での感電事故
では協力会社の若手社員が
現在も入院中︒
新幹線確認車と一輪車の接
触︒作業終了せずに虚偽の
作業終了報告は 北海道と
同じ︒しかしそうせざるを
得ない背景の調査は必要で
考えている︒
また幹線仙台駅構内での
手続き不良での線路内立ち
入りも発生︒安定輸送も重
要だが︑安心・安全な作業
体制が最優先︒分会は引き
続き点検調査を実施してい
く︒
▼貨物問題︒ の第一四半
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務での指揮命令系統﹂﹁ロ が真の再発防止でありその 否した経過もあると聞く︒ ◆エルダー︒年々提示が遅 方向性は間違いないという える︒本部を動かすにはど
モ除雪時のフランジャー・ 方向で会社に改善をするよ 安全・安定輸送にゆゆしき くなっている︒地本内では 認識︒それ以降の取り扱い うしたらよいか︑仙台地本
ウイングの問題﹂﹁夜勤か う求める︒また郡山・若松 問題︒直営での作業を継続
人だ︒地方の特情として について問題だということ として本気で考えてもらい
ら翌日昼前までの長時間勤 地区でＫさんを支え頑張る︒ するよう求めたい︒
受け入れ先がないというの だと思うので︑指令文書に たい︒
務﹂の問題などがある︒
▼春闘︒支部は 月 日に ▼スト基金︒全国大会では は事実である︒本社にも言っ ついて確認する︒
▼函館線貨物脱線事故︒検
月 日工務協議会の幹事会 春闘討論集会を開催︒また 組対費をスト基金に戻すと ているが︑だからその場合 ■ストの要請は本部︑エリ 査数値の改ざんが発覚し︑
があるので要求作りをして 終了後には﹁貨物分会激励 決定︑しかし中央委員会で は職場に残せと言っている ア︑貨物協議会に伝えてい 社長以下百人以上が処分さ
いく︒
交流会﹂を盛大に実施︒
は変更された︒全国大会で が︑原則出向として曲げな く︒これまでもＦＡＸでの れた︒ 月 日には国交省
▼郡山運輸区Ｋさんの扱い 春闘を精一杯闘いベアを勝 の決定事項を変更するので い︒粘り強く︑誕生日順か 要請があったことはその都 の監査を妨害したとして本
について︒小野新町駅で車 ち取りたい︒
あれば︑全組合員に説明し︑ らやっていく時期︒会社は 度本部に伝えている︒
社など ヶ所の家宅捜索ま
両入換時︑踏切が遮断され ▼﹁全ての闘いを組織拡大 臨時全国大会を開催するの 全体が決まるまでは公にし ■貨物貸付金に対し︑昨年 で受けた︒
なかった事故以降︑指導担 に繋げていく﹂という支部 が筋でないか︒
ない方針のようだ︒
末に本部に確認した︒夏は 職場では﹁膨大なレール
当のところに机はあるが︑ 方針の実践の中︑公家さん ▼組対費の金額︒根拠と期 契約時間の問題︒是正を 考えていたが︑冬は考えて 使用料は適正に使用されて
ほぼ業務指示がなく会話も が加入した︒郡山駅連合の 間を組合員に明らかにすべ 求めていく︒
いないという本部の返答︒ いるのか疑問だ﹂﹁これだ
ない状態が続いている︒日 検修班では﹁他労組への不 き︒スト基金も同様︒
労働条件︒会社訪問もやっ
けの問題を引き起こしなが
勤教育そのもの︒ 年の福 満を訴える方も多く︑背中
ているが︑正直進んでいな
ら貨物より手当が多い︒ふ
貨物福島分会
知山線脱線転覆事故の背後 を押しただけ﹂というが︑
い︒並行して支社としっか
ざけた話だ﹂という声︒皆
要因には日勤教育があった 日頃からの繋がりと︑最後
り交渉を進めていく︒
はどう考えるか︒
と言われており︑こうした の一声を言うか言わないか
◆遠距離配転︒調査名簿の
▼ 月 日︑福島県支部に
歌川業務部長
扱いは本人だけでなく他の が大きなポイントと学ばさ
精度が悪かった経過もあり︑
よる貨物分会の激励会が郡
社員も萎縮させあのような れている︒設備系の職場か ◆小野新町駅構内の踏切無 刻々と変化する希望にマッ
山駅前で開催された︒約
事故を東日本でも起こしか らも仲間を迎えられるよう
チするよう進めていく︒
人で和気合い合い︑良い雰
遮
断
事
故
︒
て
こ
扱
い
の
時
間
ねない問題だ︒
奮闘したい︒
◆Ｓさんの提示︒会社は病
囲気で過ごした︒
が
焦
点
︒
本
人
は
遅
か
っ
た
︑
▼ 月 日︑本人にエルダー
▼過日の大雪では︑郡タ構
会社は通過してから扱った 気の方は原則提示しないと
勤務先が提示されたが︑若 仙総支部組立分会
いう姿勢︒早く病気を直し
内はポイント不転換が連続
と
し
︑
組
合
と
対
立
︒
松から通勤圏外である福島
てもらいたい︒
して発生︑対応に追われた︒
事
例
は
何
回
か
あ
り
︑
最
近
のテクノであり見せしめ的︒
だが職場は高齢化し将来
では同じ場所で運転士が車 ◆南岸低気圧接近による雪 ▼貨物職場の賃金問題︒
▼自己対策︒この間︑設備
掌の鎖錠の前に発車した例︒ 害︒労働条件については各 才から基本給 割カット︑ が不安︒安全確保のために
関係の事故対応は﹁人間は
この方は 年 ヶ月 日 方面から上がってきている︒ ボーナスの旅客会社との大 も十分な要員確保が必要だ︒
ミスをする﹂ことを前提に︑
間︑日勤教育︒作業指示は 工務協の幹事会で詰めたい︒ 幅な格差︑レール使用料問
人間の注意力に頼らない
なく座っているだけで︑挙
題
と社長の賃金抑制発言︒ 仙台信通分会
﹁原則線閉﹂の保安体制︑
句に出向︒今回は本人と会 原 子 書 記 長
昨年末の手当の回答は︑
またＴＣ型列車接近警報装
社の意見の相違があり︑本
・ ヶ月で︑夏・冬合わ
置の配備など︑安全への設
人主張を尊重し進めている︒ ■組織対策費︒指令 号の せても ・ ヶ月で︑ 年
備投資を実施してきた経緯
◆Ｋさんエルダー配属先だ 通り︒第 回定期全国大会 と 年の過去最低であった
がある︒だが今回の対策と ▼エルダー 幹総では 人 が︑本人希望はテクノ会津 で組織対策費を止めスト基
年間 ・ ヶ月をも下回っ
しては全方位の踏切警報器 決定していない︒会社が作っ 若松営業所︒過去にエルダー 金に戻すと決めた︒ 月
た︒なぜここまで貨物社員
の設置は決まったが︑他は た制度であり︑また業務委 で単身赴任で配属したのは 日の全国代表者会議で一定
がいじめられなければなら
車掌の通告を運転士が復唱 託の際︑理由として﹁エル 郡山信通のＯさん︒本社は の方向性を示し︑ 月 日
ないのか︒ボーナスは生活
することをマニュアルに追 ダー社員のため﹂と明言し エルダーの単身赴任は好ま の中央委員会で決定した︒
費の一部どころか生活費そ
加するという乗務員任せの ている︒不安のないよう会 しくないと返答︒今回のこ すなわち指令 号の通り
のもの︒老後の貯蓄に回す
対策だ︒郡山信通区分会が 社にしっかり言ってもらい とでは最低でも郡山への提 の認識だ︒中央委員会では
余裕などなく本当に苦しい︒ ▼組織拡大︒数年前︑あと
提案している︑﹁遮断され たい︒
示を求めていく︒本人への 組織対策費を継続すべきと ︵闘いの︶支援を要請する︒
少しで加入にならず︒分会
なければ進路開通しない配 ▼業務改善︒ 月 日提案 皆さんのフォローをお願い いう意見が多く︑反対は
▼我々の思いをぶつけるた は組織強化なくして拡大な
電盤リレーの改善﹂等で安 を受けた︒しかし協力会社
人︒委員会の中で︑ 月末
す
る
︒
めにもストは今すべきと考 しと位置付け執行委員会の
全への投資をしていくこと がコストの関係で請負を拒
までの徴収を決定しており
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期では東日本︑西日本が過
去最高益の決算︒その影で
貨物の問題がある︒また北
海道問題は事故続きで運輸
安全委員会が事故調査に入っ
たが︑これは分割民営化の
失敗と言えないか︒貨物︑
北海道︑四国︑九州は発足
から現在の状態が想定され
ていたはず︒
これまでの貨物職場の状
況と実態を考慮すれば 春
闘をストを考慮した行動と
運動を下部組織から提起す
べきでは︒
▼全国大会決定事項を反故
にするのは疑義がある︒ど
のような場面でも少数意見
にも耳を傾け組合民主主義
を確立されることを願う︒

2

14

40

斉藤委員

▼職場状況︒仙台宮城野運
い線区と区分けしなかった
仙
総
支
部
運
転
分
会
輸区は乗務員職場︒これま
こと︒仙台支社は分けなかっ
で新型端末︵車内で カー
たため対応が一律となった︒
ド精算可︶やタブレット導
今後議論をしていく︒
入で労働密度が増大︒また
◆仙台構内の未承認立ち入
要員問題では︑女性乗務員
り事故︒手続きの問題︒支
は妊娠するとすぐに乗務停
社は１１０㎞ 以下の区間
止︒しかし補充されていな
を本社に報告していなかっ
い︒出勤遅延・アルコール
た︒今後このようなことが
反応︑新型ポスの現金扱い
ないように支社と折衝して
誤り︑ロッカー室での現金
いる︒
盗難事故⁝︒宮城野では明 ▼エルダー︒運転分会はエ ◆振動障害︒局部振動を発
番での連続乗車など負担が ルダー組合員も多く︑昨年 生させる工具に対し︑労働
大きく体調不良者がでてい から一要求として取り組ん 安全衛生法の基発第５８５
る︒
でいる︒委託会社の詰所で 号の文書がある︒その中に
▼ダイヤ改正︒改悪になり︑ 電子レンジ使用でブレーカー ﹁日常的使用﹂という文言
二日前の交渉では︑夕食時 が落ちる事象があり改善を がある︒月に ・ 回とい
間やトイレ時間など会社は 求めた︒直轄の詰所でも同 う程度では該当しない︒た
効率性のみの主張︒我々は 様の事象が︒業務部の動き だ希望するということであ
会社と対立をして闘ってい で改善されたが︑一要求な れば申し入れをする︒
かなければならないと強く ど職場で改善出来るものは ◆見極め交渉の申し入れ文
感じた︒
書の変更は地本の独断︒組
職場で改善を図りたい︒
▼女性の短時間行路勤務に ▼ストに対する我々の構え︒ 合員から指摘があったこと
ついては超勤はないとされ 貨物問題等出されているが︑ に対しお詫びする︒
ていたが︑過日の大雪で大 ストで闘う姿勢・意思表示 ◆ＮＦＢ落下は︑現場と要
幅に勤務時間が延びた︒本 が必要では︒ 分でも連帯 求の乖離︒電力不足と勘違
人が認めればよいのか︒確 し共に闘うという姿勢が大 いした︒使用機械が容量不
認したい︒
事でないか︒地本としても 足で落下すると思っていた
▼スト基金と組織対策費に 考慮すべきと考える︒
が︑実際は電子レンジ︒別
ついて︒大会決定事項が委
途交渉時に話をする︒
員会で修正・変更されてい
◆女性の短時間労働︑育児
る︒その場合︑職場討議を
行路︒基本超勤はない︒た
し︑臨時大会に諮るべきも
だし交通事情で交代要員を
のであり機関運営を無視し 歌 川 業 務 部 長
派遣できない場合はあり得
ていないか︒現場では分か
るとなっている︒基本は交
らない組合員も多い︒説明 ◆踏切事故︒ 名の解雇以 代要員をだすべきと思うが
降︑サポセなど現場に来な 要員がいないのか⁝︒
会の開催を要請する︒
くなってきたのは指摘通り︒
また小野新町の踏切改善で 原 子 書 記 長
は︑設備改修の動きもあっ
たが運車と信通課で確執が ■組織対策費︒中央委員会
あり困難な状況︒
では︑手続き上の問題で発
踏切問題プロジェクト会 言があったのは一人︑あと
議を立ち上げて議論した︒ は継続要請や期間限定の扱
本社と支社対策の決定的違 いにという内容︒全国代表
いは︑閑散線区とそうでな 者会議を経て中央委員会で

30

2

仙台保線区分会

ない直轄作業の復活であり︑ 委員会で 月まで徴収する ②依託会社の体制が整えば
当然業務量は増大している︒ としているが︑最高決議機 いつでも業務は依託する
また軍手︑軍足︑安全靴︑ 関の決定は重い︒組合民主 ③業務委託と﹁グループ会
合羽︑保護具など︑自分か 主義の否定であり認められ 社と一体となった業務体制
ら要求しないと支給されな ない︒組織対策の重要性は の更なる推進﹂では委託会
い状況︒業務に必要なもの 理解するが︑使用基準や内 社の教育要員数が違うこと
はしっかり支給するよう︑ 容を明らかにすべき︒
が明らかに︒
現場も話すが︑交渉でも伝 毎月の積み立て︑相当な金 この間︑請負会社ではプ
えてもらいたい︒
額︒世間的にも消費税増税 ロパー・エルダー社員共に
▼振動病検査の復活を︒沿 もあり︑ここは組織された 傷害事故が増加し︑常識的
線住民の苦情により草刈が 労働組合としてストでベア には考えられない危険顕在
多くなり刈払機を使用︑ま を勝ち取るという姿勢を見 化事象が多発している︒重
た直轄補修ではタイタンパー せるべき︒
大事故に繋がる恐れが危惧
やグラインダーも使用する︒
され︑今後安全な車両を提
以前実施していた振動病検 仙総支部車体分会
供するためにも無責任・無
査の復活を申し入れてもら
計画な会社施策には注視し
いたい︒
ていく︒
▼ 春闘︒班集会を開催し︑
▼ 春闘︒支部は各分会の
国労として何が出来るのか
協力を得て︑昨年同様エル
議論︒職場環境では皆が不
ダー職場も巻き込み要求を
満を持っているが︑集約す
作成︒上部機関の協力で進
る場がなかった︒話しする
展する箇所もあるが︑﹁例
場をしっかり作ることが大
年通り﹂と中々解決できな
切︒要求を作成し所長に申
い箇所も︒今後︑業務改善
し入れを行うよう︑まとめ
要求の交渉と合わせ分会と
ている︒国労要求の回答指 ▼業務改善︒１月 日︑
一体となって取組む︒
定日までに組合員数名で提 年度の業務改善提案がされ
月７日の総行動には仙
た︒昨年来︑幹総では規模 総から 人参加の予定で調
出することを確認︒
また国労組合員である意 が拡大し︑下半期に時間差 整中︒
志表示をしていこうと︑春 的に実施されてきた︒
▼組織強化・拡大︒ 月
闘期間中くらいは超勤しな 一方で提案時にもこの間の 日に東日本本部武田組織部
いようにという話も出たが︑ 会社の矛盾を追求し︑ 月 長を迎え︑組織強化・拡大
日に行われた見極め交渉 に向けた学習会を取り組ん
まとまらず︒実態は夜間作
業前︑また始業前や就業後 でも今年度︵ 年度︶の提 だ︒
にもタダ働きしている組合 案施策に関しては年度内に 昨年復帰した小池さんは︑
員がいる︒しかし﹁国労﹂ 教育がされず︑遅れている 他分会も含め︑長年の付き
ということで差別され︑試 と指摘︒急遽︑ と委託会 合いから復帰があった︒分
験も中々合格しないがそれ 社社員で︑廃車を使用し実 会旗開きでは全組合員が祝
でも国労組合員として頑張っ 習を行う模様︒
福し︑また勇気づけられた︒
ている︒こうした実態をエ この間︑委託会社は教育 今後共組織一丸となって組
リアや地本にも理解しても に来れないことが多々あっ 織拡大に奮闘する︒
らいたい︒また春闘勝利に た︒つまり要員不足が明ら
向け︑ストで闘うよう指導 かであり︑技術継承不足が 仙台・宮城野運輸区分会
顕著に表れている︒
を要請する︒
月 日の見極め交渉では︑
▼組織対策費︒昨年の大会
で徴収しないと決定︒中央 ①委託は過渡期である
13
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牛沢委員

▼職場状況︒メンテ以降︑
現場では移動距離が長く時
間がかかる︒科により違う
が朝現場に行き夕方 時頃
に戻り︑その後検査結果や
データをまとめるという流
れ︒残業︑サービス残業が
多い︒
メンテ見直しがあり︑Ｐ
社業務である補修作業が可
能となり︑直轄で軌道整備
等を実施︒しかし要員増は
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月末まで徴収すると決定
したものであり理解を賜り
たい︒
■ストの要請の意見が多く
あった︒本部には要請があっ
たと伝える︒また中央委員
会後に本部から﹁労働者の
権利について︵争議権・編︶
という冊子が出された︒地
本には意見がなかったこと
を報告しておく︒

議を 月 日に開催︒今後
の方向性を議題にし国労本
部・エリア本部と共に闘い
を進めていく︒
■ ・ 東日本大震災では︑
遠距離通勤があらためて問
題に︒帰宅困難︑反対に出
勤困難で自宅待機の社員も︒
地元職場であればより良
い対応が素早く出来たはず︒
これまでの異常時の問題
と合わせ更に改善を求めて
いく︒
組織強化拡大に向けた
闘いについて

19

本本部への激励や支援行動 後も粘り強く改善に向け取
と合わせ︑地方からも精一 り組む︒
杯の取り組みを︒
■一人一要求・現場長等と
安全・安定輸送確立に
の話し合いの取り組み︒
向けた闘いについて
職場集会︑学習会の設定
等︑これまで多くの取り組
みが各地で行われ︑また今
後も予定されている︒
こうした機関運動の積み
上げにより︑職場から春闘
を構築することが我々の任
務と課題だ︒
月 日の回答指定日ま
での期間︑集中した取り組
みを全体でやりきることが
重要︒継続し︑かつ創意工
夫し進めていく︒
■国労運動を継承するには
組織を拡大する他ない︒
地本は 月 〜 日に組
織強化・拡大に向けた対策
会議を開催し︑全分会が組
織対策会議を開催する提起
をし︑全組合員が組織拡大
を意識していくことを確認
してきた︒
春闘と合わせ新規採用者
の加入獲得に向けた意思統
一を要請する︒
現状は個人の奮闘が大き
いが︑組織的取組みになる
よう努めていく︒
■先輩方の退職により組織
減少が余儀なくされている︒
これまでと同様の運動を継
続するのには組合員の負担
が大きくなっている︒組織
の活性化には青年組織が必
要︒各機関での組織対策会
議の開催日程を地方本部に
連絡を︒
月 日に各支部組織部
長会議を開催するので参加
を要請する︒
組織拡大に特効薬は無い
と言われており繰り返しの
会議になるが協力を︒
18

14

新たな再雇用制度につ
いて

14

■ 月ダイヤ改正︑ 年度
総合車両センター関係業務
改善︑会津若松駅自動改札
機導入等々︑支社提案を受
けており︑団体交渉の強化
を図る︒
異常時の問題では︑何度
も支社と議論してきたが︑
現場での要求と噛み合わな
い状況が続いている︒また
新システムの導入や更新︑
新しい技術や機械の導入に
合わせた教育が不十分であ
る︒技術継承問題と合わせ
職場の要求集約を要請する︒
■職場における仕事総点検
運動を実践し︑問題点を議
論し改善に向けた取り組み
の強化が求められている︒
安全︵教育︶には人も金
も時間もかかるということ
であり︑制度やシステムの
検証と合わせ職場の問題を
取り上げ改善に向けた取り
組みの強化を要請したい︒
同時に会社へも強く改善を
求めていく︒
■放射能問題︒東京電力福
島第一原発の汚染水貯蔵タ
ンクから高濃度汚染水が漏
れたとマスコミ発表があっ
たが︑全国の原発再稼働を
許さない取り組みの強化が
求められている︒
団体交渉も行われたが︑
支社の対応は何もない︒我々
働くものと家族︑そして利
用者の安全がなければ安全・
安定輸送はありえない︒
昨年の﹁国労フクシマ交
流・視察学習会﹂の総括会
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書記長集約
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２０１４春闘と労働条
件改善の闘いについて

2

3

■エルダー制度︒支社から
﹁今回も出向先の確保が厳
しい状況﹂と言われていた
が︑一昨年・昨年より早く
提示がされてきている︒一
方で現段階で提示のない組
合員もおり︑再度取り組み
の強化をしていく︒
また労働環境は劣悪であ
り︑エルダー先の労働条件
改善が大きな課題︒業務が
きつく最初から希望しない
方もいるとの報告もある︒
地本は︑エルダー及び嘱
託組合員の職場交流会を
月 日︵日︶に予定してお
り︑職場実態を出し合い改
善の取組みを強化していく︒
またグループ会社への訪
問を実施し︑訪問を拒否さ
れた会社へも再度訪問を求
めていく︒
■遠距離通勤解消︒支社を
通し改善を求めてきた︒毎
年数人だが改善もある︒今
5

6

1

1.

■昨年︑貨物会社は 年連
続ベア・ゼロ︑夏季手当 ・
ヶ月︑年末手当 ・ ヶ
月と年間を通じて過去最低
であり︑﹁超低額﹂抑制の
結果に︒旅客会社 年連続
のベア・ゼロ︒
賃金アンケートのナマ要
求は５８︐０１１円だが︑
先の中央委員会で 年度新
賃金要求額を一万円に決定
し︑ 月 日に各社一斉に
申し入れした︒また東日本
本部は︑﹁所定昇給額﹂に
消費税率アップの ％を乗
じた額の加算要求を東日本
拡大委員会で確認︒
■春闘情勢は厳しい状況に
は代わりないが︑職場労働
条件改善と合わせ精一杯の
取組を︒具体的には︑仙台
総行動・東北総決起集会の
大衆行動︑そして︑ 人一
要求・職場改善要求集約︒
貨物の仲間への激励行動
等の取組や国労青年・婦人・
家族による中央行動と合わ
せ︑客貨一体の中央行動等
が取り組まれる︒その先頭
で奮闘している本部・東日
3 1
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