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▼ 月 日東北総決起集会 ▼エルダー社員の要求集約 ▼新規採用者獲得の取組み︒ だいると思う︒働きかけを
でのエリア委員長あいさつ は昨年よりスムーズに︒課 組合説明を実施した職場も 強めたい︒
で︑初めからストなしの発 題は労働条件改善に向けど あるが厳しい環境︒
言は闘う姿勢が問われる︒ う反映させるか︒
▼放射能問題︒支部は放射
郡
工
支部
地方本部は 月 日︑仙台市青葉区中央市民センター スケジュールの話は事前か ▼現場長要請︒支部は総務 能対策委員会を立上げてお
橋本執行委員長
において 年春闘の中間総括会議を開催した︒
ら準備していれば問題ない 課へ要請︒分会は 分会が り︑線量測定を定期的に実
会議には各支部と分会代表が参加し︑それぞれの機 こと︒貨物組合員の中には 実施︒日常・通年の取組み 施し︑データを基に交渉す ▼ 年度業務改善提案︒委
関においての総括を持ち寄り︑賃金闘争をはじめ労働 期末手当の低額回答により が大切︒
べく取組みを継続中︒
託する各業務について 月
条件改善や組織問題など様々な角度から活発な意見交 住宅ローンが支払えない︑ ▼学習会・大衆行動︒地本 ▼ 月 日︑冬期対策振り 教育︑ 月実施の内容︒
換を行い全体で総括した︒
また子供の進学を諦めたと 役員を招き会社施設で学習 返り交流会を予定︒除雪を
月小集会を開催し議論︒
の声も︒本気で闘う姿勢を︒ 会︒ 月 日支部総決起集 取り巻く職場環境を中心に 解明交渉を経ての基本交
▼仙台分連協を中心に︑新 会 人︑ 日東北総決起集 議論する予定︒
渉では︑合理化に伴う車両
採配属日に北部現業前でチ 会 人・仙台総行動 人が
の品質低下や偽装請負︑出
集会は地本歌川副委員長 続いて地本原子書記長が︑ ラシ配布行動を実施︒
参加︒ 工場交流会も開催︒ 山 形 県支 部 新 庄 駅連 向の強要等の問題︑外注化
のあいさつで開会︑主催者 仙台地本の春闘の経過と今 ▼業務委託問題︒委託駅が 通常 日に渡る行動が 日
若野執行委員長 業務の問題点を追求︒
の地本大沼委員長は︑﹁
後の課題について提起し全 間もなく 駅に︒チラシ配 に集約され︑集中した取組
▼貨物格差︒旅客会社と比
では本州三社でベア獲得︑ 体討論に入った︒
布を取組むので協力を︒
に評価も︒
▼職場要求︒冬期間は除雪 較し労働条件が格段に低い
三島・貨物は定昇のみ︒地
▼支部の取組み︒ 月 日︑ ▼組織強化・拡大︒昨年︑ 等で大変なため︑研修や出 状態が 年以上継続︒貨物
本は職場から春闘を構築す
被災者を励ます集い︑ 月 待望の加入が︒日常の仲間 張を低減し︑また年休が取 郡山車両所では昨年から今
るため︑大衆行動への組織
日︑エルダー・嘱託組合 との関わり合いの大切さを れない若手社員もおり︑他 年にかけて 人が若年退職︒
の 割参加と一人一要求を
員激励交流会︒
学んだ︒若手との交流も支 労組分会長と共に駅長と話 貨物格差に対する闘いは︑
集約し︑現場長へ改善を求 宮城県支部
部・分会で創意工夫した取 合いを持った︒更に若手社 分割・民営という国策に対
山田書記長
める取組みを追及︒取組み
組みを行う︒
員の超勤の慢性化解消と若 する闘い︒敵よりも一日長
仙
総
所
支
部
の教訓点と反省を出し合い
手にプロジェクト会議等が く︑粘り強く闘う︒
高橋書記長
次の闘いへ活かそう﹂とし︑ ▼ 春闘︒一人ひとりが参
集中しているので分散化を ▼組織強化・拡大︒現場実
福島県支部
大衆行動とその成果につい 加する春闘を目指し︑何が ▼検修合理化︒ 年度総合 郡山駅連小椋書記長 要請︵他 労組代表と自分 習生の歓迎会実施などつな
出来るのか︑何をしていく
て確認を求めた︒
車
セ
業
務
改
善
に
対
す
る
見
極
の
人で駅長と話合い︶︒ がりは拡大︒東日本の新規
また組織強化・拡大につ べきかを明確にし︑現場で め交渉︒組合の追求に対し︑ ▼ 年春闘経過︒支部は
労働条件の改善は難かし 採用者に対し支部と分会が
いては︑﹁新入社員が職場 の話合いも取り組まれた︒ ﹁反省を活かす﹂との声を 月の春闘討論集会で①組合 いが︑設備・環境改善は進 門前で歓迎行動︒結果は出
に配属されており︑組織拡 ▼大衆行動等︒東北総決起 引き出す︒
員の生活実態に根ざした要 んでいる︒
ていないが︑今後の働きか
大の取組が進められてきた︒ 集会や仙台総行動︑また前 ▼ 年度業務改善提案を受 求の作成︑②労働条件改善 ▼各種行動︒春闘チラシを けで拡大の芽を作りたい︒
行動することで自信と組織 段の早朝チラシ配布︑貨物 け︑支部業務部長会議で解 を柱に職場から春闘構築を 市役所前等で配布︒統一チ ▼強制配転者を戻す取り組
性が生まれている﹂と報告 門前チラシ配布︵ 月 〜 明要求を作成︑郡工支部と 図る⁝等⑫項目の方針を提 ラシはメーデーで配布実施︒ み︒﹁異動から 年﹂﹁通
日︒ 日は支社前も︶に 摺り合わせし交渉︒現場と 起︒ 月 日︑ 日の大衆 ▼新採対応︒着任日に若手 勤時間が往復 時間﹂等精
し︑実践が大切と述べた︒
最後に憲法改正や集団的 参加︒また 月 〜 日は 支社の温度差を指摘するも︑ 行動にも精力的に取組んだ︒ の勤務時間終了後にパンフ 神的・肉体的にも限界︒
自衛権行使容認の動きなど 北部現業前でチラシ配布︒ 逆に現場のやり取りを問わ
月 日︑支部の全分会・ 等を渡したが︑その後独身 月に配転・出向者交流会を
危険極まりない政治情勢に 延べ人数では過半数の組 れた︒現場長にしっかり伝 全班交流集会を開催し春闘 寮に移動︒二日後に他労組 開催︑要求実現のため互い
触れ︑護憲勢力の結集と拡 合員が何らかの形で行動参 える体制作りが大事︒
総括を実施︒
加入を聞いた︒組合のアピー に奮闘することを意思統一︒
加︒ベア要請及びベアゼロ ▼ 春闘︒ 月に支部闘争 ▼組織強化・拡大︒ 月
大が重要と訴えた︒
ルにはなった︒
▼反原発と放射線対策︒
エリア本部佐藤書記長か に対し抗議のジャンボハガ 委員会を設置し一人一要求︑ 日︑公家さんが加入︒普段 ▼間もなく退職の他労組先 月の反原発福島県民大集会
ら経過・情勢と今後の課題 キを貨物会社に発送︒東北 春闘総行動への参加︑現場 の仲間の関わり合いが重要︒ 輩から﹁最期は国労で﹂と では実行委員会に参加︒地
に つ い て 報 告 を 受 け た ︒ 支社には抗議ＦＡＸ︒国労 長要請行動︑機関紙活動の 現在他労組が再編の動き︒ 話しをされた︒もう少し前 域の労組と連帯し集会を成
本部にはスト要請書の発信︒ 強化など決定︒
︵要旨二面掲載︶
取組みを強めている︒
なら⁝︒こうした先輩はま 功に︒

発行責任者 大沼 元
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分会は 月 日に第 回全 が福島の提示がされた さ どうか︒しっかり日程をとっ
体集会で春闘総括と夏期手 ん︑住宅支援金が会社の通 て調整をし意見を聞き判断
当獲得に向け意志統一する︒ 知漏れにより支払われない をすべき︒来春闘に向けて
▼新採対策︒支社からは現
さんの事︒取組みを強化 ストも含めた具体的取り組
場配属日まで勧誘は待って してもらいたい︒
みを要請する︒
くれと連絡︒しかしその前 ▼組織強・拡大︒駅・車掌 ▼組対費︒経過ではスト基
日に他労組が加入させたこ 班を始め︑信通・保線も若 金を凍結したのはあくまで
とが明らかに︒約束は守ら 手との交流を増やしている︒ 緊急措置︒昨年の全国大会
れず︒
郡山地区から配転者が戻り で戻すと決めたのだからそ
取組に厚みが︒
の通り実施せよ︒引きずら
▼貨物の賃金格差︒旅客の ず︑早急に整理を︒
若松地区分会
分会内にも低賃金や通勤旅 ▼支部はスト要請︑組対費
歌川書記長
費に苦労している組合員︑ の扱い等について本部要請
▼春闘と職場改善︒先輩や エルダー組合員の低賃金︒ したが返答がない︒説明を
同僚が退職を迎えている︒ そこを闘えないと格差是正 求めるという話も︒
年金などまだ働き生活を支 に繋がらない︒日常的な取
えていかなければならない 組に︒
貨物福島分会
のに︑﹁退職がうらやまし
橋
本書記長
い ︒ 俺 も 早 く 辞 め た い ﹂ 宮城県支部
︵文書報告︶
﹁ で辞める﹂の声が多い︒
秋山執行委員長 ▼春闘︒政府自ら経済界に
事実︑収入の当てなく 歳
賃上げ要請する異例な情勢︑
や若年で辞める人︒﹁介護 ▼春闘︒ベア一万円にこだ 貨物は 年連続ベア・ゼロ
や家族の世話﹂は理由の第 わるという話をエリア︑地 を阻止すべく︑現場長申し
二︑第三で︑本当は職場の 方委員会で話していたが⁚︒ 入れ︑ジャンボハガキ︑Ｆ
人間関係︑仕事︑通勤等︑ 今回の賃上げをベアをベ ＡＸ︑署名など取組む︒
私たちの足元の問題︒
アと言えるのか︒一律でな 月には県支部主催で﹁貨物
執行委員会を中心に班会 く職名によって違う金額を 激励集会﹂が持たれ旅客の
でも節目節目に討論され要 国労として認めるのか︒議 仲間と交流が︒
求も整理︒職場によっては 論が必要︒
結果はベア・ゼロ回答︒
若手も巻き込み話合い︑国 回答指定日に回答はあっ この状況で︑郡車セでは貨
労が会社とやり取りし︑団 たが︑土日を挟んで月曜日 物労組 人若年退職︒郡タ
交でも取り上げ改善されて に妥結︒職場では回答すら でも 人が去り︑間もなく
いる︒一方︑要求が集約さ 分からず︑抗議行動すら出 若手 人が退職の予定︒
れても分会に話がない︑職 来ない状態︒貨物は妥結ま 青年に夢と希望を与えら
場で会社に話していないな で期間があって様々な取り れず︑一般社員から管理者
ど︑上部機関に取組みを任 組みが出来た︒
まで落胆と絶望︑ローン支
せ︑自分では手を付けない 旅客は若干の賃上げがあっ 払い等︑将来真っ暗︒モチ
状況も︒班任せにしない班 たが︑職場では運動が進ま ベーションが低下し︑安全・
会の開催を目指す︒
ず︑年度末の業務に追われ 安定輸送の確保に影響が︒
▼分会で議論している仲間 残業をせざるを得ない実態︒ 事実事故も多発︒
の事象︒本人希望とは別の
月 日の集会︒来賓が ﹁ストで闘え﹂﹁なぜこ
駅に異動発令がされようと 来ている中で︑国労は日程 んなに格差が﹂という意見
している さん︑運転事故 が取れないからストの確立 がある︒国労は単一組織︒
で日勤教育︑エルダー配属 が出来なかったという話は 客・貨一体で奮闘し合おう︒
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「上位職に厚い」制度であり今後の
1.14春闘。
東日本本部は3月に国労要求の一万 要求の組立に考慮が必要。
円のベア＋消費税アップ分の3%上乗 2.組織強化・拡大
せ要求を提出。政治がベアを企業に 昨年大会以降、本日まで28人拡大、
要請する情勢の中で、ストで闘えと これまでにないペース。JR本体だけ
でなくG（グループ）会社など幅広い
いう声も承知している。
指令権は本部にあるが、各社の状況 範囲からの拡大は、国労は全体を考
や体力差もあり一律に指令を出せな 慮している証。更なる拡大に期待。
いのも事実。今春闘て準備指令が出 他労組と会社、また労組内の問題で
せなかったのは、時間的制約もあっ 新たな状況も生まれており、しっか
たが、会社毎の交渉日程の違いもあ り対応することが必要。
る。よってストを除く闘いで臨むこ 3.G会社における労使間協約
とを中央戦術委員会や地方代表者会 JR東日本ステーションサービスとい
う首都圏を中心に発足した駅関係のG
議で確認。
貨物会社については本部に交渉権が 会社と国労の労使間協約の締結に向
あり、東日本本部等は貨物協議会と け進めている。今後G会社は地方へ波
共に要請の形で各支社へ。夏季手当 及していくと考えられ、しっかりと
については年度末決算を踏まえての 対応していく。
要求。結果は所定昇給額の1/4、夏季 4.労働条件改善
手当は2.8ヶ月＋一万円。要求からか 労働協約改訂の取組みを実施してき
け離れていたが、国労の指定日に回 た。これまで他労組と会社の協約＝
答してきたことなど総合的に判断し1 就業規則であったが、協約を締結し
7日に妥結に至った。人事賃金制度で たからには組織力を付け、改善の取
は更なる格差を生み出したと言える。組みの強化をしていく。
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郡山市は町内会や企業等 渉︑賃上げ要求提出︒
翌日︑会社は現場に諸注意
との共同により除染を進め ▼職場問題︒遠距離配転者 等を示すも︑従前通りの内
ているが︑会社は線量測定 の﹁帰省援助金制度﹂は実 容であり問題︒
は必要なしの態度︒郡総の 態に合わず︒ バスを利用 ▼ 月 日の行動には７割
敷地内では高線量箇所もあ しての帰省とバスがない路 の組合員が参加し︑行動終
り︑また粉塵が充満する作 線の場合の 在来線運賃の 了後に執行委員会と組織拡
業環境では内部被曝対策も 補助のみ︒また﹁異動に伴 大の取り組みを実施︒
必要︒早急な放射線対策を う二重家賃負担の軽減﹂の ▼今年は契約社員からバス
求めていく︒
制度は︑持ち家者は対象外︒ 社員への登用が例年より多
▼職場から国労は働くもの 制度等について古川・仙台 い︒自己都合退職者が増加
の利益のために闘う組合で では現場長と話し合いを持っ 勤務変更の常態化︑事故で
あることを示し︑組織拡大 た︒
の教育︑検討会で責められ
につなげたい︒
▼支部情報を東日本本部の る︑パワハラ⁝︒
の仙台地本のページに掲 ▼バス東北発足以来︑初め
載開始︒組合員以外にも見 て賃金交渉を実施︒創意工
東北自動車支部
北山執行委員長 てもらっている︒福島県分 夫しながら一歩ずつ運動を
会では情報綴りを新設した 進める︒
▼ 月︑平成 年度夏季ダ が︑乗務員の出入り口から
イヤ提案︒組合は 項目の 外れた箇所︒姑息な対応︒ 貨物宮城分会
内田執行委員長
要求を提出しその後解明交 ▼宮城交通の北陸道の事故︒

▼春闘︒ 月の全体集会で
運動の方向性を確認︒ 日
間の門前チラシ配布行動に
は旅客の仲間も多く参加し
力に︒現場長交渉︑支社・
本社ＦＡＸ︑社長へのジャ
ンボハガキ︑貨物署名︑本
部へスト要請ＦＡＸ︒東北
総決起集会には組織の過半
数︑また 月 日には宮城
野駅北門で貨物組合員 人
を含む参加者総数 人の集
会︒
▼春闘中間総括︒分会アン
ケートでは
①分会行動について︒﹁分
会で決めたことはやり切れ
た﹂﹁他労組を巻き込んだ
宣伝行動が必要﹂﹁回答日
の抗議行動はＦＡＸのみ︒
工夫が必要﹂﹁早朝チラシ
は旅客の仲間が参加し力に﹂
②上部機関への要望︒﹁
年間ベアゼロに対し︑何ら
かの抗議活動が必要﹂﹁ス
ト権は何のためにあるのか﹂
﹁本部・エリア・地本役員
に貨物組合員の生の声を聞
いてもらいたい﹂﹁ストで
闘うべき﹂﹁議員要請行動
も大事だが︑会社に対して
具体的な行動を提起すべき﹂
﹁各種要請については回答
を求めるべき﹂
③その他︒﹁ 月 日のエ
リア委員長発言︒ストにつ
いて時間的制約を話したが
もっと前段で準備を︒スト
を除くではなく︑ストを背
景にした行動をすべき﹂
﹁委員長の戦術会議での発
言は理解に苦しむ︒今こそ
ストで闘うべきではないの
か﹂など︒

15

5

1 2

２０１４年６月５日
国労せんだい
第２６７９号

2

2

3

15

3

13

60

5

22

A

2

60

7

B

