執行部答弁

原子書記長

◆手当の査定の問題︒中身
については報告を受けおら
ず︑詳細はつかめていない︒
今後︑調査の見直しをして
いく︒
◆会社に対しプラス査定の
廃止を言っていく考えはな
い︒

高 橋 代 議 員

て会社に話はしているのか︒ 仙総・台車分会

月 ・ 日の両日に開催された︑第 回定期地方
大会の概要については︑既に国労仙台２７０８号にお
いて報告されているが︑今号では︑全代議員の発言を
掲載する︒

発行責任者 大沼 元

歌川業務部長

野運輸区は︑改札乗務を止
め出勤予備に︒仙石・東北
ライン開業で要員不足にな
り︑運転士・車掌共に毎月
〜 日休日勤務が発生し
ている︒

2

8

会津若松地区分会

吉 田 代 議 員
▼エルダー再雇用︒働く場
の確保が大きな問題︒郡山
や福島地区では辞めざるを
得ない︒首切りだ︑との声
もある︒また病欠者の雇用
の場もない︒地本の考えは︒
▼調査活動の充実︒一時金
で ％〜 ％の増減がある
が︑その査定︒数の報告は
あるが︑理由など内容の詳
細について調査すべきでな
いか︒

仙台建築区分会

統一

抵抗

1

5

3

Ｎo . 2711
2015年12月20日
◆エルダー再雇用先の職場
がない問題︒本社交渉時︑
雇用先がない場合は職場に
残すよう話をしてきたが︑
本社は頭にない状況︒
は高齢者雇用安定法の
定年の廃止または定年年齢
引上げではなく﹁再雇用﹂
という最低の選択をしてい
る︒特に新庄・若松地区に
雇用の場が少ない︒難しい
問題だが︑例えば塩川駅︑
磐梯町駅︑七日町駅など委
託された駅を直轄でどうか
という議論もある︒業務委
託反対が基本︑様々な角度
から検討していく︒

宮城野の車掌は︑起床後
時間程度の連続乗務で︑
朝食とトイレに苦労してお
り︑列車を停めてトイレに
行く人も月 〜 人︒夕食
は移動時間を除くと 分程
度の時間しかなく忙しい行
路が殆ど︒睡眠時間は︑少
ない行路は 時間を切り︑
非番は運転士・車掌共に
﹁寝不足と感じる︒疲れが
取れない﹂という青年労働
者が多くなっている︒
食事・睡眠・トイレ時間
が削られる中︑ 月は出勤
遅延 件︑ 分の出場誤り︑
サボ設定誤り︑入出金機誤
り︑仙石・東北ライン 両
での停止位置誤りが 件発
生︒過酷な労働条件が要因
の一つであるが︑会社は
﹁個人のミス﹂として締め
つけを強めている︒
月 日の大雨では︑避
難勧告が出ている福田町の
職場に︑若手社員が早朝出
勤︒途中車が水没し︑腰ま
で水に浸かりながらも歩い
て出勤すると︑玄関前で時
計を気にした区長がねぎら
いの言葉もなく︑﹁時間ま
で来るように﹂と言ったそ
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伊 藤 代 議 員

3

3

伊 藤 代 議 員

率直な声も︒役員を中心に 検査周期変更の先取りと
同じ人が何度も参加の実態︑ も言える内容︒支社は今年
全体化が課題︒
の提案時︑﹁中期的に時間
▼総合車セ業務改善︒ 月 がかかる︒ 年くらいは見
日に提案︒業務委託の拡 ている﹂と回答しており︑
大と統廃合による新科の設 本社との考えの相違が明ら
置︒ 月 日の地本合対会 か︒今後職能別協議会など
議を経て解明要求を集約︑ と協議し問題点を明らかに
月 日に解明交渉︑基本 していく︒
要求は 月 日に交渉︒
▼組織強化・拡大
月 日の昨年の台車枠 昨年は各分会で歓迎会や組
整備作業の部外委託につい 合説明会を実施したが︑今
ての見極め交渉では︑杜撰 年はまだ予定のみ︒支部組
な教育体制について強く指 織対策会議では︑分会から
摘︑改善を求めてきた︒
﹁分会集会の結集がよくな
支社は﹁委託会社との意 い︒拡大も大事だが︑強化
見交換や勉強会を検討して を重要な課題として取り組
いる﹂と回答したものの︑ まざるを得ない﹂という率
日の基本交渉時には﹁グ 直な意見も︒それでも分会
ループ会社の教育計画に口 の行事等に若手を呼んで交
を挟むことはできない﹂と 流し︑スポーツ観戦などそ
無責任な回答︒
れぞれが出来ることで繋が
また今年度の車体科の委 りを持ち続けている︒この
託教育は 月からの予定が 間の取り組みの成果として︑
半月遅れで始まり︑その上 職場では確実に以前より労
教育を受けるグループ会社 働組合の話は出来るように
の社員が予定通りに来れず︑ なっている︒ただ︑若手は
教育不十分の状況が今年も 自分たちの所属する組合の
発生︒これに前後して︑車 不満はあるものの︑だから
体科では委託予定先への出 国労へというものでもない︒
向の打診を 人に︒当然拒 それでも職場では国労組合
否したが︑会社は技術継承 員が仕事で中心になってき
と言いながら単なる数合わ ており︑しっかりと仕事を
せの対応に終始︒委託教育 こなす国労組合員を見てい
が予定通り出来ないため現 るし信頼もしている︒職場
職出向を強要するのは本末 の先輩・後輩として﹁早く
転倒︑委託を撤回すべきと 国労に来い﹂と自然に言え
現場の声︒今後委託のあり るよう奮闘する︒
方について修正提案を求め
仙台・宮城野運輸区
ていく︒
▼新幹線電車整備実施基準
の改正︒ 月 日の社報
︵東日本報第２１６８号︶
では︑新幹線電車整備実施 ▼職場状況︒ 月ダイヤ改
基準の一部を改正し︑ 月 正で運輸区職場は回送列車
日から施行するとある︒ は全て便乗に︒仙台・宮城
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中島財政部長
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31

1

編集責任者 武田 昌仙

▼春闘︒ 月に支部闘争委
員会を設置し︑一人一要求
など具体的行動の提起を実
施︒業務関係要求は総合車
セ業務改善の基本要求とし
て集約し︑職環要求は春闘
山場に要請書を支部・分会
代表が﹁社員の声﹂として
現場長要請行動を取り組み︑
分会と支部が現場長と話
を行った︒
国労の声を﹁職場の意見﹂
として聞こうとする意識の
変化を作り出してきたこと
は大きな成果︒一方でエル
ダー組合員の職場改善は︑
要求が出向先のグループ会
社に届かないのが課題︒
各 種 動 員は 要 請 数 を 上 回
るも︑﹁寒くて大変﹂﹁
日間の行動を 日に﹂など

1

10

JR

◆組織対策費をスト基金に
戻せないかという質問︒全
国大会で決定された内容で
あり︑様々な機会を捉えて
意見があったという話をし
ていく︒

1

28

15

▼組織対策費︒残金の扱い・
運用はどうするのか︒地本
としてスト基金に充当する
か︑または分会に返却する
ことは可能か︒
▼一時金の成績率︒対象者
とそうでない人との差別感
がある︒査定の廃止につい

4

9

5

２０１５年１２月２０日
国労仙台
第２７１１号

24

12

2
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30

渥 美 代 議 員

うだ︒管理者の資質云々よ で︑グループ内労働者に及
り人間性を疑う︒
ぼす影響は計り知れない︒
また︑組合員のトライワ またエリア本部の持ち帰
ンの申込を事務が勝手に開 り検討︑翌日妥結も残念︒
封するというコンプライア 組合員にも諦めムード︑賃
ンスに抵触する事象も︒こ 金アンケートの提出も減少︒
うした労働環境であり︑不 貨物は今年もベアゼロ︒今
平・不満が渦巻いている︒ 年こそ団結した力を見せる
▼安全・安定輸送の確立・ べき︒
労働条件改善︒ 月ダイヤ ▼平和と民主主義︒暴走す
改正の交渉では︑愛子駅休 る安倍自公政権は︑安保法
憩室の問題とあおば通駅で 制を強行採決︒ 月 日の
の 分折り返しドア扱いを
万人集会に参加したが︑
重点項目に︒休憩室問題で 反対運動は拡大している︒
会社は︑﹁運輸区関係はま 廃案まで運動強化を︒暴
だまし︑施設系はないとこ 走のもう一つはエネルギー
ろもある﹂と開き直り︑本 政策︒核廃棄物の保管計画
来の休憩のあり方︵気兼ね なしで再稼働は無責任極ま
なく足を伸ばし仕事から解 りない︒今なお多くの福島
放されること︶を述べると 県民が避難し地元に帰れな
沈黙してしまう有様︒ドア い現実がある︒宮城野の運
扱いでは︑会社は常に﹁到 転士 人も盛岡から通勤し
着前・到着後・発車後の各 ている︒再稼働を止めクリー
秒を安全上特に注意﹂と ンエネルギーへの転換を求
指導しており︑﹁そうであ める運動を共闘組織と共に
れば︑便乗者でなく本務扱 強化していく︒
いを﹂と主張するが︑﹁便 ▼上部機関大会の役員改選
乗なので到着後落とし窓を では混乱があった︒機関紙
開けてドアを開ける﹂と矛 には掲載がなかったが︑組
盾した内容︒﹁安全・サー 合員は知る権利があるはず︒
ビス﹂は口だけで利潤追求 国労は一致団結し︑組織拡
の姿勢であり︑今後も改善 大・労働条件改善に取り組
を求めていく︒
まなくてはならない時︒組
▼春闘︒ 月ダイヤ改正要 合民主主義を大切に頑張ろ
求作成と合わせて春闘要求 う︒
を班集会を開催し取り組ん
でいる︒ 月 ・ 日の統 仙台信通区分会
一行動は掲示と声かけで︑
昨年より参加者増︒行動後
の福島・小牛田地区の仲間
との交流会も楽しみの一つ︒ ▼労働者の安全確保︒職場
会社は回答指定日に提示 で安全と事故の勉強会が開
せず︑ 月末日に提示︑妥 催され︑所長が挨拶の中で
結︒他労組が格差ベアにこ 大 根 原 踏 切 事 故 に 触 れ ︑
だわり回答が延びたと聞く ﹁警察が当事者の身柄を確
保するのは異常な精神状態
が︑金額にもこだわるべき
3

3

3

にある当事者を守るため︒
それ程大変な状況になるの
で事故は絶対に起こさない
ように﹂と述べたが︑全て
を個人の責任にしている︒
だが事故当時の詳細が明
らかになる中で︑大根原踏
切事故は触防さえ守ってい
れば防げたのではという疑
問が︒
触防は列車の運行と作業
の安全を区別し︑見張員だ
けの作業の禁止︑原則線閉
と補助手段による安全の確
保のはず︒ところが当時は
見張員の配置がなく︑﹁一
歩間違えば社員の触車事故
の危険性もあったのでは﹂
という国労組合員の質問に
安全担当助役もまともに返
答出来ず︒保安体制が確立
出来ない状態で作業を継続
させた会社の責任はないの
か︒現場で懸命に作業する
社員だけに責任を押し付け
るのはおかしい︒触防を守
る保安体制が取れないほど
行き過ぎた合理化を進めて
きた会社の責任を追求する
ことが必要だ︒﹁安全・安
定輸送の確立﹂の前に労働
者の安全確保が最優先され
る闘いの構築を︒

▼踏切鳴動時の取扱い︒先
日も仙山線での踏切事故で
通行人の対応に苦労した組
合員が﹁ストレス手当を出
して欲しい﹂と所長に訴え
るほど︒昨年 月︑陸羽東
線東長沢駅構内の踏切事故
では救急車が進来した際︑
10

小桧山代議員

抑止手配に時間を要し︑救 は仕事そのものではないと
急隊から﹁ のやり方は通 理解する︒職場環境や労働
らない︒一秒を争う際は通 条件にこだわり信頼関係を
行する﹂と告げられた︒そ 築くべき︒些細なことでも
の後会社は﹁危険と判断し おかしいと思ったことは繰
た場合には︑踏切支障報知 り返し職場で声を上げてい
装置等による緊急列車停止 くこと︑職場での点検︑特
手配を行う﹂という通達を に摘発の取組みが必要と考
出した︒しかし支障報知装 える︒
置が無い踏切が数多く︑他
支社では閑散線区での扱い 郡山保線区分会
が緩和されているが︑仙台
支社は譲らない︒以前の交
渉で会社は︑﹁社員を守る
ためのルール﹂と言ったが︑
現場では罵声を浴びせられ
暴力の危険にさらされてい
る︒﹁ルール﹂を守るため
の要員の確保︑指令間協議
迅速な対応による抑止手配
や警察要請︑全踏切に支障
報知装置の設置等︑問題解
決に向けた再度の交渉を強 ▼郡山設備分会活動経過︒
く望む︒
統合した各分会の機能を確
▼組織強化・拡大︒この数 立しつつ︑いかに活性化を
年︑勤務時間の違いから︑ 図れるのか︑模索を続けて
配属日に組合説明をする機 きた一年だった︒
会を逸しており︑寮で他労 執行委員会では︑執行委
組に勧誘され加入している︒ 員会の毎月定例開催︑集会
また我々の職場での運動 や団結会等年間行事の企画︑
や継続した取組が不十分で 各班集会へ執行部も入り︑
拡大に繋がっていない︒
結集力を高め︑団結強化に
若手社員は会社から個人 向けた意思統一を図ってき
の競争や成果を求められる た︒
中で我々も国労と他労組の 定例化されてきた執行委
違いを見いだせないでいる︒ 員会では︑他職場の問題を
国労は以前︑勤務変更を 多角的に捉えた議論が出来
勝手に行ってくる会社に対 る空気が生まれている︒問
し︑労基署を活用した闘い 題の解決にはそれぞれの職
で︑就業規則の変更を勝ち 能別協議会や地本業務部を
取った実績もある︒
通して︑例えば﹁踏切鳴動
古川駅のＭ君の加入には 時の扱い﹂や﹁郡山駅構内
勇気をもらった︒全力で支 架線断線事故﹂等を要求化
え︑同時に自分たちの職場 し交渉に押し上げてきた︒
で何が不足していたのか学 集まる場の確保では︑メ
びたい︒
セや出向職場を合わせると
運動方針案に﹁仕事にこ
職場にもなり︑一堂に会
だわり職場での信頼関係を するのが困難であるが︑春
築き︑職場の中心に座る努 闘時には会社施設での全体
力﹂とあるが︑こだわるの

集会を開催し当面する闘い
の意思統一を図った︒また
会社施設を利用した各班集
会にも執行部が入り議論を
深める努力をしてた︒
更に来月末に企画してい
る全体集会では︑異なる職
場の議論を深めるため︑事
前アンケートを取組み︑問
題点等の共有化を図る準備
を進めている︒活動を通じ︑
旗開きや花見︑暑気払い等
の交流団結会には多くの組
合員の参加があるが︑夜勤
の多さと遠距離の職場もあ
り︑集会のあり方の工夫も
必要︒
▼組織拡大と分会︒今年
月︑電力職場でＳ君が国労
に加入︒電力の仲間の長い
付き合い︑社宅での関わり︑
そして本人の勇気ある決意
が実を結んだ︒青年が組合
員との付き合いの中で共感
し︑国労に加入してくれた
ことは︑分会は大きな勇気
と自信を与えてくれた︒更
なる拡大に向けた取組みの
具体化を進めている︒
今後︑現職が職場から去っ
ていく中で︑各種運動が不
十分であることも事実︒こ
うした困難を克服していく
ための議論を作る努力を継
続していく︒
▼組織対策費︒昨日から議
論されている︒ 年の﹁闘
争指令 号﹂により︑﹁全
ての運動の集約点を組織強
化・拡大に﹂という方針に
則り進められてきている︒
体力的に厳しいが︑若手
との交流も必要︒また積極
的に交流をする人は持ち出
しも多い︒制限の緩和の検
討を︒全ての機関・組合員
が組織拡大に集中すること
が求められている︒
▼脱原発・戦争を許さず平
和を守る闘い︒

戦後 年の今年︑ 月
日に政府・与党は安全保障
関連法案を強行採決し︑可
決した︒先の悲惨な戦争の
反省から︑憲法の平和主義
を守り︑平和を築き上げて
きた戦後の歴史を大きく転
換したことは許しがたい暴
挙だ︒
私は今年 月︑福島県平
和フォーラムの派遣団とし
て原水禁広島大会に参加す
る機会を得た︒
当時アメリカの科学者は︑
﹁広島は今後 年間草木一
本も生えない﹂と言ったそ
うだが︑小鳥が囀り︑緑眩
しい草木に覆われた静かな
広島の景色は︑福島の富岡
町を思い起こさせ︑﹁原発
事故後の福島も何の心配も
なく住める日が来て欲しい﹂
と痛切に感じた︒
▼ 年 月の事故後︑福島
県支部は放射線対策委員会
を設置し︑職場環境問題を
中心に取組みをしてきた︒
除染対策等︑前進面は少
なかったが我々の主張を会
社に伝え︑若手にも伝える
努力がされてきた︒原状で
は︑放射能レベルも半減し︑
相双地区周辺を除き心配の
いらないレベルでないかと
捉えている︒
▼本部主催の﹁国労フクシ
マ交流会﹂では全国各地の
反原発の闘いの取組みが報
告されてきたが︑原水禁で
も高浜原発運転差し止め仮
処分命令を勝ち取った福井
県代表や 月に再稼働になっ
てしまった川内原発を抱え
る鹿児島県代表も各地での
反原発の闘いへ結集するよ
う支援を訴えていた︒
▼安倍内閣が進めている平
和国家の放棄・戦争ができ
る国作り・教育への介入・
言論への圧力・原発事故の
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反省もなく川内原発を再稼
働するという反動政策・暴
走を押し止めるには︑次期
選挙で多数派を奪還し︑安
全保障関連法案の改廃を実
現する以外にない︒
戦後 年となり︑戦争や
原爆の体験者が減少してい
ると報道があったが︑戦争
を知らない我々の世代が平
和を守る運動の中心になり
次世代に伝えること︒また
国労運動を平成採用の組合
員に継承させていくために
ももうひと踏ん張りする決
意だ︒

会津若松地区分会

4

5

内 田 代 議 員

支社への要請ＦＡＸ︑ジャ
ンボハガキ送付︑春闘署名
には︑貨物労組の若手も賛
同︒しかし貨物会社は 月
日︑ 年連続の﹂﹁ベア
ゼロ﹂﹁定期昇給の実施﹂
﹁ 歳以上の賃金改善は１
５００円﹂と全く誠意のな
い回答︒
昨年度は会社発足以来
番目となる経常黒字を確保
している状況でなぜ﹁手当
の見直し﹂なのか︒合理的
理由が見当たらない︒
こうした中︑昨年と今年
人の若者が辞めている︒
旅客会社は採用があったが︑
貨物はゼロ︑来年もゼロと
聞く︒まさに明と暗︑職場
は沈みかえった︒
▼戦術について︒今年もス
トで闘えなかった︒なぜ最
高の闘いであるストをしな
いのか︒本部は︑﹁各エリ
ア本部での温度差がある以
上︑全国統一闘争としてス
トの戦術配置は中央執行委
員会としては出来ない﹂等
様々理由付けしている︒
しかし要求を掲げ︑団交
をして︑実現しなければス
トをする︒憲法が保証して
いる行使だ︒そこまで到達
して初めて労使対等だと思
う︒
仲間の中にもストには多
様な意見があるが︑﹁貨物
は格差をつけられ大変な状
況だ︒スト体制を確立して
もらいたい﹂と本来︑本部
が率先してエリアを指導す
るのが労働組合としての本
来の姿でないか︒要求が実
現しないのにストを行使し
ないというのは︑労組とし
て異常な状態が続いている︒
組合費を徴収され︑それ
が組合員のためになってい
るのか実感が湧かないとの
声もある︒スト一票投票の

形骸化の懸念も︒
春闘は︑国労はストで
闘える体制作りをし︑客貨
一体の闘いが出来るよう切
望する︒
▼組織対策費︒ 年度の全
国大会で﹁組織対策費は徴
収しない﹂と決定されたが
議論なく﹁継続﹂が決定さ
れた経緯がある︒
勿論︑組織拡大の最重要
性は理解しているが︑元々
はスト基金である︒貨物は
毎回スト行使を要請してい
るが実現していないのが原
状︒
ただ組織対策費の使用状
況は提示できるように︒ま
た﹁スト基金﹂に戻すよう
要請する︒
▼大会運営︒昨年同様混乱
があった︒書記長集約の
﹁組織のあり方について諮
問委員会を設置﹂の発言︒
方針案には記載されず︑
﹁新執行部で議論する﹂と
訂正された︒役員改選時の
混乱︒なぜこのような状態
に陥ったのか︒地本の見解
を︒また分会からは︑﹁組
合員が主人公の組合運営を
要請する︒特に貨物を切り
捨てるような方向は許せな
いし言動は許せない﹂との
声が︒組合員の目線に立っ
た行動を切に願う︒
▼政治と平和︑民主主義︒
安保関連法案の成立は
民意の過半数が反対にも関
わらず︑自公政権与党が強
行した︑まさに民主主義の
危機︒また異常気象︑地震︑
噴火が継続している中で︑
原発や集団的自衛権の問題
等︑これ以上人為的危険を
生じさせる必要はない︒
断固反対し︑白紙撤回さ
せるよう︑各自が自主的に
行動する必要性を感じてい
る︒
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あっても我々と違和感なく
は全国一社︒単一組織でな
会話が出来る︒ここに焦点 貨物宮城分会
ければその維持が厳しい状
をあてて︑職場で組合員や
況︒春闘等での旅客組合員
社員と一緒に実態改善の取
との共同の取組みは我々の
組みを積み上げるのが国労
力になっている︒今後も客
の分会運動であり︑組織拡
貨一体で闘おう︒何も変え
大に繋がる取組みだと思う︒
る必要はなく︑全国単一体
職場には改善を求める声
を堅持すべき︒
が多くあり︑ここの討論が
▼平和と民主主義︒先の国
出来ないと︑高齢の組合員
会で﹁戦争法案﹂が可決さ
が多い中で運動を作ること
れたが︑これで終わった訳
は困難になり︑要求集約は
ではない︒国労綱領の と
勿論︑組織拡大の取組みも
には︑﹁我々は戦争に反
出来る人に丸投げ︑執行委 ▼春闘・期末手当獲得の闘 対 し 平 和 を 目 指 し 闘 う ﹂
員会の中身も日程の整理で い︒貨物会社は賃金抑制と ﹁我々は勤労国民に共通す
﹁鉄道部門の黒字﹂を繰り る政治的課題に全ての民主
終わりになりかねない︒
▼最近は職場での対立は減っ 返し︑休日手当廃止の提案 勢力と共闘し闘う﹂とある︒
ているように見えるが︑運 もしてきた︒
あらゆる共闘を重視し︑
転事故や営業事故に対する ﹁計画﹂のためには 期 ﹁戦争法﹂の廃止に向けて
対応は厳しくなっている︒ 連続の黒字決算︑当期純利 安倍内閣を打倒しよう︒
窓口での失敗経験を話し 益が過去最高の数値でも︑ その取り掛かりとして︑
年連続ベアゼロ︑夏季手 宮城県知事選挙では村井県
合い作業の改善に結びつけ
ることが出来ないばかりか 当も低額回答だ︒
政を打倒し︑来年の参議院
賃金アンケート調査の通 議員選挙では自公政権を打
隠す傾向にある︒
時間外の訓練や勉強会も り苦しい生活実態であり︑ ち負かそう︒
﹁全員参加﹂の名のもと恒 社員に犠牲を押し付ける会
常化︒組合員からは強制だ 社のやり方は許せない︒ 貨物福島分会
これに対し︑各貨物分会
との声もある︒
時間内にも出来る職場も が地本にストの要請をし︑
多くあるがそれを求めなく 宮城県支部は直接本部に出
向き要請をした︒また全貨
なっている︒
会社との和解以降︑不公 協も本部に要請文を提出す
平感をなくす闘いに不十分 るなど全貨物分会の機運が
さを感じている︒職場実態 高まったが︑ストの指令は
と仲間の声を受け止め取組 なかった︒春闘や手当獲得
の取組みは全てやりきった
みを作りたい︒
▼組合員の職場配置はバラ 感がある︒ストで闘おうと
バラで︑何かの形で毎日組 多くの意見が出されており︑
合に関わらないと署名や調 年末手当︑来春闘にはスト ▼春闘︒ 年春闘では︑全
査︑物販︑平和フォーラム︑ で闘うように本部に要請を︒ 貨協が 年連続のベアゼロ
選挙闘争︑各組合員の家庭 ▼組織強化・拡大︒貨物宮 を何としても阻止すべく︑
城分会は 人の組織︒今年 今回初めて本部に文書でス
問題など対応出来ない︒
トの要請︒各分会にもスト
対応しなければならない 度は新採はなく︑ 月に
問題が多く︑運動が出来な 歳の組合員が退職し年齢に 体制を整え準備せよとの指
よる減少は待ったなしだ︒ 示︒分会は全体集会を開催
くなっている状況も︒
﹁これだけはしっかりや 地本や県支部の組対会議 し︑春闘の取組みの意思統
ろう﹂というものをハッキ の議論や経験報告に学び︑ 一をし︑また地本にストの
人でも拡大出来る努力を 要請をした︒
リさせて分会全体で取組み
分会は︑職場改善要求を
を作り動くことを目指した していく︒
▼組織のあり方︒貨物会社 含めた現場長申入れ︑本社・
い︒
15
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になればタクシー増便の手
配も必要になり︑ 分の接
続では対応が無理︒こうし
た状況がなるべく発生しな
いよう︑車掌には前もって
﹁トイレを済ませておき︑
速やかな乗り換えの協力依
頼﹂の車内放送案内をして
もらった︒今では会津坂下
から支社を通じて新潟支社
に要請し︑乗り換え人数の
報告が車掌から到着の 分
前に只見駅に入るようになっ
た︒余裕が出来︑大変な違
いを感じている︒
労組の取組みにはならな
かったし︑一部乗務員から
は批判もあった︒課題もあ
るが︑若手社員と殆ど接す
ることのない只見駅として
は貴重な良い経験︒こうし
た積み上げが後に様々な力
に転嫁・発展するのでは︒
▼只見線では︑紅葉の季節
に観光客が溢れる︒会津川
口駅では連日観光バスが乗
り付け︑列車に多い時は３
００人ほどの観光客が乗降
する︒ホームが狭く線路に
落ちそうになったり︑列車
にぶつかりそうになったり︑
日本語を理解できない外国
人や線路に入って写真を撮
る人もいて︑安全確保や案
内が十分に出来ない︒若松
など大きい駅は３００人程
度では大したことはないが︑
〜 両しか停車出来ない
ホームは利用者が溢れる︒
こうした場合︑一人勤務
駅では︑運転扱い︑案内︑
制御盤扱い︑隣駅との連絡︑
列車監視︑旅客監視︑乗車
券類販売︑代行バス発着確
認と案内等︑走り回って声
を枯らしてやっている︒
只見駅社員はみな︑﹁団
体がある場合は管理駅から
応援があれば良いのに﹂と
言う︒これは駅長・助役で
60

70

▼エルダー再雇用問題︒雇
用の場の確保をしっかりと︒
特に病弱者が大変な生活を
強いられる状況であり︑対
策を︒
▼職場状況︒只見駅では︑
長岡運輸区の若手車掌から︑
﹁多客期に利用客から只見
線の利用に関する問い合わ
せが多い︒職場のすぐやる
改善で改善したい﹂と持ち
かけられ︑それぞれに取組
みを進めることに︒
現状は代行バスの乗り継
ぎ時間が 分や 分で利用
者も駆け足になり︑写真を
撮ったりトイレに入ったり
で乗れない利用者も出てバ
スに戻ってもらうなどバタ
バタの状態︒
また代行バスが満席近く
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歌川業務部長

◆トライワン申込の封書の
開封︒断りなしは許されな
い︒近く班集会があると聞
いた︒その後現場でのやり
取りの後に対処したい︒
◆大根原踏切事故︒事故後︑
各系統の協力体制がなくなっ
た︒信通社員の扱われ方は
ひどく︑暴力を受ける寸前
の状況も︒団交では︑閑散
線区とそれ以外とに区分す
ることは出来なかったが︑
成果は現場の判断で列車を
抑止することが出来るとし
たこと︒今後︑安プロ会議
で議論し︑﹁全踏切に を
取り付ける﹂要求を提出し
たい︒また地区毎に踏切責
任者の講習会を実施してい
るが︑定期開催は会津若松
地区サポセだけ︒守れない
ルールはルールでないとい
うのが我々の主張︒電協・
安プロで議論し進める︒
◆脱原発・放射線問題︒福
島県支部放射能対策委員会
を中心に取組みを進める︒
◆エルダー社員における病
弱者の扱い︒糖尿病・高血
圧・視力低下等で希望箇所
に配属されない問題が発生
している︒郡山に集約する
という話もあるが︑通勤と
なれば困難さも増す︒安プ
ロ・執行委員会でも議論し
ていく︒
◆エルダー労働条件改善に
ついての方針案の﹁直接交
渉できる体制を模索してい
る﹂という表現︒労働条件
向上については地本の責任
においてやるという執行委
員会の態度︒ 東ではエル
ダー先 社︑仙台支社は
社だが労働条件は格差があ
る︒交渉窓口は︑支社であ
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国労にはないが︑管理者の その後自分は福島に転勤
適当な扱いが多くなってい になり︑別々の職場になっ
る︒
たが︑職場での彼の扱いが
支障樹木の扱い︒根本的 以前に増してひどくなり︑
には土技セに対応してもら 他労組に相談しても話を聞
いたいが︑植生する箇所に いてもらえない等が積み重
より住分けがあり︑進んで なって︑彼自身の決断となっ
いない︒緊急的なものは直 た︒今回感じたのは︑会社
轄対応するが︑ボリューム は若手を雑に扱っているこ
があり大変︒手をかけなけ と︒﹁若手は何を言っても
ればならないものが数多い やってくれる﹂という気持
が︑合理化により困難︒伐 ちが強い︒我々は︑﹁会社
採の外注化を︒
の言いなりだからダメだ﹂
事故が多い︒架線切断も ではなく︑接触の機会を増
あったが︑検測車のデータ やし︑彼らの不満を一緒に
分析も若手にシフト︑シス 議論することが拡大に繋が
テムも次々更新され︑﹁投 ると考える︒
げている﹂実態も︒一方で︑
職場の雰囲気は﹁改善﹂に 執行部中間答弁
向かわない⁝退職も近いし︑
とりあえず言われたことは
⁝という状態︒
▼職場改善︒一方で労働環 ◆業務改善・業務委託︒
境改善も︒テクノサービス 年度の提案内容と現場実態
の清掃業務では︑パン降下 との乖離が著しい︒ 年度
で行うため︑炎天下でも冷 も思わしくない︒厳しく指
房なし︑照明なしの作業︒ 摘していく︒
会社は﹁熱中症に気をつ ◆ 月 日の社報︒ 月
けて﹂というが︑気をつけ 日から実施するとあるだけ
ようにも蒸し風呂状態での で提案なし︒内容は 系か
作業では熱中症も必然︒組 ら 系まで台車・交番検査
合や職制を越えてテクノに を延伸し︑交番検査につい
要求し︑結果的に も動か ては 万 を 万 にする
し︑パン降下なしでの作業 というもの︒要員絡みであ
が実現した︒仲間との話し り︑本社・本部間の問題だ
合いが実を結んだ好例︒
と考える︒支社に質す︒
▼組織強化・拡大︒ 月に ◆便乗問題︒ 月に交渉し
加入した佐藤君との付き合 対立︒回送の５７２Ｓあお
いは 年前から︒組織とし ば通駅折り返しのブザー扱
て拡大の取組みがあったわ い︒支社は﹁試験﹂にする
けではない︒仕事を通じて︑ と本務扱いになると考え︑
また付き合いの深度化によ ﹁車掌が乗った合図﹂とす
り何でも言い合える関係に︒ り替えた︒欠乗防止対策と
仕事が分かっていく中で︑ 逃げたが︑疑義が残るため
彼は自分の職場での扱われ 引き続き職場で議論しても
方に不満を募らせていった︒ らい︑会社と議論する︒
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▼組織状況︒分会は石巻を
中心とした石巻班と古川を
中心とした陸東班︑小牛田
地区の小牛田班で構成︒
人で組織しているが︑
来年は 人が現職退職の予
定︒また 月 日から矢本
駅が業務委託され︑ますま
す働く場が減らされる状況
に︒
▼活動状況︒石巻線から陸
羽東線まで︑横に長い組織
で︑中々全体が顔を合わせ
る機会が少ないが︑春闘行
動は最大限の参加を取組み︑
春の花見や 月の旅行会︑
月の芋煮会など懇親会も
含め団結を図っている︒
▼組織拡大︒ 月 日に古
川駅の門間君が国労加入︒
日頃から会社のやり方や
自分に対する扱い等に疑問
を持ち︑他労組に相談して
も解決しない状況が続いた︒
国労組合員に相談したと
ころ︑親身になって相談を
受けてくれたことを契機に
勇気ある決断をしてくれた︒
今後︑他労組の動向等に
対し︑地本・支部の協力を
得ながら対処し支えていき
たい︒

ていた︒﹁戦争する国・出 積み重ねが組織拡大への一
来る国﹂への不安と危機感 歩と考える︒
の現れ︒これまでに経験し ▼エルダー労働条件改善︒
たことのない取組みに圧倒 方針案では︑﹁出向会社の
された︒労組の動員では日 労働条件向上について︑直
教組の参加者が際だってい 接交渉できる体制を模索し
た︒﹁教え子を戦場に送る 労働条件改善に努める﹂と
な﹂の精神だと思うが︑一 あるが︑エルダー再雇用先
方で国労の取組みの弱さを の労働条件改善の取組が見
感じた︒国労は来年結成
当たらない︒
年を迎える︒長年日本労働
テックでは︑休日数が
運動を牽引してきたのは国 少なく︑清掃作業では連続
労であり︑これからもブレ 立ち仕事が続く︒他労組だ
ない運動の継続を︒
が︑先日の大雨の際︑電車
▼職場労働条件改善︒今夏 が動かないため電話連絡し
は猛暑が続いたが︑新幹線 たところ︑﹁自宅待機はな
の検修職場では︑電車が加 い︒年休を申し込んでくれ﹂
圧されると空調機器等の動 と告げられ︑やむを得ず年
作により熱風が放出される 休にしたと聞く︒こうした
ため︑汗まみれでの作業を 職場の環境改善や労働条件
強いられる︒この状態を緩 改善に向け︑地本はエルダー
和すべく︑以前から建家内 組合員から吸い上げた要求
上部の換気扇を動かすよう をどこと協議し交渉してき
要望していた︒しかし中々 たのか︒またしていくのか︒
我々の要望は受け入れられ ▼
ず︑﹁故障している﹂との 福島地区分会
回答も︒組合員が中心にな
り︑そこで働く人間の声を
組合の垣根を越えて会社に
ぶつけた結果︑盆過ぎになっ
たが 基の換気扇を動かす
事が出来た︒こうした声は︑
車両故障等発生時の個人へ
の責任追及という日々の扱
われ方や労働環境への不満
の現れ︒
車両故障と職場労働環境 ▼職場状況︒福島電力メセ
は表裏一体であり︑安全な の冬期︒仙山線倒木で長時
車両を提供するには︑そこ 間列車を止めた事象により︑
で働く全ての労働者が安心 対策として︑着雪注意報で
して働き続けられる労働条 ロモ添乗になり︑要員逼迫︒
休日も呼出し等︑休めない
件改善の闘いが必要だ︒
また共に働く他労組の若 状況︒年末年始の 時間勤
者も国労が中心になった取 務の時も︑非番なのにロモ
組みが目に映り︑肌で感じ 添乗や逆に夜勤が組まれて
ている︒こうした取組みの いたのに﹁取り消し﹂等︑
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仙総・運転分会

▼春闘︒貨物は 年連続の
ベアゼロ︑夏季手当も低額︒
組合員・家族は失望し︑日々
の生活すらままならない状
況︒福利厚生の廃止も︒
春闘は国労要求を満額勝ち
取ることにこだわる春闘に
しなければならない︒貨物
のベア獲得︑組合員家族の
生活向上に繋げるためにも
全国単一組織の優位性を活
かし︑ストを配置して職場・
地域から打って出るべき︒
闘う国労の姿を他労組に見
せることにより︑組織強化・
拡大に繋がると確信してい
る︒
▼共闘運動︒﹁ ・ 反核
燃の日﹂全国集会で青森六ヶ
所村へ︒震災後の反原発フ
クシマ集会同様︑改めて核
は絶対に必要ないと考えさ
せられた︒
数年後には女川原発の再
稼働も計画されており︑職
場の反合理化運動と結合し︑
﹁反原発・再稼働中止﹂
﹁核燃即時中止﹂を訴え続
けなくてはならない︒また
﹁戦争法案廃案！安倍政権
退陣 ・ 国会前 万人集
会﹂︑そして法案が強行採
決された日の夕刻の緊急宮
城県集会では︑自分の両親
の年代から子供たちの年代︑
孫を連れての参加者など男
女問わず︑ママや学生など
幅広い層の人たちが参加し
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している状況︒更に約半年
間︑支社研修︒その後に新
人歓迎会を実施︒分会の半
数が参加し︑組合のことも
含め︑意見交換を行った︒
小さな取組みだが︑職場で
の話のきっかけになった︒
▼組織のあり方︒昨年の本
部大会では︑﹁単一組織の
優位性⁝﹂を削除し︑﹁ナ
ショナルセンター⁝﹂の補
強案が採決された︒今年の
中央委員会でも単一組織を
解消し連合体へ⁝という地
方もあったと聞く︒なぜそ
うした話が出るのかわから
ない︒連合体では何が良い
のか︑貨物との関係はどう
なるのか︒
▼組織対策費とスト基金の
関係︒組織対策費の活用の
結果︑分会で議論した︒様々
な意見もあったが︑貴重な
組合費には変わりなく︑以
前のような一定の制約も必
要︒それ以前にストをしな
いのであれば返金しては︒
地本としてスト権を確立
しているのに︑中央闘争委
員会にスト行使の実権を委
ねているのであれば︑投票
自体意味を持たないのでは︒
地本も積極的に﹁なぜス
トを打てないのか︑どうす
れば打てるのか﹂と訴え問
うべき︒宮城県支部のスト
要請と本部激励行動に地本
も同行を︒
▼選挙運動の保証︒分会は
全国大会選挙期間中に地本
への質問で口頭注意になっ
たが︑大会発言が方針補強
に重要な意味を持つことを
鑑みれば︑代議員立候補者
が︑どのような意見・発言
を持ち寄るのか吟味が必要
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握っているから余計なこと 運動したい︒
憩室や宿泊設備︑ロッカー
はするな﹄︑原広報課長
室等の整備が追いついてい
﹃あまり関わるとクビにな 新庄連合分会
ない︒運協とも連絡を取り
るよ﹄﹂という記載︒
合いながら︑環境改善に取
⑤今回の決議は︑市民の正
り組みたい︒
義が政府と検察による東電
▼組織強化拡大のためには
の刑事責任の隠蔽を打ち破
﹁国労らしさ﹂が大切︒闘
る歴史的意義があり︑東電
いの山場では︑伝家の宝刀︑
幹部の刑事責任は明白︒
ストライキを行使すべきと
▼職場状況︒平成 年 月
考える︒
﹁設備メンテナンス体制の
再構築﹂合理化︑平成 年
仙台建築区分会
月には﹁設備メンテナン
ス体制の改善﹂︑平成 年 ▼支社跨りの異動問題︒経
月には設備関係事務セン 過にもあるが︑秋田地本と
ター化と次々に合理化によ 山形県支部の配転者激励交
る人員削減が︒
流会を 月 日に開催︒一
保線区分会は組合員の退 括和解以降︑強く改善・解
職により組織人員が減少︒ 消を求めてきたが︑未だ解
今年度は 人の退職予定者︒ 決せず︒労働協約の改訂交
保技セは平成採用の若手 渉でも最重要課題として扱っ
が約三分の一を占め︑多く ていると聞くが︑先に進ん
の担務を持たされ残業が日 でいない︒組合員も高齢化 ▼職場労働条件改善︒分会
常的に︒その他研修︑職場 しており︑早期解決を強く は春闘時期と 月の 回現
内の各種リーダーや地区の 要望する︒今年の交流会に 場長交渉⁝会社は意見交換
行事や各種発表会︑課題の は仙台地本から大友さん︑ と拘っているが⁝を実施し
レポート︑論文︑通教等が 秋田から宮崎さんら若手が た︒内容は︑①建築は保守
あり︑現場に出て技術を身 参加してくれた︒例年にな エリアが 県に跨り広範囲︒
に付ける時間が少なく︑保 く盛り上がったが︑来年は 数年前には業務用車での自
技セ内の担務変更でテーブ 開催しなくても良いよう解 損事故も発生︒対策を求め
ル異動︒若手社員から不満 決に向けた取組みの強化を ていたが︑何もなく︑組合
も聞かれ︑積極的に関わり 強く要請する︒
からは﹁眠気覚ましドリン
組織拡大に向け頑張りたい ▼重大インシデント・トラ ク﹂の配備を提案︒現場も
が⁝まだまだ差別感がある
ブ
ル
が
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
了解し購入まで動いたがサ
のが実情︒昇進試験でも粘 多発しているが︑これが
ポセがストップし︑立ち消
り強く取組んできたが 歳 の原状︒会社の要員削減の えに︒ただ試用として︑医
で先も見え諦めもある︒
主軸である効率化・合理化︑ 薬品の眠気覚ましの飴が各
しかし主務職合格者も出 外注化が年々拡大し︑安全 テーブルに配備された︒
て 月に発令された︒加入 に対する意識が軽薄化して ②女性社員も増えてきたが
の呼びかけに明かりが︒山 いる表れ︒国労は全国単一 殆どがペーパードライバー︒
形保技セでは若手女性︑今 組織であり︑全国的にしっ ペーパードライバー講習の
大会前には小牛田地区での かりと検証をすることが求 受講は出来ないかと持ちか
若手社員が加入︒
められている︒
けたら﹁動いてみる﹂との
様々な障害に負けずに国 ▼職場環境改善︒新庄運転 回答︒
労運動の正しさを理解して 区にこの間︑ 人の女性社 ③新採者対策︒例年通り︑
もらい︑組織拡大に向けて 員が配属に︒ただ休養・休 配属翌日には他労組に加入
JR

31

れば雇用対策室︒ ・ の 状況にはない︒
大雨の対応では︑ＴＳＳと
書記長が直接交渉する関係 小牛田保線区分会
まであるが︑温度差がある
のは事実︒引き続き︑﹁模
索している﹂という表現と
したい︒

が高まるだろう︒
▼原発関連︒自分は東京電
力福島原発事故の訴訟団の
一員︒この度東電の強制訴
訟について︑海渡雄一弁護
士の文書が雑誌﹁世界﹂
月号に掲載されていたので
要約し紹介する︒
① 年 月 日︑東京第五
検察審査会は︑ 年 月
日に東京地検が不起訴処分
とした東電元幹部のうち︑
勝俣恒久元会長︑武藤栄︑
武黒一郎の両元副社長の業
務上過失致死傷罪で強制起
訴を求める議決を行った︒
② 年 月 日︑中越沖地
震で柏崎刈羽原発では地震
動により約 千箇所の故障
が生じた︒この地震を教訓
とし︑想定を超える地震・
津波に備えるべきであった
が︑東電は想定を超える地
震動が発生しても大事には
至らないと慢心した︒
③東電は 年 月 日︑東
北大今村文彦教授から︑福
島県沖海溝沿いで大地震が
発生することは否定できな
いため︑波源として考慮す
べき﹂と指摘を受けた︒ま
た 年 月 日には関連会
社の東電設計から小名浜地
方の年間平均潮位から ・
メートルも上回る試算結
果が出された︒
④しかし東電は貞観津波の
波源モデルを用いた試算結
果として ・ 〜 ・ メー
トルとの結果を保安院に説
明した︒小林勝原子力規制
庁安全規制管理官の政府事
故調書には︑﹁小林﹃ちゃ
んと議論しないとまずい﹄︑
野口審査課長﹃保安院と原
子力安全委の上層部が手を
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◆組織対策費の使用制限の
緩和について︒使用方につ
いては︑ルールを作成した
経過がある︒その後本部の
指導などもあり︑それに従
う扱いにしている︒
◆使用状況については財政
資料を参照のこと︒
◆組織対策費をスト基金に
戻せという意見︒全国大会
等で決定された内容︒機会
ごと︑意見を伝えていく︒

23

5

原子書記長

30

9

▼戦争法案︒安倍政権は昨
年︑歴代の内閣法制局が不
可としてきた︑集団的自衛
権の行使を可能と解釈させ︑
閣議決定した︒そして戦争
法案は︑ 月に衆議院で強
行採決され︑参議院でも
月 日未明に委員会採決︑
本会議でも採決を強行︒
憲法を蹂躙する暴挙だ︒
月に遡れば︑安倍首相
は米国で︑夏までに法案成
立するとオバマに約束して
いる︒米国の従属国として︑
自衛隊を米軍の二軍として
命を差し出すと言っている︒
安倍自公内閣は一刻も早
く退陣させ︑自分の子供や
若者が殺し殺される戦争に
加担させられる法案は潰さ
なくては︒
シールズ︑オールズ︑ティー
ンズソウル︑ママの会など
様々な年齢層で戦争法案反
対の運動がある︒ 月 日︑
妻と国会包囲行動に参加し︑
万人のもの凄い熱気を感
じた︒ 月 日のさよなら
原発・戦争全国集会にも妻
と参加︒ 万 千人の熱気
に溢れた︒﹁打倒安倍政権﹂
に収斂し︑戦争法案に賛成
した議員を落選させる運動
7

9

2

9

◆エルダー制度の雇用の場
の確保︒本社・本部間の交
渉に参加した際︑再雇用先
の職場が減少していると率
直に述べた︒結果︑遠距離
通勤も発生しており︑解消
に向け本社が支社を指導す
べきと話した︒
本社は︑支社と意見交換
していくと述べ︑直ぐに改
善には結びつかないと思う
が︑本社の認識はこのよう
である︒地本も各支部が抱
える問題の解消に向け取組
みをするので集約を︒
◆ 回定期全国大会に対す
る地本の見解︒ 回の東日
本本部大会と合わせて執行
委員会でも議論してきた︒
ただし役員改選や集約答
弁について見解等を述べる
84
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線の側線のトロリ線に何ら
かの原因で本線通過のパン
タグラフが接触すると異常
な速度でトロリ線の摩耗が
進むということである︒
原因はまだ特定されてい
ないが︑考えられるのは︑
① 系と 系を連結した車
両の３２０
ｈ運転︑
②両方の車両に導入された
パンタグラフの多分割すり
板のせり上がり現象︑③高
架の異常振動︑④電力設備
の不具合︑⑤震災によるダ
メージ︑等の複数の原因が
重なって発生したと推測さ
れる︒
また︑山手線電化柱倒壊
事故は今年最大の輸送障害
であり︑これも大惨事に繋
がる恐れがあった︒
の﹁サンデーモーニン
グ﹂のコメンテーターは︑
﹁日本の技術者・労働者は
真面目で技術力は高い︒し
かし余裕がないのでは﹂と
コメントしていた︒
▼電力職場は︑分割・民営
化と設備メンテ合理化によ
り︑過密労働とシステム化
で一人ひとりの分業化が進
み︑個々人への負担が増大︒
そのため︑事故の予兆が
あっても他山の石として︑
未然の防止が困難に︒
今回の断線事故では会社
に要求を提出し団交に臨み
たい︒また︑新幹線の３６
０ 走行を目指しているよ
うだが︑スピードアップで
得られる利便性に比例して
危険性も増す︒事故を教訓
に︑十分な検証をするよう
要求していかなければなら
ない︒
▼組織強化・拡大︒若手社
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束時間を超える行路が半分 に向けて取組む︒
以上の 行路もある︒遠距 ▼組織強化・拡大︒今年
離通勤者は︑寝不足や﹁家 月古川営業所に仲間が異動︒
に寝に帰るだけ︑家族と会
年間組合員が一人だった
話がない﹂等嘆きの声︒
が︑二人になり情報綴りを
夏季ダイヤ要求として一 設置した︒
行路増・拘束時間 時間以 若手とのコミュニケーショ
内︑休憩時間 時間以上の ンを多くし︑悩みを聞き細
申入れを行った︒
部に目配りし︑小さな声に
▼夜行便︒会社は一方的に 耳を傾け対話を続けて組織
運転時分の短縮を実施︒だ 拡大に繋げたい︒
が安全性はトレードオフの
関係であり︑時間に余裕が 仙台電力区分会
なければ安全性は低下する︒
以前は
走行でも余裕
があったが︑今は１００
で走行しなければ間に合わ
ない︒安全性を考慮し余裕
のある時間設定にするよう
申入れを行った︒
▼メンタルヘルス︒業務上
のミスに対し︑行き過ぎた
指導・叱責による人格や尊
厳を傷つける事象により︑ ▼職場問題点︒電力職場で
鬱を発症し退職に追い込ま は︑﹁トロリ線は絶対切っ
れるケースも︒求人人気も てはならない﹂と言い継が
低下し︑新規労働者の確保 れてきたが︑ 月 日︑郡
も困難になっている︒
山駅構内でトロリ線が断線
労働に関する問題は山積 し︑ 時間以上東北新幹線
しているが︑言いたいこと がストップした︒
が言えず泣き寝入りが原状︒ 偶然︑現場にさしかかっ
風通しの良い︑人間とし たのが郡山停車の上りやま
て尊厳のある労働︑人とし びこ号であり︑設備事故の
て生き︑労働者としてのプ みの最小限の被害であった
ライドを取り戻すために良 が︑通過列車であれば︑大
い職場を作り上げることが 惨事は免れなかった︒
重要︒会社に相談窓口の設 今回の事故以前︑同種設
置を要求したところ︑ 月 備で︑﹁あわや断線﹂とい
日からメンタルチェック う 件の事象があり︑メセ
が施行されると聞いたが︑ 社員が未然に発見し︑事な
会社から地本に説明があれ
き
を得ていた︒一つは 年
ば内容を伺いたい︒
月の郡山駅構内︑もう一
▼現場長交渉を実施した︒ つは 年 月の白石蔵王駅
要求一つひとつに真摯に対 構内の事象だ︒これらの事
応したものの︑改善には至 象で分かった事は︑本来接
らず︒今後も粘り強く改善 触するはずのない︑わたり

9

と考える︒今回の仙台・仙
南選挙区では︑﹁立会演説
会﹂の予定もあったようだ︒
今後本部・エリア本部の選
挙でも︑﹁立会演説会﹂の
形が必要と考える︒規約上
にもあるので要請する︒
▼チラシ配布行動︒昨年か
ら北部現業前でのチラシ配
布を取組んできた︒是非参
加を︒また地本が近くに移
動してきたので︑地本前で
朝集会をしてから出勤する
など考えたい︒
▼今大会は役員改選の大会︒
仮に選挙になった場合は︑
意見・主張が聞ける時間の
確保を要請する︒

が︑定年まで 年以上の組 今一歩︒同期の絆が強く反
合員には延長 年の発令︒ 映されているのが要因か︒
テクノの面談では︑具体 同期採用者の絆の鎖ごと
的な延長期間の提示は示さ 引っ張りたい︒
れなかったと聞く︒自分は 分会では白川君以降の加
以前ＴＳＳへ出向したが︑ 入がないが︑殆ど何もしな
その時は延長希望の際︑
い他労組に対し︑国労の運
年から 年の幅で選択可能 動をしっかり理解して加入
であった︒
を勝ち取れるよう頑張る︒
出向会社により延長期間
が変わるのか︑また定年ま 自動車・宮城県分会
で 年以上はなぜ延長 年
なのかという疑問がある︒
昨年国労加入した仲間は
出向期間を終えた仲間と一
緒の職場で働けることを心
待ちにしている︒出向前の
職場に復帰できるよう環境
整備をしっかりしなければ
ならない︒
▼組織強化・拡大︒一昨年
の分会大会以降︑ 人の拡 ▼職場労働環境︒バス運転
大があった︒郡山車両セン は︑生理的・心理的負担の
ター郡山派出の公家さんと 大きい業務︒また長時間・
須賀川駅の菊田さん︒ 人 不規則・深夜労働という特
は 月のエリア本部組織部 徴もあり︑安全・衛生上の
の郡山訪問取材にも出席し︑ 課題も多く改善が必要︒
﹁国労は寛大な気持ちで受 ▼改善に向けての取組み︒
け入れてくれた﹂﹁国労に バス乗務員の連続運転時
復帰して話をしていて楽に 間は法令で定められ︑ 時
なった﹂とそれぞれ話して 間以内だが︑古川〜仙台便
くれた︒復帰・加入した生 では時間帯によって仙台駅
の声に耳を傾けることが重 バスプールに駐車不可で休
憩時間の確保が出来ない場
要︒
新採者への取組み︒毎年 合も︒渋滞と重なり︑度々
新規採用者が郡山駅に 〜 法令に抵触している︒
人配属に︒その中で︑他 会社に伝えたが︑理由が
企業を経験した社会人採用 あればやむを得ないという
者は︑会社や他労組へ疑問 回答︒
を持つことも︒分会は丁寧 だが以前は抵触しないよ
に話を聞き︑共に安心して う対処していた︒予測不可
働き続けられる職場にしよ 能な事態は別にして︑予測
うと関わり合いを大切にし 可能であり対処するよう申
ている︒家族も含めた関わ し入れをした︒
り合いを分会長を始め多く ▼拘束時間︒古川〜仙台昼
の組合員が実施しているが︑ 行便︑平日原則 時間の拘

4

14

郡山駅連合分会

が︑年齢を重ねる中で︑体
調や親の介護等でやむを得
ず退職する姿や話を見聞き
する度︑﹁何か出来なかっ
たか⁝﹂と感じる︒希望地
への異動は早めに対応して
あげたい︒
また希望しても異動が叶
わない人も︒郡山から仙台
地区・小牛田地区への通勤
者がまだまだ存在している
が︑そのような中︑今年
月に仙台車両センターから
地元郡山へ異動の組合員も︒
しかしテクノ郡山への出
向であり︑経験のない業務
に戸惑いながら見習い中︒
地本には今後も早期に異
動が実現するよう対応を要
請する︒
▼駅業務委託︒磐越東線船
引駅︑磐越西線磐梯熱海駅︑
東北本線安積永盛駅︑矢吹
駅︑白河駅︑本宮駅︑郡山
駅在来改札が業務委託に︒
だが会社の対応は委託あ
りきで労働者のことを考慮
していないのでは︒
制服支給等の遅れはどこ
でも聞くし︑ 月に委託さ
れる須賀川駅でも予想され
る︒分会は須賀川駅の 人
の組合員から 項目の要求
を集約し団交に臨んだが︑
本日 日︑ 人に出向の事
前発令が︒業務委託駅は今
後も増加すると思われるが︑
委託についての地本の考え
方を問いたい︒
▼ 年前に実施された検修
合理化︒出向の延長希望者
と 本体復帰希望者に別れ
ている︒延長希望の組合員
は定年まで 〜 年で︑
歳までの残り期間を出向延
長として事前発令がされた
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▼転勤希望地への異動︒分
会では組合員の転勤希望調
査を取組みしてきた︒定年
前には地元に帰りたいと希
望する組合員が多い︒この
間︑郡山への遠距離通勤を
余儀なくされていた組合員
の多くは会津地区や福島地
区へ戻れている︒一昨年に
は 年ぶりに会津若松に︑
昨年は小牛田へ 年ぶりに
郡山からそれぞれ希望地に
復帰した︒また本宮駅勤務
の 人が業務委託によるも
のだが地元の福島に異動︒
分会では組合員の減少だ
22
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会社も問題があると判断
月 日の東北総決起集会
したのか︑ 月 日︑運用 には 人︑仙台総行動には
の一部修正を提案し︑ 月
人が参加し組織の半数が
日︑ 回目のダイヤ改正 参加した︒
を提案してきた︒これまで ▼大雨災害時の出勤の扱い︒
は︑問題があっても時期ダ
月 日未明︑大雨特別
イヤ改正まで修正提案はな 警報発令中︑組合員Ｓさん
かったが︑団交で粘り強く は︑５０３ダイヤで 時
交渉した結果である︒
分出勤であったが︑自宅近
震災から 年半︑気仙沼 くの鳴瀬川隣接地に避難勧
線は復旧費用が７００億円 告が出された︒災害により
必要となり︑ と自治体は 出勤困難であり︑数回連絡
月 日︑鉄路での復旧を し︑年休の申請もした︒
断念した︒
会社は﹁要員手配がつか
柳津から気仙沼までＢＲ ない﹂として出勤を要請し
Ｔ運行であったが︑ 月
たため︑Ｓさんは道路が冠
日からは柳津から前谷地ま 水しているにも関わらず︑
で延伸︒来年のダイヤ改正 通常 分の経路を 時間か
では気仙沼線がなくなって けて︑命懸けで出勤︒
しまうのか⁝︒
しかし前日から陸羽東線
▼若年退職者と組織︒ 月 では終日︑石巻線では昼ま
末に 歳の若年退職者が︒ で運休が決まっていて避難
家庭環境が原因だが︑非常 勧告が発令されているのに
に残念︒分会は来年 人︑ 無理矢理出勤させるべきな
再来年に 人退職予定者が のか︒他にも仙台方面から
おり︑組織減少が続く⁝︒ タクシー出勤者もいたそう
▼検修合理化︒ 年前に出 だが︑災害時の出勤方法に
向発令された︑検修職場
ついて︑文書でマニュアル
人の組合員に対し︑ 月
化すべき︒
日夕方︑雇用対策室から出 通勤経路も異常時は経路
向延長の事前発令が電話連 を問わないとし︑勤務終了
絡で行われた︒
後は速やかに帰宅する保証
とは休日数等労働条件 をすべきである︒
が厳しい状態で延長︑また
﹁電話連絡﹂には﹁頭に来 仙石線駅連合分会
る﹂との声が︒制度の問題
だが︑国は定年延長を言っ
ており︑ 歳までの延長を
強く求めたい︒
▼駅業務委託︒駅では業務
▼春闘の行動︒一人一行動 委託合理化が年 回実施さ
を目標に︑参議員選挙や班 れている︒今日も宮城県支
集会︑職場全体集会は 月 部内では 月 日矢本駅が
日から 日間︑会社施設 委託に︒分会範囲内では
で実施し 人が参加︒ダイ 駅中 駅が委託駅︑無人駅
ヤ改正や職場環境改善要求 は 駅が無人︑ 駅が ︒
など 項目を集約し団交に︒ 他線区も殆どの駅が業務
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員と定期的に交流︒若手か
ら声をかけられることもあ
り︑プライベートでの付き
合いも大事にし︑様々な角
度から拡大に結び付けたい︒
また組織対策費の活用に
あたり︑皆さんの貴重な経
験を何らかの形で参考にし
たい︒
▼労働者の団結で安心して
働ける職場と平和な社会を︒
国労は少数であるが︑要
求では多数派であること︒
その実現には国労の枠を
超え︑周りの労働者・一般
市民との連帯が今後の展望
を切り開く上で重要である︒
戦争法案阻止の全国津々
浦々の行動が広まり︑それ
に参加し︑今後の我々の展
望を実感が出来たのは︑自
分だけではないと思う︒
戦争法案廃案に向けて︑
思想信条を越え︑立憲主義
を取り戻すため︑労働組合
の先進的な行動力を活かし
奮闘したい︒

ムを作成︒ 月に１１０系
が導入されるため撤去の予
定であったが︑イベント列
車や が入れない駅に︒
始発駅なのに出発信号機
がなく︑レピーターもない︒
折り返し時間が 〜 分︑
自分がダイヤ札で発車時刻
を確認し逆転機を前位置に︒
ワンマンでは発車時間
分前に発車放送︑発車時間
とダイヤ札を確認し発車と
なる︒団交で追求するも︑
会社は﹁安全﹂の一点張り︒
また女川駅の夜間折り返
し時︑助士側にホームミラー
がない状況でドア閉め後に
エンド交換の場面が︒万一︑
旅客を挟めば全て運転士に
責任を押し付けられる︒
簡易スイカ処理機もなく︑
取り付けない理由は﹁予算
がない﹂との会社回答︒経
常利益が過去最高の中︑単
にやる気がないだけ︒
次に 月 日のダイヤ改
正︒会社は本線横断禁止を
通告︒これまで運輸区と検
修職場の往来は︑本線横断
で約 分︒しかし迂回によ
り約 分に︒悪天候もあり︑
傘を差しながら重い鞄とワ
ンマンバック︑弁当持参は
大変︒５０４ダイヤは 回
入・出区があり合計 分も
歩く事になる︒健康のため
に良いという人もいるが︑
仕事の前に疲れてしまう︒
７０３ダイヤは到着点呼
が 時 分︑出場点呼が
時 分︑表面上は 時間
分あるが︑睡眠時間を確保
するため殆どの人が入浴せ
ず就寝︒出場点呼の前も当
然︑準備等があり︑労基法
上も問題あり︒
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だ始まったばかりだが︑先 よう︒
行き不安︒ 歳を過ぎて鬱・ ▼文言の意味合い︒各種機
アルコール依存性になった 関紙・情報で目にする﹁健
先輩がいたが︑ 割カット 全な労使関係の確立﹂とい
が少なからず影響を与えた う文言はどう解釈すれば良
と最近思う︒
いのか︒会社寄りの他労組
▼春闘・期末手当の闘い方︒ と対等に扱えという意味か︑
各職場での現場長申入れ または会社の意にそぐわな
やＦＡＸ︑ハガキ行動は良 い事はしないという意味か︑
い闘いだが︑それだけでは または両方で︑○○しない
駄目でないか︒現場長も職 代わりに我々の要求も聞け︑
場環境や安全に関する事項 という意味なのか︑うまく
は︑要求を聞いてくれて応 呑み込めない言葉だ︒解り
えてくれた部分もあった︒ 易い言葉にしてもらいたい︒
ただベアや期末手当の要 国鉄労働歌にあるように︑
求には︑﹁権限外﹂﹁そう ﹁正しい心と赤い血の通う
なれば良いと思う﹂で終わ 手と手をしっかり結び﹂を
り︒支社に上申も出来ない 今改めて心に刻み︑労働条
という︒我々が考えなけれ 件の改善︑生活の向上︑そ
ばならないのは︑労働三権 して今だに存在する差別や
を行使することである︒
一人ひとりの不平不満を少
憲法で労働者側が会社側 しでも減らすため︑正々堂々︑
と対等の立場になり交渉す 粛々と︑そして凛として頑
るために与えられたストラ 張ろう︒
イキ権を行使しよう︒
現在日本ではストの実態 小牛田運輸区分会
がなくなってきているが︑
平和憲法が数の暴力で捻じ
曲げられたように︑﹁日本
にスト権はそぐわない﹂等
と言う輩が出てくるのでは
と危惧している︒﹁大義名
分がない﹂﹁準備不足﹂等
は理由にならない︒﹁我々
の生活給を上げろ！﹂とか
﹁震災や豪雨で止まったま
まの鉄路を早期復旧させて ▼ダイヤ改正と職場状況︒
地元住民の足を確保しろ﹂ 小牛田運輸区では年 回
で良いのでは︒もう何年も のダイヤ改正が実施された︒
この話題は出ており︑準備 まず 月 日の所定ダイ
不足にはならない︒やる︑ ヤ改正後の 月 日には女
やらない︑出来る︑出来な 川駅が開業︒ ・ から
いの議論から一歩踏み出し︑ 年半目の開業だが問題が山
どういった形で行使するか 積︒ホームの有効長が Ｍ︒
の議論が必要︒指名ストや
・ 系だと 両しか入れ
貨物だけでも結構︑前進し ず︑ Ｍ延長した仮設ホー
4
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貨物宮城分会

組織拡大は喫緊の課題と
言われて久しい︒拡大の重
要性は十分理解するが︑そ
の先の進む方向が見えてこ
ない︒いずれ連合体に⁝と
いう話も耳にするが︑それ
は全く相反すること︒
例えば︑若い人達が悩ん
だ末に国労加入したのに︑
数年後に元の鞘︵連合体︶
に戻るとなれば︑﹁悩み苦
しんだのは何だったのか﹂
と失望や不信感を抱くので
は︒賃金や労働環境の向上︑
一人ひとりの悩みや問題の
解決に真摯に向き合い︑と
もに闘っていく姿勢を押し
通すこと︑外に主張してい
くことが大事だと考える︒
そのためにも企業体毎の
組合では駄目で︑どんなに
困難であっても国労が一枚
岩にならねばならない︒
委員長のあいさつに︑組
織の維持には健全な財政が
不可欠とあったが︑正にそ
の通り︒企業別では貨物は
成り立たたず︑単一組織が
筋である︒
▼職場状況︒月一回の業務
打ち合わせでは︑問題点や
業務の進め方等︑発言する
のはほぼ 代の国労組合員︒
この層が居なくなれば︑
恐らく業務打ち合わせは形
式上のものになる︒ただ︑
最近は若手社員からも︑意
見要望が少しではあるが出
るように︒日頃から︑﹁主
張したいことがあれば遠慮
なく発言するように︒応援
するから﹂と言っているか
らだ︒自分も 月で 歳︑
割カットに︒地域手当で
万数千円の補正はあるが︑
手取りで 万円の減収︒ま
40

9

2

3

5 43

長谷川代議員

▼組織拡大と組織のあり方︒
小牛田駅連合分会の拡大
を喜びたい︒加入した青年
と関係者に心から敬意を評
したい︒我々貨物宮城分会
も続けるよう︑これまで以
上頑張る決意だ︒
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委託駅の状況︒
委託問題は多々あるが︑
点指摘する︒一つは労働
者︑労働組合への合理化攻
撃であるということ︒
ＴＳＳには国労がなく︑
交渉窓口をゼロから作らな
ければならない︒偽装請負
まがいの事象が多々あるが︑
ＴＳＳ幹部は︑﹁国労と交
渉する必要はない︑委託さ
えしてしまえば⁝﹂と考え
ているのでは︒
もう一つは︑賃金を低賃
金に抑え込む非正規化の問
題︒日本社会では派遣やパー
ト等︑非正規雇用労働者の
増大が問題視されているが︑
も同様のことを実施して
いるということ︒
業務委託化は︑我々労働
者に何ら利点はなく︑これ
に反対する闘いは国労に必
要・必然だ︒
地本も反対の立場で交渉
を行ってきたと思うが︑交
渉だけによる要求の前進は
困難でないか︒
支部は 月 日に仙台支
社前と矢本駅前で委託反対
のチラシ配布行動を展開し︑
分会も参加してきた︒ただ
地本としての行動が見られ
ないが見解を求めたい︒
▼出向会社との協約締結に
向けて︒本塩釜駅は市の中
心的役割を担い︑地域住民
にとって便利かつ重要な駅

であった︒しかし 年程前
びゅうプラザが廃止︑営業
窓口も委託になり大変不便
になったという声が出てい
る︒また要員配置も本塩釜
駅と塩釜駅を総入替えした
だけで︑社員の要望を考慮
したものではなかった︒
本塩釜には地本役員もい
て︑ＴＳＳとの労使間協約
が締結されていないため︑
組休︑団交出席等に支障が
出て組合活動の低下に繋が
る︒早急に協約締結の取組
みを行い︑ と同様の扱い
となるよう要請する︒
▼職場労働条件改善︒ 月
日︑職場にブロック長か
らＦＡＸがあり︑内容は︑
ＴＳＳにおける 協定に関
する労働者側代表選挙につ
いてであった︒
月 日立候補締切︑
日投票︒宮城県支部は急遽︑
各ブロックの組合員に連絡
し︑立候補して闘ったが結
果は残念な形に︒
問題もあった︒﹁選挙﹂
でありながら投票用紙に記
名・押印させるという投票
行為であり信じがたいもの
であり︑またその前段とし
て︑地本からの指導等がな
かったがどうなのか︒
協定を締結する労働者
側委員の選挙であり︑国労
としては候補者を擁立する
のは当然だと考えるが︑地
本の見解を求める︒
▼春闘︒ 春闘は国家もフォ
ローする有利な状況で︑国
労は昨年の全国統一要求を
昨年の一万円から一万五千
円に引上げ︑闘いを進めて
きた︒しかし貨物では 年
連続ベアゼロ︑東日本では
15

15

﹃行けない﹄という強い意
思を申告したにも関わらず︑
本社・本部間︑支社での扱
いに関する確認や和解時の
確認事項を反故にする︑一
方的かつ何の努力もしない
強制的事前発令通知は納得
できない︒
﹃病気の人に出向に行け
とは言えない﹄とした現場
長の発言からも極めて不当
だ︒渡辺氏は 年前から心
療内科に通院︑薬を服用し
ていることは現場長も承知
の事項︒更に面談は︑他の
罹患者を除き実施され︑渡
辺氏は人の一生に関わる事
項をわずか 分程度の面談
を受け判断された︒
これでは︑最初から﹃発
令ありき﹄の渡辺氏を狙っ
た不当な面談としか受け取
れない︒
東北ロジへの出向の正当
性と理解を得る努力をする
ことは会社の責務であり︑
本社・本部間の取り交し事
項︑本人の意思の尊重は欠
けることがあってはならず︑
これを無視した事前通知発
令は誰が考えても無効︒白
紙撤回を求め︑強く抗議す
る﹂というものであった︒
残念ながら仙台地区への遠
距離強制出向は発令され︑
閉所恐怖症である渡辺さん
は服薬し新幹線通勤をして
いた︒
労働契約法 条には︑
﹁安全配慮義務﹂﹁職場環
境配慮義務﹂が謳われ︑第
条には﹁当該出向命令が︑
その必要性や当該労働者の
選定に係る事情に照らし︑
その権利の濫用が認められ
る場合は無効とする﹂と謳

宍 戸 代 議 員

われているがこれに該当し 貨物分会は少数で微力で
ないか︒
はあるが︑明るく楽しく地
渡辺氏は︑抗議・激励集 道に頑張る︒組織強化・拡
会で︑﹁この間劣悪な労働 大が最重要であり︑方針の
条件で働いてきて︑ただ平 客貨一体の闘いと︑我々の
穏に生活したいという願い 出来うる﹁最大・最高の闘
すら奪われる仕組みはおか い﹂を要請する︒
しい﹂﹁労働者全体にかけ
られた攻撃であり︑少なく 仙台保線区分会
とも組合と会社で確認され
た事項は守るべき﹂﹁紙切
れ一枚での配転は悔しい︒
合理化はこれで終わりでな
く︑最低限のルールを守ら
せることは必要﹂と訴えた︒
郡工支部と分会は︑早期
に戻れるよう︑様々な機会︑
機関を通じ訴え︑また団交
でも追求してきたが︑﹁し
かるべき時期に対処する﹂
との回答から 年を迎えて ▼組織強化・拡大︒地本内
いる︒出向は原則 年︑貨 で多くの組合員が存在して
物では期間終了前に面談が︒ いたが︑退職により年々減
元職場がない︑希望通り 少︑組織拡大が急務︒
に行かない等問題があり︑ 今年は保技セ 人︑土技
新たな業務と人間関係⁝と セ 人︑幹保 人が配属︑
いうリスク回避から出向延 各班取組みをしているが加
長の方も少なからず存在す 入には至らず︒働きかけを
る︒今回の事象では︑客貨 しっかり行い拡大に結び付
各機関の奮闘で︑郡山車両 けたい︒
所に戻すことが出来た︒特 ▼職場問題解決︒設備メン
に出向では﹁片道切符﹂の テから 年経過︑職場では
状態からの変化であり︑努 一人ひとりの業務量が増大
力が報われた︒
の一途︒職場諸問題の解決
▼組織体制︒一部役員の脱 には所長交渉という形では
退があった︒残念だが︑闘 断わられるため︑話し合い
う労組︑労働条件改善︑組 というスタイル︒
織拡大を柱に闘う支部体制 一方で出向先では︑窓口
を構築する︒
がないということもあり︑
▼貨物会社を取巻く情勢︒ 安全会議︑各種講習会等機
現在︑北海道新幹線の課題 会を捉え作業や環境の問題
を始め︑ 歳 割減︑ 数 改善を訴えている︒
年に及ぶ 最低の期末手当︑ ▼安全環境︒指令とのトラ
ベアゼロも深刻な問題︒ ブルが発生している︒ 月
人件費・賃金抑制の闘いが
日︑運転確認の際︑区間
今後も予想される︒
間違いがありあわや触車の
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過去最高益を計上しながら と︑またスト要請行動を取
所定昇給額の 分の プラ 組むことを要請する︒
ス千百円の低額回答であっ ▼最後に︒労働組合は労働
た︒交渉重視の闘いの限界 運動を誰のためにするのか︒
を感じる︒いかに有利な状 それは家族のため︑仲間
況であっても労働者が闘わ のため︑何より自分のため
なければ賃上げは勝ち取れ に︒
ないことは歴史が証明して
いる︒支部は組合員の悲痛 郡工・貨物分会
な声を上部機関に届けるた
め︑本部・東日本本部に要
求獲得に向けたストライキ
行使の要請書を提出︒ 月
日には本部に出向き︑ス
ト要請と激励行動も実施し
た︒結果︑ 春闘も交渉を
押し上げるストは行使しな
いまま︑交渉重視の無残な
敗北で終了した︒
国労は︑賃金・労働条件・ ▼組織強化︒ 年 月︑当
労働協約等に関する事でス 時分会副委員長の渡辺氏が︑
トを行使するための一票投 東北ロジスティクスに強制
票を実施し︑スト権の確立 出向発令︒渡辺氏は 数年
を各機関大会において確立 前︑分会三役が相次いで脱
している︒社会的情勢や組 退する中︑分会を支えてき
合員の生活実態を考慮すれ た人物︒
ば︑スト行使はやむを得な 国労組合員に対する配転
かったのでは︒
の強要は︑残念ながら現在
本部はストを行使しない も存在︒問題はその経緯︒
理由について︑﹁ストは交 当時の支社への抗議文を
渉を押し上げるための戦術 紹介する︒﹁︵一部略︶出
として︑スト配置を検討し 向の事前通知は組織の弱体
ようという議論をしてきた﹂ 化を意図した不当労働行為︒
﹁高い意識を持つところは 本社・本部間では︑﹃出向
下がることは可能だが︑届 については︑本人同意・理
かないところを無理に引き 解を得る努力をする﹄と確
上げることは困難と判断し 認されており︑﹃支社での
戦術に取り入れなかった﹂ 扱いも︑事前通知以前も含
と説明しているが︑これで め︑理解を得るよう努力す
は本部の指導責任が問われ る﹄と本社は回答︒一括和
る︒
解においても﹃人事異動の
地本に要望︒ 春闘では 必要性が理解されるよう努
組合員の悲痛な声に応え︑ 力する﹄と答えている︒だ
仙台地本の主体性を発揮し︑ が︑渡辺氏の個人面談では︑
本部・東日本本部に対して 面談の中で東北ロジへの出
ストの要請を文書で行うこ 向 が 告 げ ら れ た ︒ 本 人 が
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事象が︒ 列警を所持して
いたので事なきを得たが︑
使用禁止区間であればどう
だったか⁝︒輸送指令員の
教育の徹底を要請する︒
降雨等災害時の呼出し体
制︒過去から今日まで度々
問題が発生している︒石巻
から仙台に出社要請があっ
たり︑松島在住者には松島
に出社など対応が統一され
ていない︒交代要員につい
ても同様︒トラブルのない
よう現場への指導が必要︒
仙建作業︒山形エリアで
のマルタイ作業だが︑山形
では︵降雨による︶警備中︒
警備の最中に作業して良
いのか？︒結果的には中止
になったが対応の遅さが指
摘される︒設備部と現場所
長への指導が必要︒
▼組織改編︒仙建のレール
センター廃止の動き︒組合
員の進路不安もあり︑情報
があれば伝えてもらいたい︒
▼エルダー進路選択︒設備
系社員は︑保線であれば仙
建等に限られるが︑中には
レールから離れたいという
希望者も居る︒例えばテク
ノ︑ＴＳＳ等の会社を選択
出来ないのか︒

きは知っていたが︑正式な
内容通知は 月 日︒投票
用紙への押印︑事業所単位
とすべき等主張した︒ＴＳ
Ｓは﹁これまでは全体で取
り扱ってきた︒修正し今回
はブロック単位にした︒こ
れが全てとは考えていない﹂
と言っている︒今後も我々
の主張をしていく︒
◆組織のあり方︒連合体ま
たは単一体の是非︒第 回
全国大会の方針・集約では︑
﹁機関としての方向性につ
いて議論を開始していく﹂
ということで承認された︒
今後本部がどう具体的議
論と説明をするのかを受け
て︑地方としても議論して
いくこととなる︒

◆経過で 人︑方針で 人
の発言︒

原子書記長集約

11

4

題点を 仙台支社に確認を
させ︑直接ＴＳＳ仙台支店
総務部長に指摘をし︑同時
に意見交換の要請をしてき
た︒
これらは出向先の職場に
分会機関等を作る一歩であ
り︑今後はプロパー社員や
パート社員の要求を集約す
る取り組みなどから︑組織
拡大に繋げていくことが重
要であり︑経験を互いに学
び合いたい︒
またエルダー先の労働環
境は劣悪であり︑その改善
が大きな課題︒
﹁ 歳を超えてやれる仕
事でない﹂﹁休みが少なく
なってきつい仕事は大変﹂
﹁きついので最初からエル
ダーを希望しない﹂等この
間の交流会や支部代表者会
議の中で報告されている︒
一方で大変な職場だから
こそ職場を変えようという
取り組みも︒
ジェイアールテクノサー
ビス福島営業所では︑気温
が 度を超えることもある
夏場でも空調を落とし︑照
明も消えた中で車内清掃が
行われてきた︒
一緒に働いている年配者
たちからも﹁何とかならな
いのか﹂﹁熱中症に注意し
て働いてくださいだけでは
注意しようがないな﹂等の
意見が出され︑全体で考え
てきた︒
会社に物を言うことの大
変さがある中で︑パンタグ
ラフを下げなければ︑空調
が効いた状態で掃除できる
ことを全体で確認し︑﹁薄
暗い車内ではゴミだってよ
く見えない﹂﹁トイレだっ

てきれいにできない﹂とい
う声を会社に伝えた︒
関連会社の所長にも車内
清掃に立会いしてもらい︑
どれほど暑くなるかを体験
してもらい︑所長から﹁カー
ドに書いてあげてくれ﹂と
なり︑ 人全員が提出︒
その結果︑関連会社から
﹁車両清掃における夏季の
車内空調保持のお願いにつ
いて﹂という文書が 月
日付で の担当運輸区に提
出され︑更に 仙台支社か
ら関連する全ての運輸区に
文書が出された︒
人の職場から始まった
取り組みが関連会社を動か
し︑ を動かしたことは学
ばなければならない︒
個人で会社に言うことも
大事だが︑全体で考え︑全
体で求めていくことも大切︒
エルダー先には交渉窓口
がなく多くの先輩方が苦労
しているが︑職場で働いて
いる人全体の声を力に変え
具体的に改善した点を広め
ていくことが︑全体的な運
動の前進になる︒
職場の中心軸となること
が組織拡大に結びついてい
くという観点で︑職場の一
つひとつの問題にこだわり︑
それらを共有できるよう強
化していく︒
地本は今後も出向者・エ
ルダー及び嘱託組合員の職
場交流会を開催し︑職場の
実態を出してもらい改善に
向けた取り組みを強化して
いく︒
また運輸協議会でも駅業
務委託後の検証をしており︑
連携し問題点の改善に努力
する︒同時にグループ会社

統一
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団結

線に関する申入れ︒ 月
日︑ 項目を支社に提出︒
資料の準備と実態把握に
努めたい︒
◆小牛田駅構内の横断︒会
社は﹁ 分 秒﹂と言う︒
時間の差はあれ︑﹁安全設
備を設置せよ﹂と主張して
おり︑今後も議論していく︒
◆災害時の通勤︒整理した
ものが仙支総で出ている︒
問題が発生した段階で直
ぐに連絡を︒
◆ダイヤ改正修正︒行路の
修正を﹁ミス・間違い﹂以
外で修正させたのは初めて︒
分会の皆さんの取組の成
果であり敬意を表する︒
◆ 月 日︑運転確認の際
の区間間違い︒聞いていな
かったので詳細を教えても
らいたい︒現場の科長の指
導⁝地方本部としては出来
ないので︑設備の問題とし
て今後対応していく︒

中島財政部長
◆組織対策費︒スト基金へ
戻すことや組合員に返還と
いう意見︒本部大会での決
定事項であり︑大会や各種
会議で意見は伝える︒
使用方については指摘を
受けないよう注意する︒
取組み内容の公表につい
ては︑組織対策会議等で示
すことは可能︑準備する︒

2

60

35
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原子書記長

い対応すると同時に︑随時
団交を積み上げ闘いを展開
する︒
外注化は︑出向・非正規
労働者の増大そして失業者
の拡大等︑格差社会の広が
る原因でもあり︑安易な外
注化施策や業務委託施策で
車両の品質の保証や︑利用
者の安全が担保されるのか︑
労働条件が守られるのかを
しっかりと主張していく︒
会社の施策としての責
任︑グループ会社への指導
をする責任を逃がさない団
体交渉の強化が必要であり︑
出向先での問題点を集約し︑
改善を支社へ求めて行かな
ければならない︒
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一緒に
考え取り組みを少しでも広
げていくことが重要であり︑
取り組みの強化を要請する︒
技術継承の問題も検証し︑
その実態︑品質や安全性の
問題を 本体に求めていく
取り組みが重要︒地本は今
後も出向先における問題を
集約し改善を求めていく︒
月 日には首都圏エリ
アで 東日本ステーション
サービス︵ＪＥＳＳ︶に移
管され︑東北エリアでは
東日本東北総合サービス㈱
︵ＴＳＳ︶に移管された︒
地本は 月に東北協議会
幹事会を開催︑ＴＳＳへの
移管に関する社員調査に着
手すること︑また今後東日
本本部が窓口となることを
確認し︑施策実施後におけ
る様々な問題は東日本本部
と連携を図り対応する︒
この間︑ＴＳＳ職場の問
5

25
◆エルダー︑出向先会社に
おける労働条件改善に向け
た取り組み︒
年 月に﹁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
︵検修合理化︶﹂また︑
﹁駅業務委託の拡大﹂では︑
委託 駅と 駅の一部が今
年 月 日に実施され︑更
に 月 日付で 駅が委託
提案と旅行業務の移管が提
案︑実施されようとしてい
る︒
利用者の安全・サービス
という の根幹に係わる施
策であり︑指揮命令系統︑
管理体制︑偽装請負︑業務
委託時の要員数︑技術継承
等様々な角度から解明を行
12
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7

7
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JR

JR

6
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15
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◆バス東北の 月 日から
メンタルチェックの施行は
聞いていないので確認する︒
◆ＴＳＳ 協定︒この間の
様々なやり取りの中で︑動

JR

1

JR
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21
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執行部答弁

安プロで議論し︑会社に
も言っている︒必要により
申し入れをしており︑郡山
のトロリ線断線については︑
申入れ済︒神田・秋葉原の
電柱倒壊は東日本本部が︒
今後も続けていく︒
◆女性職場環境︒女性組合
員が少ない状況もあり︑職
場での要求は困難︒調査状
況を元に改善を求めていく︒
◆業務用自動車運転︒基発
では︑﹁ 時間程度で交代
するのが望ましい﹂とある︒
距離ではない︒ 時間以上
かかる場所には二人以上で
移動させるよう現場で指摘
を︒
◆スト権一票投票︒労組法
第 条 項 号に基づき実
施している︒投票によって
選出された代議員の投票の
過半数︵全員一致が望まし
いが︶で決定される︒
これにより組合がストを
行使することが可能になる
ということであり︑明日以
降ストを行使するという決
定ではないということ︒
◆遠距離通勤︒一昨年︑支
社に提出した転勤希望者名
簿通り異動発令があったが︑
実際の希望と記載内容が違っ
ていた︒結果︑昨年は凍結
扱い︒今年はまた個別希望
の名簿を提出︒ 月に希望
地への異動がある方も居る
と聞いている︒
◆駅業務委託化に対する取
組みのスタンス︒体制的合
理化であり︑安全安定輸送
の確保が出来ない︑サービ
ス低下に繋がる駅業務委託
には反対であるというスタ
ンスに変更はない︒
◆郡山駅構内のトロリ線断
10
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歌川業務部長
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◆ 年設備部門におけるメ
ンテナンス体制の再構築︒
当時深夜 時過ぎまで交渉
し︑決めたことを知らない
人が多くなっている︒しか
しこれが基本であり︑言い
続けなくてはならない︒
◆重大インシデントの検証︒
01

27

36

２０１５年１２月２０日
国労仙台
第２７１１号
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への訪問などを続け︑拒否
された会社にも再度訪問を
求めていく︒
国労東北協議会は 月に
東北ロジ本社に対し申し入
れを行い交渉し︑ 月には
東北ロジ秋田事業所勤務の
松渕光博氏を正社員にする
ことを申し入れをし交渉し
てきたが︑先ずは労使関係
を構築することが重要︒
労使関係の構築と出向先
の労働条件改善に向け努力
していく︒

も行ってきた︒
会社は︑﹁今後も施策に
基づき行う﹂としているが︑
今後も差別是正問題として
改善を求めていく︒
出されてこれで終わりで
なく︑出向先における就労
先の変更も視野に入れ取り
組みを強化していく︒
年前の ・ 東日本大
震災では︑遠距離通勤があ
らためて問題となった︒
帰宅困難や︑逆に職場に
行くことが困難で自宅待機
とされた社員も多くおり︑
地元での職場であればより
良く迅速な対応が可能だっ
たはず︒これまでの異常時
等の問題と合わせ更に改善
を求めていく︒
今年度も転勤希望調査を
実施し︑リストを作成し
月に提出した︒
特徴として︑年齢も高齢
化し︑健康問題や家族の介
護を抱えている実態が多く
なっている︒また長期化し
ている現状から︑元職場や
元職への希望も﹁慣れた今
の職場の方が良くなってし
まった﹂という実状もある︒
今後も改善に向け全力を
挙げる︒
4

3

11

仕事総点検の具体化や職
場で仕事の中心に座ってい
る国労組合員が声を出し︑
他労組もまきこんで職場で
の全体的な合意形成を作り
上げる事で︑改善や一歩前
に進む事をこれまでも実践
してきた︒
再度総括し︑組織拡大へ
の展望を切り開いていくこ
とが求められる︒
営業職場では︑何事もな
ければ辛うじて毎日の仕事
はクリアされるが︑災害や
異常が発生すれば要員が足
りず混乱が続く状況だ︒
職場の要員問題は︑安全
問題でもある︒一つ一つ仕
事優先となっている状況を
洗い出し︑安全に仕事が出
来る体制を作っていかなけ
ればなならない︒
日々の仕事を通して﹁仕
事優先﹂に我々の物の見方
考え方も変えられているこ
とを意識しつつ︑職場の問
題を今一度見直す事が重要︒
仕事を安全に行うために
は何が必要なのか︑職場の
実態・事実を通して声をだ
して︑周りに広めていくこ
とが必要である︒
分会運動の活性化に向け
た取り組みの強化を要請す
る︒
◆組織強化拡大︒
地本組織対策会議を開催
し︑支部・分会での対策会
議へとつながっている︒
毎年頑張ってこられた先
輩方が退職をし︑組織減少
が余儀なくされており︑こ
れまでと同じ運動や行動を
やりきるには役員負担が大
きい︒

7

◆職場生産点での闘い〜分
会活動の活性化に向けて︒
一人ひとりが職場の問題︑
自分の問題や課題を周りと
話をし︑出し合いながら︑
どう克服するのかを広げて
いく︒
日々の問題を粘り強く職
場で取り上げ︑﹁共通する
課題の多数派となる﹂こと
がこれまでの私たちの運動
である︒

分会役員の担い手も難し 各機関には︑集約に向け
いという報告や退職 エル た意思統一を要請する︒
ダーといった生活設計を立 春闘期の職場集会︑一人
てながら組合に目が向きに 一要求の集約と要求作り︑
くいということが︑この間 そして現場社員の声として
の交流会のなかで言われて の話し合いの取り組みを今
きた︒今後組織は減少し︑ 後も継続していく︒
書記雇用や専従配置の課題 ﹁現場に交渉権はない﹂
がある︒
という状態もあるが﹁職場
書記雇用や専従配置のな で解決できることは職場で﹂
い地方本部は大変な苦労を という問題意識を持ち︑粘
しており︑こうした現状を り強く現場での話し合いを
受けて︑本部からも先の大 取り組む︒
会で組織の強化拡大と権利 統一行動︑大衆闘争につ
確立を目指しての追加方針 いては︑今年度も春闘事務
が提起された︒まさに今後 局を設置し︑その中で議論
年 年が勝負になる︒
していく︒
組織問題で特効薬はない︒ 貨物職場からのストライ
これまでの積み重ねてき キの要請については︑情勢
た他労組との交流を活かす と貨物組合員の合意形成な
ためにも︑あらためて﹁国 どの判断が必要︒
労に入れ﹂﹁国労に来い﹂ 中央戦術委員長会議で検
と訴えていく取り組みが必 討されるが︑地方からの意
要︒
見として伝えていく︒
何より組織の活性化には
月 日の地本執行委員
青年組織が必要であり︑再 会でストライキについて議
度組織対策会議などを開催 論した︒同日に東日本本部
し︑組織拡大行動や新入社 書記長会議が開催されるこ
員対策などの取り組みを強 ともあり地本としての考え
化していく︒
方を報告するため議論した
併せて︑職場で国労組合 が︑全体的な一致を見るこ
員が職場の中心軸になるこ とは出来なかった︒
とが組織の拡大につながっ 地本としては分会からス
ていくと考える︒
トライキ要請があったこと
職場組合員一人ひとりの を伝えていくことを確認し
努力にかかってくるが︑人 た︒
とのつながりを大切にし︑
対策会議の開催と合わせ︑ ◆東京電力福島第一原発事
地本一丸となり進めていく︒ 故による放射能汚染問題︒
支社との団交では︑﹁支
社内には避難区域や避難準
備区域︑ ㎞圏内︑ ㎞圏
内はない︒国と自治体の政
策に基づいていく﹂という
内容で︑何も進展していな
い︒
1

･

◆ 年春闘の取り組み︒
春闘のスタートとして︑
月賃金明細を基に﹁賃金・
生活実態アンケート調査﹂
の集約が全組合員を対象と
し取り組まれている︒

だが低放射線量区域内で
の作業を続けなければなら
ない状況に変わりなく︑今
後も線量の測定や職場にお
けるホットスポットの改善︑
高線量の保管状況のチェッ
ク等を継続する︒
特に福島県支部の放射線
対策委員会を中心に各職協
と連携し︑問題点の改善に
向けた要求作成を進めてい
く︒
一方で︑線量が高い地域
での労働や住居がある人と︑
そうでない人との温度差や
慣れによる関心の薄まりも
生じている︒
放射能自体が﹁感じない︑
臭わない︑味もない﹂もの
であり︑意識して続けなけ
れば闘いの継続は困難︒
昨年も本部主催による
﹁国労フクシマ交流・視察
学習会﹂が開催され︑今年
月には︑本部 東日本本
部 仙台地本 水戸地本と
フクシマ交流会の事務局会
議を開催した︒
月 日〜 日には﹁激
励 視察﹂行動を開催し︑
鹿島小学校のグランドに仮
設校舎として建てられた小
高中学校を視察︒
当日は大雨により休校に
なったが︑中学にいる教組
の先生と交流し︑中学生と
いう多感期での子どもたち
の不安や︑親の不安など原
発による被害の実相を学ん
だ︒
また夜の交流会では︑い
わきの国労組合員から︑家
族が離ればなれにされてい
ることや先行きが見えない
生活の苦しみ等が報告され︑
改めて脱原発とフクシマの
10

現状を発信し続けることが
必要と感じた︒
月には昨年に続き︑本
部主催で﹁フクシマ交流学
習会﹂が開催される︒
地本も積極的に関わり︑
今後の取り組みを広げてい
く︒

11

◆来年実施される参議院選
挙での奮闘と︑今大会で確
認された課題等の克服に向
け︑地本がその先頭で奮闘
する︒
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◆差別是正問題について︒
今後も会社側と向き合い︑
粘り強く要求改善に向け取
り組む︒
一括和解以降の懸案事項︑
特に秋田支社への支社また
がりでの異動問題では︑
﹁秋田支社での要員需給関
係もあり難しい﹂との支社
回答から進まない状況だが︑
年齢も高齢化しており時間
も余り残されていない︒
会社に配転希望リストを
提出し粘り強く取組む︒
また支社越えに関する懸
案事項の実態を東日本本部
へ伝え︑大会以降支社に再
度求めていく︒
地本内の課題である長期
間遠距離通勤問題や病弱者
の遠距離通勤問題︑家庭状
況による地元希望の要求も
機会あるごとに会社に伝え
ていく︒
今回︑ 年以上の遠距離
通勤者の転勤者希望リスト
を提出し︑通勤状況や﹁不
公平感がある固定された社
員の実態は問題である﹂と
早期に地元に戻すべきとし
て︑団交の席上や窓口間で
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