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あり、 本体の要求として ドを上げたり班長会議に問
作りあげてきた。
題点の提起をしてもらった
同時に職場で会社への要 り等、様々な機会を通じて
望と、労安での社員の声と 努力していくことを確認し
しての取組みから、何点か た。また要請行動は詰所の
改善があった。取組みの継 目立つ場所であったので、
続が重要。
他の組合員へのアピールに
エルダー組合員の増加も なったと思う。
あり、昨年は 回、今年は
月 日 に は職 場 施 設 を
月から会社・職場毎に意 用いて、団交の経過と現場
見交換会を実施。新たな問 長要請行動の内容を周知し、
題や改善されたものもあり、 分会としての中間総括を行っ
話し合いの必要性を感じた。 た。
今後も継続し取組む。
▼組織強化・拡大。分会執
▼アスベスト。支部・分会 行委員会で議論し、歓迎会・
にアスベスト対策委員会を 組合説明会・分会レク等を
設置。
企画実施してきたが、結果
本部の「アスベスト作業 が出ていない。
従事歴の取組み」では支部 今年は台車科に 人配属。
対策委員会でその意義と重 分会では社会人に絞り取り
要性を意思統一し、特殊健 組むことを決定し、説明会
康診断未受診の組合員にも を企画したが実現しなかっ
協力してもらい、支部・分 た。
会全体の取組みとなった。 しかしその後のビール祭
工場職場はアスベスト被 りには参加があり、今後芋
害が多い職場であり、退職 煮会での交流も計画してい
やエルダー満了前に健康管 る。この間の取組みと繋が
理手帳の取得を慫慂。手帳 りを元に、拡大の実現に向
取得希望者には申請用紙と けた取組みにしていく。
従事履歴、過去取得した方
の便りを渡している。
仙台建築分会
こ れま で 人 が 取 得 し て
おり、 と国鉄（運輸機構）
両方で取得可能だが、国鉄
の場合は運輸機構に連絡し
ないと申請用紙が届かない
ことが判明。今後の課題に。
▼春闘。分会は一人一要求
を取組み集約。現場長要請
に繋げてきた。
要 請行 動 は 社 員 の 立 場 と
して、分会三役が科長と約 ▼分会活動。高齢化、退職
時間半話し合った。特に が近くなると、みんなで組
安全問題に関しては、会社 合運動というよりは、個人
も同じ認識であり、早期改 の趣味や自己解決に走りが
善に向けて我々も設備カー ち。
7

1

不定期であった、「一の
日集会」を月一度確実に実
施することに（飲みながら
何でも話し合う）。
その中で、「仕事の責任
が押し付けられ、要員不足
により超勤が多くて困って
いる」話に。調査が始まり、
一昨年は、一つのテーブル
で年間千八百時間の超勤。
現場長に話すと、「一つ
のテーブルの話では‥」と
言うので、昨年は技セ全体
調査し、全体で六千時間で
あった。
再度現場長に「 人足り
ない」と話すが埒が明かず。
そこで、超勤は指示があ
ればやる、なければ帰ると
いう運動を提起。すると会
社は「今日残る人いますか」
と変化。納得はしていない
が、何もないよりは。
一方で、手当を小遣いに
充てようという人も中には
いて、勤務時間前の早出超
勤をする人も。話し合いの
中で、「おかしいよね」と、
会社に指示を出させ、勤務
時間の繰り上げで対処した
ことも。
ここまで長い時間の話し
合いがあり、全員が納得し
ているわけではないが、一
つの取組みで会社を動かし
たのは成果であるし、その
下地は「集まって話すこと」
と思う。
団結強化の一環として、
今年はＢＴ山形の仲間とサ
クランボ狩りやゴルフ、Ｂ
Ｔ郡山の仲間とは、一泊行
事の企画。また将来の再雇
用を見据え、仙建かＢＴの
プロパーとの交流も考えて
いる。
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編集責任者 武田 昌仙
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渡 辺 代 議 員

ざるを得ないのか…。組合
レクや個人的に飲み会への
声掛けしているが成果がで
ていない…。
ただ職場で国労と東労組、
国労らしい運動、頑張って
いるなと思われるような運
月 ・ 日の両日に開催された、第 回定期地方 動を展開しなければ、若手
大会の概要については、既に国労仙台２７０８号にお は同じような組合であれば、
いて報告されているが、今号では、全代議員の発言を 東労組の方が楽ではないか
掲載する。
と
思うのは当然か。
国 労 ら しい 見 え る 運 動 を
展開してもらいたい。仙台
駅連合分会は諸問題解決の
ている。地本の認識と運動 ためストも視野に入れ闘う
仙台駅連合分会
の進め方は。また駅職場の ことを提案する。
展望を会社側に明確にさせ ▼質問二点。方針書の、仙
ること。
台駅一部ＴＳＳ委託化ストッ
仙台駅では直轄窓口はみ プ。なぜ止まっているのか。
どりの窓口、新幹線中央口、 分かれば。
在来中央口、あおば通駅の また 月、「早期に賃金
み。駅業務委託反対の立場 回答を求める」盛岡での集
を明確にして積極的な運動 会だが、抗議集会であるの
の展開を要請する。
に部屋に閉じこもるのか。
仙台駅みどりの窓口は慢 支社前等で集会の方がよ
性的要員不足。ＴＳＳから り効果的でないか。経過を
逆出向を か月交代で投入。 教えてもらいたい。
毎回違うプロパー社員の
ため即戦力にならず。現在 仙総台車分会
窓、 月からは 窓を考
えているようだが混雑は必
至。 月からＧＳをなくし
たため、機械操作が苦手な
年配者は窓口購入へ。
月からびゅうプラザが
びゅうトラベルサービスに
委託、切符扱いのカウンター
が廃止となり更に混雑に拍
車。
▼組織拡大。今年 人新規 ▼エルダー。支部全体で
採用。社会人採用者は配属 人。支部・分会にエルダー
日当日、業務終了後集めら 担当を置き、組合継続と職
れ全員東労組へ。接触の機 場問題解決のため、支部業
会がないまま全員東労組へ 務部とともに取組んできた。
加入が毎年続いている。
エ ル ダ ー職 場 は 交 渉 し な
入社時の加入をあきらめ ければならないほど問題が
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▼分会の現状と問題点。組
織 人の約半数がＴＳＳに
勤務。賃金アンケートに書
き込まれた仲間の声は、
「ＪＲは関連企業が柱に業
務が動いているが、そこで
働く労働者はあまりの低賃
金で今後の生活に悩み生活
の方向性を見いだせないで
いる。エルダー職場は、国
労の仲間が大変な思いで働
いている。会社の言うがま
まであり、だからこそ労働
組合が必要だ」とある。早
期に労組の立ち上げを要請
する。
▼毎年業務委託化。このま
までは直轄駅がなくなる勢
い。当初、第二の職場の確
保ということであったが、
プロパー社員を雇用し続け
10
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なし。山形・小牛田運輸区
等他職場では提示がされ、
宮城野運輸区でも他労組に
は提示がされており、明ら
かな差別。
加えて 人には仙台駅Ｔ
ＳＳへの事前出向の打診を
してきている。断ってもし
つこく打診、昨年もだ。
職場で申し入れをしてい
るが埒が明かない。強く申
し入れを。
▼異常時の通勤問題。 月
日台風の影響で在来線が
始発から 時まで運転見合
わせに。
常磐線鹿島から通勤して
いる組合員が出勤方法を求
めたところ、自家用車で浜
吉田駅まで向かい、そこで
待機の指示があったため、
浜吉田駅到着で勤務開始。
その後浜吉田からの通勤
者と合流したため再度会社
に連絡したところどちらか
の車で乗り合わせて出勤の
指示。
自家用車での出勤指示は
あり得るのか。何かあった
際、会社は責任を取ると言っ
ているが、どこまで責任を
取るのか。
一番の疑問点は勤務時間
に入っているのに自家用車
での出勤指示が出せるのか
という点。
これまでは、タクシーで
の出勤指示であった。地本

4

15

の見解を。
▼職場実態。動画投稿やメー
ルでの苦情が多くミスすれ
ばメディアに直ぐに取り上
げられ、犯したミスをより
重くしているように感じる。
その内容は、「居眠り」
「スマホ使用」「ドア挟ま
れ」「放送間違い」「名前
を言わない」等。
一方で「食う・寝る・ト
イレ」の問題は改善されず。
夕食時間が ～ 分や、非
番連続乗務で朝食どころか
トイレにも行けない状態。
会社は基本動作の一辺倒
で、我々の声には耳を貸さ
ず。さらに若手は非番・休
日も関係なく、各種委員会
を取り組まされている。
勤務変更についても、何
回も断ってもしつこく言わ
れ変更を承諾し、また乗務
不可と思われる変形日勤の
人を乗務させている。
勤務種別・時間の違う勤
務の組み合わせが可能なの
か見解を。
また突発の年休や異常時
に備え、出勤予備体制が取
られていたが、会社は都合
よく乗務員を使おうとして、
変形日勤でも出勤予備と同
様な取り扱いにしようとし
ている。
▼春闘。方針案スローガン
で、本部方針は「ストライ
キ体制を確立し」の文言が
ある。地本は入っていない。
また具体的取組みで、
の⑦では、「具体的な戦
術委員会の決定により取組
みます」とあるが、中央戦
術委員会は諮問機関であり
決議機関ではない。
本部規約第 条には、

30

26

P

6

26

60

5

9

統一

抵抗

団結

して運動を。
人主張を聞く場を催した。
また分連協として署名活 今後に向けて、選挙期間
動の提起をしたが、その後 を延ばす等公示の段階で考
の経過は。
慮をしてもらいたいがどう
▼機関による方針書の差異。 か。
本部方針では、「具体的 ▼今年の地方委員会で来賓
な戦術は、戦術委員会での のエリア委員長が、「高度
協議を踏まえ、中央執行委 な戦術を行使すれば、団結
員会で判断するとあるが、 を破壊しかねない」と発言
地本方針書
では、戦術 したが、地本はどう考える
委員会が判断するとある。 か。回答を求める。
規約では、戦術委員会は
諮問機関であるが、最高意 貨物福島
思決定機関であるような表
現はどうか。説明を。
▼全国大会とエリア本部大
会の選挙について。規約に
ある立会演説会を開催し、
個人主張を聞く場を求めた
が、時間的制約で難しいと
選管の判断があった。
分連協主催で仙台地区の
立候補者のみであったが個

ストは打たない。これが労
割カット、 歳嘱託で基
働運動か。貨物だけが 年 本給が 万円、期末手当の
ベアゼロ。来年はベアゼロ 定額支給など生活が困難。
でない春闘を」「少数組合 管理者までが「やる気が
だから仕方ないのか。闘え 出ない。早く辞めたいが、
ない組合？闘わない組合？ ローン返済もあり辞められ
やられっぱなしでやる気が ない」と言っている。社員
なくなる。毎年こんな感じ の士気高めるためにも、客
で終わるのか」「ストは戦 貨一体の闘いが中央・地方
術だが目的・目標でもある。 で追求し、スト実現には何
なぜストが打てなかったの が必要か議論すべき。
か、組織拡大も重要だが、 温度差はあるとの報告も
きちんと総括すべきだ」な あるが、労働者の権利とし
ど。
て闘えるよう切望する。
▼貨物状況。貨物会社は
最近では、台風の影響に
年の決算では 億円の経常 よる農作物への甚大な被害
利益。 期連続が仕上げの により、農産物専用列車の
年でもある。
運転計画が立たず、冬のボー
月 日ダイヤ改正では ナスへの影響も懸念される。
新函館北斗まで開業。貨物 ▼原発事故から 年半が経
列車の新幹線架線電圧対応 過した今でも 万人が避難
のため、青森信号所と東青 生活。原発関連死者は二千
森駅で機関車の付け替え業 人超。
務。
避難区域の多くは来年
しかし配車と操車業務が 月まで戻れるとしているが、
一体化され、入れ替え業務 そのような状況にはなく、
中は信号扱い業務がまった 「事故は収束した」という
くできない状態。
情報が独り歩きし、多くの
信号扱い所では二人泊ま 県民を苦しめている。
り勤務と変形日勤勤務が導 ▼政治情勢。安倍首相の自
入され、多様な職務内容に 衛隊の集団的自衛権行使容
対応しなければならず、以 認の閣議決定から立憲主義
前の体制に戻すよう求めて を破壊する「安保関連法案」
いる。
の強行採決、憲法改正議論
フロント業務は若手社員 を強めていることに対して
の退職と高齢化、要員不足 民主主義の危機を感じてい
により輸送課長が泊まりで る。断固反対し白紙撤回さ
フロント業務に携わってい せるために声を大きくする
る。郡山から仙台へ通勤し 必要がある。
ている大越さんを郡山に戻
すよう要求もしている。 仙台宮城野運輸区
東北ロジ郡山事業所では
つの担務が 担務に融合
され、自然災害時は夜遅く
まで対応が求められている。 ▼エルダー。今年度中の退
その一方で 歳で賃金の 職予定 人。だが未だ提示
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59

55

▼春闘の闘い。議案書Ｐ 、
貨物の闘いのように、 東
でも本社・支社へのファッ
クスやジャンボはがき等の
取組みをやるべきだ。本社
には東日本本部が集約して
一括で届けていると聞くが、
そうであれば支社にファッ
クスやジャンボはがきの取
組みをしても良いのでは。
また合わせてストライキ
の構築を。地本の見解を聞
きたい。
春闘時期、北部現業前で
集会を開催しよう。昨年も
言ったが再度提起する。団
結につながると考える。
▼再雇用問題。いまだに直
前に提示が多い。会社を追
及すべき。
住環境制度の問題では、
平成 年強制退去させられ
るか踏ん張れるか。組合と
▼春闘。現場長との交渉、
ハガキ・ファックス要請、
職場門前チラシ配布など旅
客の仲間とともにできるこ
とを精一杯取組んだ。東北
貨物 分会ではスト要請、
現場長交渉も全て行ってき
た。今年こそはストで闘え
ると思っていたが残念な結
果に。
仲間の感想を集約。「ス
トで闘う考えが感じられな
かった」「スト体制を確立
し闘うこと」「嘱託社員の
賃上げを」「 年ベアゼロ。
情けない。手当削減、低額
ボーナスは生活を大きく脅
かし、今やストしかない。
本部委員長も交代し、エリ
アを絞って出来るのではな
いかと期待したが残念な結
果に」「今年もベアゼロで
議長就任のあいさつをする宍戸代議員。右は副議長の山田代議員
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「中央執行委員会は、必要
により運動の指導調整と戦
術判断を行うため、諮問機
関として、中央戦術委員会
を置く」とある。
本部方針では、中央戦術
委員会で議論し、中央執行
委員会で判断するとあり、
地本方針は本部規約 条に
抵触する方針になっている。
違いはなぜか説明を。
▼ストを背景とした闘い。
貨物は 年連続ベアゼロ、
東日本は史上最高の経常利
益を上げながら昨年を下回
り、回答日も 年連続大幅
に遅れるなど不満の残る回
答。エリア本部は交渉重視
に闘いの軸足を置くが、業
務委託拡大やエルダー職場
の劣悪な労働条件など多く
の課題が解決していない。
交渉で改善されなければ、
労働者最高の武器であるス
トライキを背景とした闘い
が必要と考える。他労組と
の違い、団結強化に向けて
も 春闘はスト戦術を含め
た闘いを強く求める。
2

小牛田運輸区

17

家子代議員

要求集約では二日間、会 ▼業務委託。Ｊテック委託
社施設で職場集会を開催し、 から 年経過。
職環要求は現場での交渉実 汚損職場であるのに作業
施。日程上、班体制で交渉 着不足、靴・手袋・雨具等
実施。
も貸与なし。関連会社との
▼職場状況。検修業務委託 交渉窓口の設置を早期に要
による車両故障の増加や駅 請する。
業務委託による異常時対応、 ▼遠距離通勤改善。不当配
ワンマン行路拡大により乗 転者を戻す取り組み。 年
務員の負担が増大。
ヶ月で佐藤勝雄さんを戻
また動画撮影や関係者の すことができた。今後も流
監視があり気が休まらない。 れを絶やさず継続を。
ダイヤ改正の度行路がき ▼エルダー。来年度、運輸
つくなり、 月ダイヤ改正 区では 人がエルダー希望
では陸羽東線で 往復のワ （組合員は 人）。
ンマン行路が増加。
職場があるのか不安の声
長時間労働の影響か、早 も。本人希望を尊重し、一
発や赤発車の事故発生。事 発提示にならないように。
故の度、会社は基本動作を ▼組織強化・拡大。検修職
追加して対応してきたが、 場に新規採用者が配属され
今では「どんな対策がある たが接触ができず、翌日他
のか…」という所まで来て 労組加入の掲示。
いる。
また検修職場ではＪテッ
設備の設置とツーマン運 ク出向で、新採との関りが
転を要求している。
希薄に。しかし乗務員の転
▼冬期要求とダイヤ改正要 勤者や元駅で築いた人間関
求で交渉したが、改善は見 係を繋いで関りの継続を模
られないものの、過去の要 索中。組織対策費の継続を
求が、今年の仙台支社実行 要請する。
計画に（女川駅ワンマンミ
ラー設置、渡波・石巻ＩＴ 仙総車体
Ｖの移設、小牛田構内洗浄
線の改修）。
また仙台駅ホーム休憩室
へのロッカー移設、鳴子温
泉乗泊のトイレ改修も。
繰り返し、他労組も巻き
込み少しずつ改善が。
運転士の睡眠時間不足の
行路が、 月見直しで改善
されたように、「要求提出
で終わり」ではなく、職場 ▼支部の取組み。
での声出しが改善に繋がる。 春闘。支部は 月に闘争
今後若手の配属もあり、 委員会を設置し具体的行動
職場労働環境改善の取組み の提起を実施。
も必要。
集約した要求は、業務は
4

5
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3

9

4
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会社への教育を実施してい
るが、委託会社の見習い要
員が揃わないなど技術継承
には程遠い状況。
我々は、調査活動を強化
し、現場で会社に要求する
ことを徹底し、同時に団交
で問題点を指摘する体制を
強化しなくてはならない。
改めて、技術継承や車両
の品質保持と安全が担保さ
れない安易な部外委託施策
に反対する立場で取組みの
強化を図る。
同時にエルダー職場の確
保という重要な課題もあり、
責任ある技術継承を求めつ
つ、エルダー職場の在り方
についても議論していく。
また委託計画の進捗が遅
れ未だ実施されていない業
務もある。
修正提案が筋。取組みを
要請する。
またパンタ検修の職場で
は、Ｇ会社の都合で、委託
した業務を直轄で実施して
いる実態もある。
緊急作業は別として、しっ
かりと計画的に作業を行わ
せるべき。
さらに車両空調の不具合
では、空調艤装の委託先会
社の要員手配がつかず、こ
れも直轄で解・艤装を行っ
た。
地本にも連絡しているが、
経過が分かれば報告を。
また車体科では、 月
日、盛岡鉄道サービスに他
労組 人が、またＪＲＴＭ
に組合員 人を含む 人に
出向発令があった。
ＪＲＴＭの方は委託した
業務に従事しており、施策
に関わる出向はしないとし

た会社説明と矛盾しないか。 も組織拡大が重要課題。
さらに委託により消滅す 分会と議論を重ね共に取
る組の社員には、「慣れた 組みをしていく。
業務が良いのでは？」と出 ▼組織強化・拡大。
向を勧めることも行われて 今年他地区の分会で拡大
いる。
があった。支部も取組みを
なお、幹総では盛岡地区 行ってきたが、三年前の復
から通勤している組合員が 帰加入以降成果が出ていな
多く、エルダー職場として い。
地元盛岡希望している方が 支部は組織対策委員会を
いる。
設置し、各分会と議論し取
ある組合員が、面談で会 組みを進めてきた。
社からは「盛岡地区はない」 今年 月には 年目社員
と言われてのだが、その翌 の現場配属があり、 分会
日に今回の盛岡出向者の面 で平成採用者を対象に歓迎
談が行われ、出向が決定し 会や組合説明会を実施した。
ている。
また今年度のプロフェッ
差別が払拭されていない ショナル採用者への取組み
のでは。我々は本人希望の は不調に終わったが、会社
尊重を求め続けてきた。
主催の 年目社員成果発表
地本にはエルダー制度の 会後の意見交換会に支部・
矛盾解消の取組みの強化を 分会の組織対策委員が参加
要請する。
し、顔合わせやコミュニケー
▼ 教 宣 活 動 。 支 部 機 関 紙 ションを取ることが可能に。
「団結」を情報伝達と共有 次回は多くの組合員と参
を目標に発行。
加したい。
組合員間の問題点の共有 一方で、取組み後の総括
に必要でありまた資料とし が不十分。経過の議論を大
ての役割も果たしている。 切に次のステップに進みた
年末には組合員相互の交 い。今後も創意工夫し全力
流を目的に自由な投稿記事、 で取組む。
支部の取組み等様々な記事 各分会では役員の担い手
を掲載した特集号も発行。 にも苦労している現状であ
こうした取組みが評価さ り、分会活動の活性化を第
れ、東日本本部の機関紙表 一に組合員と議論し取組ん
彰では 年連続で優秀賞受 でいく。
賞。
地道な取組みの結果であ
り、機関紙の役割の原点を
忘れず継続していく。
業務部
また支部として、東日本
本部主催の野球やゴルフ、
マラソン大会にも積極的に
参加してきた。
◆ＴＳＳ直接交渉。ＴＳＳ
ただ現役とはいえ高齢化 訪問等しながら環境を整え
が進んでおり、その意味で

2

執行部中間答弁

2

歌川業務部長
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山口代議員

団交で、職場環境は現場で
改善することを意思統一。
職環要求は、春闘山場に
分会の代表が、社員の声
として要請行動を実施し、
要求や問題を訴えた。
我々国労の声を職場の意
見として聞く状況を作り出
してきたことは大きな成果。
要求前進のため、日常的
に会社と会話できる環境作
りを継続的に取組みたい。
エルダー職場労働条件改
善。支部・分会エルダー担
当者が、エルダー組合員と
意見交換会等で中身の濃い
要求を作成。
だがその要求がＧ会社に
届かないのが大きな課題。
改善を勝ち取れる取組み
を強化していく。
大衆行動。会社施設での
集会は 分会中 分会で実
施。春闘期のみであり通年
の取組みに。
仙台総行動と東北総決起
集会は連日であり、動員目
標は上回ったが、「寒い」
「一日に集約を」との意見
も。役員だけでなく、多く
の組合員が参加し全体的な
運動にしていくのが課題。
▼検修合理化。この間、春
の会社施策提案の実施後に、
再検討し改善を求める「見
極め交渉」を実施している。
本来、秋頃を予定してい
たが、次年度提案前後にず
れ込んでいる。
年度業務改善の見極め
交渉では、会社に部外委託
の問題点を細部にわたり指
摘、追求した。
また 年度業務改善提案
では、主に車体科の業務委
託であり、委託に向けたＧ
9

2

17

▼予算案。青年部費の計上
がないが必要でないか。
▼春闘。一人一行動、 月
日、 日で 人参加。貨
物への抗議ファックス。
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鈴木代議員

関東ブロックが東京での開 これまで通りの本部方針で
催について、後の書記長会 いくと確認している。
議では 地本からいかがな また大会で本部書記長が、
ものかという意見があった。 「戦術委員会でしっかりと
他には特に異論はなく、 議論し、判断していく」と
集会決議までされて良かっ 集約している。
たという意見も。
つまり戦術委員会で判断
◆再雇用制度と住環境制度 し、執行委員会が結果的に
の署名の取組み。
は指令を出すということで
東日本本部の書記長会議 あり、これまでと変わらな
で、「一地方の課題ではな いもの。
く、全体的課題として議論 ◆サブスローガン。
すべきである」と問題提起 これまで同様。方針書の
をした。
年春闘の闘いの具体的闘
エルダー制度では、 つ いの⑦で、「全職場で要求
の希望職場を記載しても見 実現に向けたストライキ態
つからない状況はおかしい 勢を確立していく」とあり、
という話をした。
サブスローガンについては
住環境制度については、 これまで通りとする旨、執
地方からこうした意見があ 行委員会で議論した。
ると伝えたが、他の地方か
ら要望等はなかったと思う。 郡山設備
見直し要求・交渉を東日
本本部で考えているので、
地本に問題点と要求を寄せ
てもらいたい。
◆スト指令について。
本部で決めること。意見
は伝える。春闘の行動等に
ついては、今後地区集会、
今後の春闘に向けた意思統
一を図っていく予定。
執行委員会でも議論して
いく。
▼組織強化・拡大。 月郡
◆規約関係。 条、戦術委 山駅で一挙 人の拡大は、
員会。地方本部の方針、エ 会社、他労組に激震を与え
リアの方針もこれまでと変
た
。
わらない方針。
郡山駅連合に連動し、郡
今回の本部方針は、「具 山設備分会では、昨年国労
体的な戦術については戦術 加入した佐藤拓美さんが、
委員会での協議を踏まえ、 今年の新採に対して粘り強
執行委員会で判断する」と く働きかけて、保線・電力・
している。
信通合同説明会が実現した。
この「協議」は規約上、 説明会には新採全員と付
どうなのかという議論を地 添という形で先輩女子社員
本執行委員会でしており、
人も同伴。若い他労組組
5

3

車の給油無資格者が行って
いると指摘された。
これは会社のコンプライ
アンスの冊子に記載されて
おり、昨年所長や科長に指
摘をしたが改善を図ろうと
しなかった。
郡山のトロリ線断線事故
や仙台駅でのトロリ線張替
作業中の労災死亡事故は、
その予兆や対策に対する不
備を再三現場から指摘した
が、真剣に検討する余裕や
雰囲気はない。
現在の電力職場は合理化
の果ての「死に体」だ。
▼技術継承。その役割を果
たすべく主務職が導入され
た。だが主務職の組合員は
通常業務に押され、若手の
教育は困難と職制との狭間
で悩みを抱えている。
助役も他労組の主務も自
分の仕事で精一杯で技術継
承の取組みは出来ていない。
また電気作業に必要な電
気工事士の資格取得や給油
に必要な危険物の資格にも
会社は金を出さない。
特に電気工事士の資格は
若手の技術力向上に役立つ
がそれさえも取組もうとは
しない。
▼諸問題は黙っていては解
決しない。会社は何か事が
起こると「ルールを守れ」
と言うが、根本の安全対策
や背後要因は二の次。
これまで組合の果たして
きた役割を継続していくこ
とが本来の安全対策実現に
つながる。
そのためにも分会の話し
合い、集まる場が大切と思
うが、なかなか…。 まず
は執行委員会の定例化を目
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合員が国労に配慮する姿勢 強かったと述べており、今
に注目しなければならない。 後、柔軟で使い勝手の良い
今、国労組合員が退職し ルールに変更させるために
ていく中、職場の中心軸に も頑張ると決意している。
なることが困難になりつつ 引き続き地本の安全問題
あるが、地殻変動は確実に プロジェクト会議での議論
広がっていることに自信を を要請する。
持ち、一人でも仲間を組織
したい。
仙台電力区
▼春闘。現場長への要請で、
年越しの要求が実現。更
衣室の床がタイル貼りから
カーペット貼りに変更され、
更衣室の土足厳禁と更衣ス
ペースが拡充し、安全衛生
面の改善に繋がった。
あきらめず改善に取組む
ことの大切さを実感。
▼踏切障害対応。 月 日、
只見線の沿線火災に伴う踏
切鳴動持続時の対応で、本 ▼職場実態。仙台電力技セ
社から注意喚起が発せられ の新幹線Ｇ。主に設計業務
た。
だが、工事量が多く、超勤
内容は、踏切連絡責任者 が常態化。多い月 時間、
の指定と手順書による承認 年間３００時間を超え、年々
を受けずに公衆を通行させ 悪くなっている。
た事象。
本来電気設備の設計は鉄
幸い、列車は抑止され、 道輸送の安全の根幹に関わ
ＰＢによる特発は機能して る業務であり、国鉄時代は
おり安全は担保されていた 業務を熟知した先輩方が、
が、いわゆる「大根原ルー 設計も保守も携わっていた
ル」に則っていないことが が、分割民営化以後、 年
問題に。
前の設備メンテ大合理化か
組合員が関係しており、 ら少人数で、また広範囲担
「先入観での行動や確認会 当による足ロス、不慣れな
話不足」「踏切故障による 設計業務での設計変更‥。
渋滞と混乱で、冷静さを失 更に大量退職時代が過ぎ、
い危機感や使命感のまま行 平成採が 割に達し、設備
動してしまう怖さを思い知 が分からない若手が設計業
らされた」と聞く。
務や重要な運転担当までも。
「踏切故障は信通」とい こうした実態の中で管理
う他系統の出動を躊躇させ 者も一般職も超勤が常態化。
る一因でもある。
▼安全問題。安全に対する
今回の事象で本人は、職 不安は連続した事故に現れ
場の国労の仲間と地区分会 ている。
の仲間の支えと励ましが心 最近法令監査で、保守用
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中島総財部長

ている。早期に確立したい。 乗務できない。ただし異常
仙台駅出札委託。昨年
時は可能としている。
月 日提案があり、関係分 ◆関連会社との交渉。でき
会と議論し、 月 日に申 るように頑張る。
入れ済み。東労組は申入れ ◆業務改善。五つの作業に
せず、本社・本部間に投げ ついて、始まっていないの
た。
が現状。
委託停止の理由として、
会社はＴＳＳ社員の運用、 総務財政部
教育が間に合わないからで
あり、他労組の動向には触
れていない。また会社は委
託を中止とも言っていない。 ◆青年部費の計上。この間
ＶＴＳ営利第一。 から 青年部員が存在せず休部状
カウンターになり出札の 態。しかしこの一年で 人
行列。施策実施後の職場状 が青年部に該当。
況の検証を大事に。
青年部が復活できる要件
◆エルダー先の労働条件。 は整いつつあるが、組織体
エルダー社員とはいえ、 制はまだ。当面、青年対策
出向社員であるので労働条 として扱い今後順次。
件についての仙台支社との ◆組織対策費。
折衝は可能。
全国大会では、「①組織
ただ団交のように出向先 対策費の徴収については、
箇所は問題であるという議 第 回全国大会の決定を踏
論にはならない。
襲するが、機関内の様々な
◆超勤問題。管理者補助が 意見を尊重し、 年度末ま
命令を出すことがある。
で徴収を継続。
仙台建築の超勤時間は仙 ただし特例措置であり、
台支社で 番目、仙台土技
年 月末で徴収は終了す
セが 番、勤労が把握して る。②組織対策費の徴収終
いる。
了後の扱いについては、機
超勤のあり方について職 関会議で十分な議論を経て
場で議論し合意形成して取 時期大会で決定する」とい
組みを。
う内容が承認・決定されて
◆浜吉田駅勤務開始の件。 いる。
他に適当な交通手段がな
い場合は自家用車で出勤の
指示もある。
燃料や通勤災害について ◆春闘回答を求める集会の
も会社が責任を取るとして 会場について。
いるので大丈夫。
時間的制限のある緊急な
災害時の扱いは「仙支総」 取組みは確かである。会場
で各職場に通達されている。 決定の経緯までは感知しえ
混乱のないようにしてく ない。
れと支社に言っている。
東北ブロック会場が盛岡、
◆変形日勤の乗務。通常は
6
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る一方で今後も気軽に相談
して欲しいと激励してきた。
ただ職場組合員の繋がり、
関わりの弱さも反省材料。
粘り強く職場で話をしな
がら取組みを進めていく。

意見もある。
しかしいろんな戦術があ
る。貨物中心のストとか役
員の指名スト等。
貨物分会の集会等では、
「旅客の仲間は、今は闘え
る状況ではなくとも数年後
にはそういう状況に」「差
別がなくなったと感じてい
る人は極一部、感じている
人は多くいる」「会社に気
を使いすぎ。会社は状況に
よって使い分けをしている。
組合もそうすべき」という
意見がある。
交渉で十数年話がまとま
らないのだから、労働三権
の最後、ストライキ権を行
使しよう。
憲法で保障された権利を
労働者が、労働組合が自ら
の手で放棄するようなこと
があってはならない。
今やらないでいつ出来る
のか。
春闘のデモ行進時、「地
域の仲間とともに闘うぞ」
とシュプレヒコールがある。
組織内の事で二の足を踏
む状況で地域の仲間と本当
に闘えるのか。
▼ 歳 割カット。東京地
裁判決は、 歳定年・再雇
用後の同一労働・責任での
賃金格差問題であった。
だが貨物は定年に達しな
い 歳時に行っている。
労働時間・職務内容・責
任等 歳未満の方と何ら変
わらない。むしろ若年層の
指導等負担は大きい。
何を根拠に 歳到達で
割カットなのか、会社と改
めて交渉を。
埒が明かない場合は、法
的手段も視野に入れた取組

3
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団結

長谷川代議員

トは拠点・指名など様々方 委託後の調査が必要という
法があるが、結果はストな ことは理解する。しかしそ
し。東日本本部は様々理由 の後の運動が自分には見え
をつけストを回避。
ない。
他エリアでは闘争指示に ▼全国大会での修正動議。
ついて下部機関に討議させ 「具体的な戦術は、中央戦
たが、東日本本部はそうし 術委員会に判断を委ねる」
なかったと聞く。
が否決された。否決された
ストをしないという判断 ものを載せるのは問題、規
をどこでしたのか、東日本 約違反であり訂正すべき。
本部委員長に聞きたい。
なぜストにこだわるのか 貨物宮城
という意見がある。
この問題を反対側の立場
から見た場合、会社の意思
として「国労にはストをさ
せない」という力が働いて
いるのでは。スト基金の問
題もこうした背景から生じ
ている。
東日本本部は交渉中心と
しているが、交渉のみで運
動の前進があるとは思えな
▼
中央戦術委員会について
い。
人から発言があった。
月 日陸前原ノ町駅委 いずれにしても動議が否
託化の際、分会は県支部と 決され、最後は承認された
共に反対チラシ配布行動を もの。それをエリア、地本
取組んだが、地本も共に行 が勝手な解釈で載せるのは
動をすべきと思うが考えを。 いかがなものか。
組織拡大は待ったなしだ 逆の立場であればどうだっ
が、職場労働条件もまった たか。
なし。業務委託反対の闘い ▼貨物の闘い。 年連続ベ
をスト配置で臨んでもらい アゼロ、夏季・年末手当は
たい。
この数年、 ． ヵ月のラ
月にＴＳＳ職場の 条 イン上の攻防に。旅客の仲
労働者代表があり、分会は 間に考えてもらいたい。
委員長を候補者にし、結果 「 貨 物 の 関 心 は 薄 い 」
は僅差で敗れたが、首都圏 「なぜ貨物の事でストを打
では半数以上の職場で国労 つのか…」「そのことによっ
組合員が勝ち締結している て貨物のようになるのでは
と聞く。
‥」という方もいると思う。
これは劣悪な労働条件を 「私の分会はストを打て
改善して欲しいという国労 るような状況にない」「和
に対する期待だ。この声に 解以降、会社と話し合い差
国労が応えられるかが課題。 別も減ってきた。対立し蒸
▼ＴＳＳの委託反対では、 し返したくない」等様々な

1

千葉代議員

よく動かされている。
月 日付けで 人がＪ
Ｒ仙台駅みどりの窓口への
逆出向。
仙台駅で働かせるならＪ
Ｒに採用すべきだ。残され
た我々は 人で回すことに。
駅には障害を持った方や
車イスの方も利用するため、
少人数であり不安を抱えて
いる。利用者からもしっか
り対応してもらいたいと不
満の声がある。
きちんと対応するために
も助役に日勤交番を復活し
てもらいたい。
また本塩釜のびゅう、小
牛田の旅センターが廃止に。
利用者は仙台や多賀城、
みどりの窓口のある駅に行
くしかない。
駅窓口は、旅行行程の相
談に乗る体制がないまま対
応せざるを得ない。
長蛇の列になれば駅員は
プレッシャーで負担増大。
駅員も利用客も合理化の
犠牲者だ。
マルス操作。会社は「大
人の休日倶楽部」等宣伝し
ているが割引は東日本と北
海道のみ適用。
「えきねっと」で他のエ
リアまで申し込みをされる
と業務が煩雑になり苦労し
ている。
運輸協議会ではどのよう
な議論をしているのか知り
たいところ。
個人的には社割でえきねっ
と利用は控えてもらいたい。
▼ストライキ。本部は闘争
指示 号を発し、ストで闘
う指示。
支部や分会では本部、エ
リア本部に要請書提出。ス
7

▼職場状況。 月 日、陸
前原ノ町駅が業務委託で助
役職が廃止に。
ＪＲ出向者 人と 年目
と新入のＴＳＳ社員など
人で回している。
過日、発売保留の電報に
気付かず乗車券発売しよう
とするなど余裕のない職場
状況。助役業務も担当する
ことになり、お互い聞き合
い尋ねながら今日までこな
してきた。
組合員のＳさん、通院し
ており、日勤での窓口担当。
ストレスもあり体調が良く
ない様子。
西ブロック長は、他のブ
ロック長が不在の場合はエ
リアを越えて業務を強いら
れ休日などあってないよう
なもの。体調を崩し会議も
欠席するなどブロック長も
要員不足。
ＪＲは夜中まで運行して
いるのに夜間不在も問題だ。
ＴＳＳ社員は会社の都合

3

丸 谷 代 議 員

指す。
持ち仙建内で働く社員を交
組織拡大もこうした運動 えて労働環境や安全問題等
と連動し実現すると思うの について意見交換したこと
で、目的意識を持ち関わっ や、問題解決に向け他地本
ていく。
の仲間も含め協力し合えた
ことは自信につながったし
改めて交流の大切さを痛感
仙台保線区
した。
▼ＪＲ保線職場。毎年退職
者が出るが、補充がない。
新採では埋められず、毎
年要員減に。
イーストアイ対策で直轄
業務が増大する一方、要員
不足で検査周期が守れない
実態にあり、また事の大小
を問わずミスが連発してい
る。
昨年のＢＲ労災死亡。対
策で「エンジン稼働時の点
検では可動部に間隔材を挿
入。だがエンジンを止めな
いでする作業はない」と会
社は言うが、実態はそうで
はない。
会社は事ある毎に「ルー
ルを守れ」と言うが、要員
が削減され作業の効率化を
求められＪＲ・Ｐ社問わず
守れない実態にある事は、
検査周期が守れない事と共
通している。
ルールやコンプライアン
スが叫ばれる中、技術継承
が最重要課題とされている
が、こうした実態とどう向
き合うかが今後の課題。
▼組織強化・拡大。若手女
子社員が国労加入したが一
週間で脱退。
もう一人の先輩女子社員
が組合からプレッシャーを
かけられ、気にかけた加入
した女性が脱退したのが経
過。
分会では東労組に抗議す

▼業務実態。仙建工業へ出
向中の組合員が、仙建仙台
出張所の所長から、常磐線
水戸支社管内の不通区間で
のＭＴＴ作業を打診された。
他支社であり放射線の問
題もあり重要な労働条件の
変更と位置づけ、上部機関
に相談、また執行委員会で
も議論してきた。
東日本工務協の集まりが
山形で開催されたのをきっ
かけに水戸支社の仲間とも
意見交換をして、具体化し
た場合の協力の要請を行っ
た。
内陸側に移設した新線か
つ支社の違いによる取扱い
等の相違、特に放射線の問
題では仙建内でも問題点を
集約し、水戸の工務の仲間
にも協力を求め、問題解決
に向けて支社・地本の壁を
越えて取組んだ。
結果として 月 日から
日まで回送業務とＭＴＴ
作業が行われたが、この問
題では組合員が問題意識を
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みを。そうした取組みによ
り相当数の組織拡大が期待
できると考える。
年ベアなしだが、 年
間で得た定期昇給とほぼ同
額が、 歳到達の翌月一気
に減額されることを認識し
てほしい。
▼組織強化・拡大。
分会で貨物労組の青年に
アンケート。
人から回答をもらい、
不満が多いのは期末手当問
題（ 人）とＪＲ運賃半額
制度の廃止（復活の要望、
人全員）。
これは月一回、帰省・旅
行等の場合、ＪＲ運賃を貨
物会社が半額負担していた
制度。
また昇職試験の合否の基
準が不透明であり、何が悪
かったのか具体的内容を知
りたいという不満が。
背景には国労組合員の受
験者がほぼゼロになり、他
労組も相当数不合格に。後
輩が先に合格するなど不平
不満が渦巻いている。
拡大に至っていないが、
彼らが思っている不満を共
有し、また我々が発言し行
動することで組織拡大に結
び付くと実感している。

仙総運転

伊藤代議員

と 月の誕生日の月に提示。
現場では何度も会社ルー
ルに則り提示するよう求め
てきたがこの結果。
月提示を守らせるため
の具体的な取組みは。
▼職場環境。車両基地全体
が深刻な雨漏りに悩まされ
ている。
委託先のＴＭ社では基礎 経年 年と東日本大震災
教育がないまま作業し手直 の影響。排水も悪く床面が
しが常態化。基礎教育をさ 水溜まりに。早急な改善を
せ技術力を向上させないと 求めていく。
重大事故が起きると訴えて また新利府駅のホームに
いる。
屋根を設置するよう求めて
▼労働条件改善。職場の異 いく。
常な暑さ対策。春の現場長 ▼春闘。 春闘こそストラ
要請や通年、改善を要請し イキでと訴えてきた。しか
台の天井ファンが作動。 しストは見送られた。
今年も 月から動き、ま 東日本会社は過去最高の
た大扉開放もあり、換気対 利益、しかし昨年の半額以
策になっている。
下で回答指定日も超過。
しかし今年は残暑、台風 貨物組合員は 年ベアゼ
で暑い日が続き、Ｊテック ロ。貨物組合員は 歳から
の若い清掃員が倒れ救急搬
割カットで我慢しながら
送。具合が悪く帰る人も数 の生活。
人発生。
西日本の会社幹部は、
対策で塩飴配布とウォー 「ストをするのか」と気に
ターサーバー 台設置になっ かけていたという。単にス
たが事故前に準備させるべ トを打てといっているので
きであった。
はない。闘うスタンスが重
会社は一部故障ファンを 要だ。
修繕するというが、その履 具体的戦術は中央戦術委
行と全てのファンの作動を 員会で決定するとあるが、
求めていく。
本部方針のとの食い違いの
▼エルダー労働条件改善。 理由を聞かせて。
昼休み集会で問題点を集
春闘をしっかり総括し、
約。Ｊテックでは、休日数
春闘を闘おう。
がＪＲや他エルダー先より
日少ない。
新庄連合
過ぎて休日減は堪える。
通院の年休にも限りがあ
り何とか改善の要望。 月
日の山の日も付与なし。 ▼格差是正。乗務で酒田へ
またエルダー先の提示で 行き、貨物乗務員とも頻繁
は、分会組合員 人が 月 に会うがボーナス時期は目
40
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55

青砥代議員

を合わせられないような状
況だ。
貨物との格差是正を第一
に闘ってもらいたい。
▼自箇所ではないが、運転
士の早発等のミスが発生し
ている。石巻線女川駅に信
号機の設置を要望する。
▼職場状況。支社運社部で
は、昨年 月から 代の運
転士ミスが多いとして総合
訓練センターで「ベテラン
ドライバー事故防止交流会」
を企画してきた。
その矢先、新庄運転区で
昨年 月、停止位置誤りで、
ホームにかからないドアを
扱い。
本 人 は 今 年 月 ま で日 勤
扱い、 月に山形車両セン
ターの検修に異動。
今年に入り同様の事象が
また発生し、 月まで日勤、
月にＪテック山形南営業
所に出向。いずれも他労組
ではあるが、 カ月間業務
指示なしは異常であり、ミ
スした 代は排除の意図が
ある。
しかし個人のミスで片付
けられないと思う。
新庄運転区は約 年間、
ワンマン乗務率 割で支社
内 位をキープ。ワンマン
では人身事故、車との衝突
事故等があれば車両の転動
防止から列車防護、車内放
送、現地責任者として消防
7

10

1

50

20

8

や警察対応、輸送指令との
連絡などすべて一人で対応。
地震・火災では避難梯子
を使用し利用者の救済活動
もプラスされる。
岩切訓練センターでの訓
練時には、「一人では無理
でないか」と講師に問うが、
「お客様を巻き込んで」と
の一点張り。
利用者に何かが起きてか
ら、「ワンマン列車で社員
一人なので‥」は通用しな
い。

歌川業務部長

執行部中間答弁

職場では平成採の運転士 した若い平成組合員、また
に、「今後は 代まで運転 全国の労働者を鼓舞する意
業務はできなくなる」と面 味でもストライキの決行を
談等を通じ繰り返し言って 熱望する。
いるようだ。
人件費削減、利益優先の
ワンマン列車拡大を運転・
運輸協議会、地本と三位一 業務部
体で止める闘いが必要。
その闘いにより平成採運
転士の組織拡大に直結する
と信じる。
◆只見線踏切鳴動持続時の
最後に、貨物との格差是 対応。連絡を受け対応した。
正、夢を持って国労に加入 当日対応したのは会津若
松副駅長と地区センターの
安全担当助役。
その助役は踏切鳴動持続
時の対応の講師でもある。
その地区センター助役が
組合員に「列車を抑止した」
と通告したため、連絡責任
者報告を完了していると思
うのも無理はない。
堂々としていて良いので
は。
今後団交で詰めたいこと
は、直ぐに抑止をさせろと
いうこと、そして閑散線区
とそうでない線区を区別し
ろという 点。安プロで議
論していく。
◆ＭＷの給油。法令監査で
「保守基地で給油する場合
は危険物の資格者を立ち会
わせること」と指摘された。
以前も組合員から疑問の
声があり、支社との折衝で
は、「技術センターに資格
者が居れば良い」との回答
であった。
再度詰めたところ、給油
現場に居なくてはならない
ということに。資格取得も
含め、今後折衝していく。
◆仙建社員と出向者の水戸

統一
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代議員の質疑に答弁する原子書記長
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▼検修職場実態。合理化が
進捗。部外委託化の拡大、
作業工程短縮、検査周期延
伸に向けての計画やテスト。
労働者は時間に追われな
がらの作業を強いられ将来
への不安を抱えている。
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猪股代議員

での作業。仙台支社は線量 ◆エリア委員長発言につい
計を持たせていないため大 て。退席してしまい、わか
らない。
変問題のある事象。
支社と折衝し、対応させ 中央戦術委員会の関係に
ついて。
た。
本部大会で方針が承認さ
◆委託後の検証。仙石線の
れているが、東日本は今回
関係、十分にしていると思
の方針が確立されており、
う。運協と相談し更に検証 よって地方本部もこれまで
を進めてもらいたい。
通りの方針で通してもらい
また運動が見えるように たい。
努力する。
◆幹総雨漏り。以前から出 会津若松地区
されており、あらゆる機会
を通じて言っているが改善
しない。根本的改善を図ら
なければならず、対処療法
では駄目のようだ。再度取
組む。
◆貨物 歳の 割減額。Ｊ
Ｒ東日本は再来年に減額が
なくなるが‥。
労働契約法 条の問題と
は違う。有期雇用と無期雇
用契約の問題であり、それ
は別のステージで。
東日本本部は、 月 日
にエルダー社員の有期雇用
の関係で申３号を提出済み。
◆停止位置誤りでの日勤教
育の際、ＩＣレコーダー使
用は問題。経過を教えても
らいたい。
◆女川駅信号機設置。支社
と交渉した。会社曰く、安
全は担保されているとして
いる。改善費用として 千
百万から 千万円。
一方で信号機の停止位置
を見誤った事象があり、Ａ
ＴＳ動作で非常停止。
こうした事象と合わせ、
今後運転協議会と議論して
いく。
5
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原子書記長

▼地区分会の状況。 人の
組合員が か所に点在。
各種取組みや署名等の取
組みも重要であるが、組合
員同士の話し合い不足の状
況が生まれており、組合員
と話すことに力を入れよう
と分会で意思統一。
春闘時の要求、職場の課
題、選挙闘争や地域の仲間
との関わりを不十分ながら
取組んできた。
組合員は家庭、地域で様々
な課題や問題を抱え向き合っ
ている。組合員が出来ない
ことを指摘し合うのではな
く、家庭の問題や通勤など
置かれている状況を理解し、
出来ることから組み立てを
考えていくことが重要。
分会内には様々な意見や
思いがある事を理解し、さ

らにそうした声が集まらな
い方が組織状態が深刻であ
る。
組合員と関わる機会を増
やすことは、若年退職者を
出さないことであり、ここ
を抜いて組織強化・拡大も
ない。
参院選の取組みでは、退
職者の会と国労選対を結成
し、地域と交流をしてきた。
分会ニュースも定例発行、
今後は編集委員会設置が目
標。調査や署名の担当者も

献身的に努力し、教宣物等
も多くの組合員の手を経て
配布。組合員同士の懇親会
も増えている
只見線の組合員は、一時
金のアップを貰った仲間が、
「Ｙにも支払ってくれ」と
駅長に言っている。数字の
集約だけでなく、現場で助
役・駅長に言うことが大事。
全体に行きわたる取組み
にしなければ、不公平感を
なくす闘いが格差を作るも
のになる。改めて意思統一

が必要。
最近労働運動に対する処
分の話は聞こえてこないが、
仕事の失敗に対する会社側
の対応は耐え難く、対立点
は多くなっている。
組合員との日常会話を中
心に取組みの厚みを作る事
が問われており、職場や地
域で取組んでいる事や分会
の日常活動の検証をしっか
りと行うこと。
また地本が年一回でも分
会執行委員会に入り、交流
し実態把握することが重要
と考えるので検討を。
▼職場点検運動と組織拡大。
組合員が、事前に「 月
に猪苗代駅が委託化」の話
を聞き分会で討論に。
内容は、「提案前の話で
職場に動揺が」「委託は正
社員を低賃金労働者に置き
換えるだけ」という意見、
また只見線の新潟エリアの
委託駅では、「営業時間短
縮で、早朝夜間は駅員不在
で不安」「運行情報がつか
めない」「雪対応、落とし
物対応が不十分」等の報告
がされた。
実際に、車いすで只見か
ら東京までの乗車申込があっ
たが、乗換駅の小出駅が委
託駅で一人勤務のため利用
を断られている。
当日ならまだしも、一日
前と一週間前の二回も。支
社への苦情もあり、今回は
対応したが、今後は不明と
いう。
只見駅では大白川からの
列車が秋は落ち葉で空転、
冬は雪で止まり、乗務員・
駅員は大変な苦労を強いら
れ、会社との対立は増えて

いる。
こんな扱いはあるのか」
分会や組織を問わず、長 「提示の際も 時間以内に
岡運輸区のＪＲ東日本労組 押印しなければ辞めなけれ
の皆さんとも交流会を実施 ばならず、配属先に不満が
し、団交や現場での改善を あっても断れない。
迫っている。
提示されれば行くか行か
月に、乗務員から枕木 ないかの選択のみ。家族と
から発煙の情報で一人勤務 相談する時間があっても良
の会津川口駅から駆け付け いのでは」と言っている。
消火活動を手伝った翌日、 今、退職年齢延長を求め
事の顛末を交代の社員や出 る声が圧倒的である。
入りの社員に話をした。
歳を目前に罹患し、労
「大変だったな」という 働制限のある仲間もおり、
返事と、サポや管理駅から 働く場所を確保しないと首
の応援が欲しいと言うと、 切り状態、貧困状態が作ら
「そうだよな」と返ってく れる。
る。
会社施策は社員の声で検
「そうだよな」の一言を 証されなければならない。
取る会話を作る事がすべて 今後エルダー職場の足り
の取組みを支える力になる。 ない事は十分に予想され、
そうした分会が関わって その対策の責任は会社にあ
きた他労組組合員が転勤で る。
仙台に。情報交換で仙台の
歳からの働く環境は深
仲間に繋ぐことができた。 刻であり、共闘も視野に入
仙台の仲間と共に対応し れなくてはならない。
ていきたい。
▼分会の今後の取組み。冬
▼エルダー。組合を問わず 期対策として、多雪地区と
不安を抱えている制度。
の「雪国交流会」の計画。
地区内の受け皿」は小さ 只見線に関わる社員の交
いこと、また要員が足りな 流会も。
いと訴える状況があるにも 職場の課題をしっかり闘
かかわらず、組合員は受け わなければ、選挙闘争など
入れられず。
地域での交流は難しい。
来年 月退職予定の組合 実践している事を交流す
員は今年 月、まだ退職ま る事が大事。
で一年以上あるのに運輸区 テクノ福島の取組みが紹
長から「会津地区にはない」 介されたが、全体的になっ
と告げられた。
ていない。改めて広げ学ぶ
一年もあるのに雇用先の こと。
確保の努力もしない態度に
多くの組合員が怒った。 郡山駅連合
月から郡山駅在来改札
業務のＳさんは、「 年前
にやっと若松へ戻れたと思っ
たら、郡山に逆戻り。
▼組織強化・拡大。 月に
歳からの通勤は大変、
人の拡大。分会は 年の
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一括和解以降、新採獲得行
動を中心に取組んできた。
当初は自宅に若手組合員
を呼び、食事をしながら不
安や悩みを聞く世話役活動
から始まった。
国労と酒を飲んだことが
東労組に知れると咎められ、
我々と距離を置く子もいた
が、大半は反感を持ってい
たようだ。
若手の愚痴の受け皿にな
り数年後、営業班班長の発
案で駅前公園で花見を開催。
組合掲示板にお知らせと
出番者以外全員と郡山駅か
らの転勤者に声掛けし、組
合員は 数人だが 人以上
集まった。以降、組織拡大
は大胆にというムードに。
年には、国労・東労組・
ユニオンの 組合合同組合
説明会を企画、 組合で覚
書を取り交わした。
しかし一部労組本部から
クレームが入り、会議室入
口に役員が張付くなど異様
な雰囲気の中開催。若手社
員は自分の所属する組合に
違和感を覚えたようだ。
定例の執行委員会では、
議題１に組織強化・拡大を
上げ、各職場の動向を出し
合い情報の共有化に努めて
きた。上部機関の組織拡大
交流会にも積極的に参加し、
良い取組みは実践してきた。
40
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執行委員の顔写真入り名 ▼職場状況。現場は要員不
刺を作成し配布、現在は似 足で労働強化、 月からは
顔絵入り名刺を配り、話の 早期退職で定数割れに。
きっかけ作りに。
何年も前から現場長に郡
年に平成採で初めて加 山からの遠距離通勤者を戻
入したＳ君は社会人採用。 すように要求してきたが、
前 職 は ブ ラ ッ ク 企 業 で 「他の職場も要員不足で郡
「お前の代わりはいくらで 山には動かせない」と他人
もいる」と言われていたが、 事の返事。
改札の先輩から「人間は二 要員運用は会社の経営責
種類。一つは会社にイエス 任であり年休消化も含めた
マンの会社人間、もう一つ 要員運用を求めていく。
は家庭のため働く家庭人間。 一番しわ寄せを受けてい
自分は家庭人間だが、君は るのは若手社員。勤務の合
どっちだ？」と話されたそ 間に各種委員会の資料作成、
うだ。
非番で夕方まで残っている
仕事や家族、自分の体の 時も。
事も親身になって接してく 営業関係の勉強会には休
れる先輩の姿を見て国労加 日参加が当たり前の状況。
入を決意したようだ。
職場で声を出せない弱い
現在は組合の枠を越え、 部分からの本音と要望を引
若手社員の中心で頑張って き出し、国労が先頭になり
いる。
改善運動を行うことが、信
分会は 年で 人以上の 頼を得て他労組との違いを
拡大。連合分会だが全ての 鮮明にしていく。
班で拡大してきた。
月の 人の加入は、そ
日常的な関りと各組合員 うした職場改善運動の結果。
の組織拡大に向けた意識の 今後も機関と連携し、職
高さの表れと思う。
場改善運動を中心に拡大を
現在中間駅では高齢化が 目指す。
進み、「今更組合を変わっ 組合員が居なくなれば国
てもなぁ‥」「あと少しだ 労はなくなる。
からそっとしておいて‥」 自分は退職して高齢になっ
という気分で、国労組合員 ても組合事務所を訪れて、
でさえ定年前に辞めたいの 大きな顔をして老後を過ご
が本音。
したいと思っている。
しかし分割民営化で脱退
した先輩が復帰加入してく 小牛田保線区
れて、現在は執行委員で中
間駅の取りまとめ役に。
そうした姿に明日からの
闘う力をもらっている。
▼職場状況。平成 年 月
なぜ今も国労か？これか の「設備部門におけるメン
らも国労でいるのか？職場 テナンス体制の再構築」合
で物は言えているか？とい 理化以降、次々と人員削減
つも自問自答している。
がされ現在に至っている。
11

13

サポセは口を出すだけ、実
働は保線というのが実態。
現場廃棄（天然記念物除
く）で処分しているが、ま
ずいのでは。他の処理方法
を会社に求める。
白河構内での労災死亡、
非常に残念。安全第一の職
場環境作りと国労運動の正
しさを理解してもらい組織
拡大に向け運動を取組む。

◆若松署名。地区分会では
集めるだけでなく、組合員
の状況を知ることをまず把
握することに主眼を置いて
いる。その上での調査・点
検、大事なこと。年に一回
執行委員会に入ること…努
力する。
◆小動物の現場廃棄。マニュ
アルはどうなっているのか
設備部に確認している。

原子書記長

職場では平成採が三分の
一以上を占めているが、担
務を多く持たされ残業が日
常的に。
また研修、各種委員会や
発表会、地区行事等、現場
に出ることも少なく不満の
声も聞こえる。
毎年 人程度新入社員が
配属されるが未だ加入者の
獲得はない。
積極的に若手社員と関り
組織拡大に向け頑張りたい。
また現場では国労に対す
る差別感があるのも事実。
昇職試験でも粘り強く受
験してきたが、 歳を過ぎ
諦め感が‥。
協力会社の工事施工能力。
多くの業務をその下請会
社に施工させているが、若
手社員が少なく技術継承に
不安。
修繕要請書を提出しても
我々が求める修繕になって
いない報告が多い。
協力会社とその下請も含
め、技術力向上も課題であ
り会社に働きかけなければ
ならない。
▼要望等。エルダー提示。
再雇用提示が遅すぎる。
生活設計に影響し、不安
が募る。早期の提示を会社
に求める。
列車と動物衝撃の際の処
理方。保線と地区サポセも
合同出動で処理にあたるが、
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