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秋山執行委員長

加え てＪ Ｒと の一 括和 解 て作ってきたものだからで
から 年を超え、「国労差 す。賃上げを含めた労働条
別をしない」とする会社の 件改善については、政労使
姿勢は定着されてきました。 会議等に任せることなく、
昇進、人事異動についても 労働者の団結と統一を背景
この間の継続する取り組み に求めていかなければなり
の中で、遠距離配転の解消、 ません。価格競争を優先す
主務職の拡大、助役職への る経済システムから、人間
登用等、前進面が確認され 社会の持続可能な社会シス
ています。今後懸案である テムに春闘を通して切り替
支社越えの扱いに集中して えていかなければなりませ
成果を出したいと考えてい ん。
ます。
各地 区集会 で意 思 統一 し
三つ 目は 組織 拡大 につ い てきたそれぞれの取り組み
てです。ここ数年は大きく 課題を実践し、国労東北総
躍進することができ、特に 決起集会、国労仙台総行動
代、 代の組合員が増え に多くの組合員を結集して
てきています。山形県支部、 いきましょう。あらためて
宮城県支部、福島県支部で 職場改善要求にこだわり現
代の組合員が誕生しまし 場長との話し合いを取り組
たし、職場の現状を認識し みましょう。会社共通の課
たうえで 代主任職が加入 題に多くの社員の声を反映
しています。これまでの運 させよう。産別の仲間と交
動の成果が着実に組織拡大 流し団結を深め合う 春闘
に結び付いています。そし を作り上げましょう。
て郡山駅にて一挙に 名の 結び に、寒 さ厳 し い時 期
拡大を勝ち取るに至っては、 に入ります。組合員、ご家
組合員全体へ勇気を与える 族の皆さんにおかれまして
こととなりました。関係者 は健康に留意され、今年一
のみなさんの奮闘に敬意を 年が実り多い年になります
表するとともに、加入され ようお祈り申し上げ、地方
た組合員と共にさらなる拡 本部を代表して年頭の挨拶
大の取り組みを進め、若手 とさせていただきます。
組合員へ国労組織を引き継
げるよう最大限の努力をし 宮城県支部
てまいります。
四つ目 は 春 闘につ いて
です。 年から 年連続で
ベースアップが実施され、
安倍政権は 年春闘でも経
済界にベアの要請をしまし
た。しかしベア ％程度が
あっても実質賃金は 年連
続してマイナスになってい
ます。企業の内部留保ばか
り積み上げられては景気の
組合 員の皆 さん 、 あけ ま
好循環は作り出せません。
しておめでとうございます。
わた した ちは 、春 闘の 本
希望 も新た にご 家 族と と
来の意義を見失ってはなり
もに新年を迎えられたこと
ません。現在おかれている
と思います。
労働者の困窮はそもそも、
私は 昨年の あい さ つで 、
資本と政府自民党が結託し
5

3

「皆さんと志を一つに労働 組織拡大についてですが、
組合としての国労運動を取 他労組組合員や若手社員は、
組んでいきたい」と話して 会社や所属している組合に
きました。そして、可能な 対し様々な不平や不満を持っ
限り職場に足を運び、皆さ ています。そうした人たち
んの意見を伺ってきました に遠慮せず、積極的に声を
が、すべての職場の皆さん かけ、不平や不満を聞くな
の声を聴くまでには至りま ど相談に乗って頂きたいと
せんでした。今年も引き続 思います。
き職場を訪問し、皆さんと そ うした 関係 作り を 組合
話し合っていきたいと考え 員の皆さん全員で取り組め
ています。
るように、目標を持って組
昨 年 月に 実施 され た参 織拡大に取り組みましょう。
議院選挙は、野党共闘によ 最 後に、 私た ちに と って
り東北では勝利しましたが、 健康が何より大切です。
安倍自民党政権をはじめと 皆 で健康 に気 を付 け あっ
する憲法改正を望む勢力が、 て、また一年頑張っていき
参議院でも三分の二を獲得 ましょう。
する結果となりました。
今 年もど うぞ よろ し くお
い よい よ憲 法改 正の 動き 願い致します。
が激しくなってくることが
予想されます。
福島県支部
ま た、 私た ち働 くも のに
小檜山執行委員長
とって大切な労働法制の改
悪の法案も出されることが
予想されます。
私 たち は、 こう した 中で
あっても、社会の主人公で
ある労働者の命と権利を守
り、労働組合の果たすべき
役割をしっかりと担ってい
かなければならないと考え
ます。また、労働環境や労
あ けまし てお めで と うご
働条件改善についても、健
ざいます。組合員とご家族
康で安心して働き続けられ
の皆様におかれましては、
るように、職場の仲間との
さぞかし楽しい正月のひと
話し合いを重ね、ＪＲ本体
時をお過ごしかと存じます。
にとどまらず、関連会社で
さ て、こ の間 支部 は 、全
働く人たちも含めた改善運
ての運動の集中点・集約点
動を取り組んでいかなけれ
を「組織強化拡大」に！を
ばなりません。
スローガンに掲げて取り組
組織強化についてですが、
んできました。
この数年、若年退職者が多
そ して郡 山駅 連合 分 会に
くなってきています。
おいて、 月 日付で他労
家 族の 介護 で悩 んで いる
組から 名の国労加入を果
人や、また最近集会に参加
たし まし た。 職場 改 善運
してこない仲間がいれば、
動を通年闘争と位置づけ、
仲間を一人にせずに、どの
作業ダイヤ改善、改札にお
ような形でもよいですから、
ける常時波動要員の獲得な
「皆で集まり話をする」と
ど、組合所属を超えて職場
いう「つながりの場」を作っ
改善要求を集約し、現場で
て頂きたいと思います。
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果となりました。
選 挙後 は憲法 審 査会 の再
開、沖縄高江のヘリパット
建設強行、原発被災者の補
償を打ち切りなど、人権無
視の目に余る横暴が行われ
ています。労働組合の基本
は職場での経済闘争ですが、
労働者保護法をはじめ法律
に無関係ではいられません。
弱 い者 の立場 に 立ち 、労
働者のための労働政策の実
現、護憲、平和、人権、環
境を守る取り組みとあわせ
運動を展開してまいります。
解 散総 選挙や 地 方選 挙な
どに組合員、家族の皆様の
ご理解とご協力をお願いい
たします。
二 つ目 は国労 の 抱え る運
動課題についてです。「労
働条件に関する労働協約」
改訂の取り組みについては、
職場、生活実態を元に他労
組の声を含めた要求の幅と
精度を上げ、要求の多数派
として就業規則改訂に結び
付けられるよう引き続き全
力を挙げていきます。
ま た、 エルダ ー 問題 での
改善が求められています。
さらに、業務委託化が進め
られた職場では安全、サー
ビスがないがしろにされる
実態が報告されています。
福 島地 区での テ クノ サー
ビス「車内清掃」の改善の
取り組み、ＪＲ東日本東北
総合サービス駅職場におけ
る 協定代表選挙の取り組
みなどに学び、委託先との
交渉の窓口づくりと合わせ、
具体的改善の取り組みを進
めてまいります。
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大沼執行委員長

年を迎 え、組合 員とご
家族の皆さんに新春のお喜
びを申し上げます。
大震災 から 度 目の お正
月を迎えます。被災地での
復興は、目を見張るような
動きはありませんが、着実
に 前進 して きて いま す。
これからも組合員、ご家族
の皆さんと共に支えあって
生活再建、職場労働条件改
善へ向け一層の奮闘を決意
するものです。
まずは 御礼 です 。一 昨年
月労災死亡事故で亡くな
られた渡辺純一組合員のお
子様方への義援金がまとま
り過日、ご遺族へお渡しす
ることができました。大変
感謝され組合員への御礼の
言葉をいただきました。本
当にありがとうございまし
た。
政治情勢についてです。
昨年 月の参議院選挙は、
「安全保障関連法」の廃止
に向けた重要な選挙であり
ました。野党統一候補で勝
利するなどの成果はありま
したが、全体的には自民党
の単独過半数確保と三分の
二の改憲勢力を生み出す結
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庄司執行委員長

の話し合いや団体交渉で改 平和が壊される問題は経済 で安心して暮らせる社会の いります。
明けましておめでとうご また格差の解消に向けた たのか、国交省の責任が厳
善してきたことがこの組織 問題に根ざします。
実現に向けて頑張りましょ 共にがんばりましょう。 ざいます。
取組みをしていきます。
しく問われます。
拡大の大きな原動力となっ 福島県支部は、こうした う。
安倍政権は憲法改悪、原 職場では、 月 日より 事故後、国は 月に道路
ています。
政治的課題と経済活動とし また 年春闘の闘いも重 山形県支部
発再稼働、沖縄米軍基地問 車体科と台車科が一緒にな 運送法を改正しました。貸
年は、テクノサービス て職場で起きている様々な 要な課題です。職場の課題
題、年金改悪等々、私たち り車両科になり、将来的に 切バス会社の事業許可を
の仲間の経験、そして郡山 問題を結びつけ、友誼団体 と国民的諸課題・平和と民
が望まない政治を進めてお は車両科と装置科を一緒に 年毎の更新制度にし、安全
駅連分会における成果と教 との関係を強化すると同時 主主義・生活と権利を守る
り、国会では数の力で強行 して施行科にすると会社は 確保命令違反の罰則額を現
訓に学びながら、他労組や に、喫緊の重要課題である 闘いを連携させて難局を切
採決し法案を通してしまっ 考えています。最終的には 在の百万円以下から一億円
労働組合に無関心だった関 組織強化拡大と、ＪＲと関 り開いていきましょう。
ています。このような政権 現場のすべての職場を外注 以下に引き上げ、また重大
連会社の仲間の目に、国労 連会社の職場改善を車の両 職場では、北陸新幹線・
を許す訳にはいきません。 化して、ＪＲに残すのは総 な法令違反が確認された場
が魅力的な存在として映る 輪と位置づけ運動を進めて 函館新幹線の開業に伴い新
郡工支部は政治闘争を取 務科、企画科、技術科、保 合、車両の運行中止や事業
べく、職場にある多くの不 いくことをお誓い申し上げ 幹線線区がさらに延長され、
り組み、選挙で野党勝利に 全科の管理部所だけになる 許可の取り消し可能として
満や不安に対していかに応 て新年のご挨拶と致します。 新型車両の投入やＥ６系の
向け頑張っていきます。皆 と思われます。
いますが、実効性の注視を
え、加入につなげていくの
全検行程短縮に向けた試行・
さんのご協力をお願いしま 郡工支部は、安全・安定 していかなければなりませ
かが大きな課題となります。仙台総合車両所支部
施策や検査周期延伸を見据
す。
輸送を脅かす外注化には反 ん。
第 回支部大会では、若
えたテストカーを全車種に
組織強化・拡大について 対の立場で運動を進めてい 私たちの職場では幸い重
松地区において地元のエル
指定し試験走行を重ねてお あけましておめでとうご ですが、拡大については大 きます。今年もよろしくお 大事故こそ発生していませ
ダー雇用先が無い問題につ
り、今後の車両の置き換え ざいます。今年はＪＲが発 変不十分になってしまいま 願いします。
んが、昨年を上回る事故件
いて発言がありました。
計画を発表する等、変化の 足して 年となります。こ した。今後工夫し合いなが
数の職場もありますし、要
一方で、設備関係のエル
速度があがっています。 の 年間、ＪＲ東日本は、 ら取り組んでいきます。 東北自動車支部
員不足による休日出勤の常
ダー組合員からは、「 連
昨年度の業務改善提案で 外注化と非正規雇用労働者 組織強化ですが、 月
態化、連続運転時間や拘束
夜なんか当たり前」、「プ
は、業務体制の変更と部外 の拡大を進めてきました。 日付で佐藤勝雄さんが郡工
時間の超過等違反は後を絶
ロパーが月百時間近い超勤
委託が大きな柱でしたが、 その結果、賃金格差が広 支部の仲間に加わりました。
ちません。
をしている」状況に、自分
今年度は部外委託に更なる がり、技術継承も進まず、 年 ヶ月も小牛田に強制
また、運転手の高齢化・
要員不足の中で超勤、サー 配転させられ、本当に大変
たちも巻き込まれる実態な
拍車がかっています。
車両整備の問題など課題は
ど地元に雇用されても低賃
私たちは、車両の検査業 ビス残業が増え続けるなど だったと思います。元職場
山積しています。
明けましておめでとうご
金や健康維持に対する不安
務は積み重ねた経験に裏付 ＪＲグループ全体がブラッ の運動と支部の激励交流の
私自身、軽井沢の事故現
ざいます。
が噴出しています。
けされた検修によって安全 ク企業となっています。
継続の成果と思います。
場に 回訪れ献花してきま
昨年 月の参議院議員選
ＪＲ・関連会社を問わず
を保つことができると主張 こうした中で、心の病に 貨物格差是正についてで
したが、改めて「労働条件
挙の結果、衆・参両院にお
要員が不足しているという
し、私たち自身も自信と誇 罹り自殺や職場を離れる人 す。貨物会社は、 年連続
の改善なくして安全なし」
いて改憲勢力が三分の二超
ことです。
りを持って業務にあたって が後を絶ちません。このよ でベアゼロ、夏季・年末手
ということを痛感させられ
の大変危険な状況が作り出
その上で、どの職場にも
きました。
うな劣悪な職場を改善して 当が共に ・ ヶ月です。 明けましておめでとうご ました。そのためにも「組
されました。
共通する要員不足の環境下
同時に働く人の安全や車 いけるのは国労だけです。 こ ん な 超 低 額 回 答 で は ざいます。
織の強化・拡大」を全力で
選挙戦で与党側は、改憲
における働き方について、
両の品質低下をまねきかね 職場の中で他労組組合員 「労働意欲がわかない、生 昨年 月 日未明、長野 取り組む決意です。
の議論を意識的に避け、経
他労組も含む老若男女の別
ない安易な業務委託に反対 の悩みや不満を聞き、それ 活が大変だ」「ローンも払 県の国道 号線で、スキー 地本内で最も厳しい支部
済政策等を前面に展開し争
無く話せるような環境づく
してきました。 部外委託 を声を出して改善していく えない」「今ストライキを ツアーバスが道路から転落 でもあり、一人ひとりが本
点をぼかし続けました。マ
りに国労が主体的に関わっ
は、エルダーの職場確保と という職場の運動こそが、 打たないでいつやるのか」 し、乗務員 人と大学生 気になるしかありません。
スコミによる選挙報道は低
ていく取組みが必要です。
いう側面を持つものの、労 組織の強化と拡大に繋がっ と貨物の仲間が言っていま 人が死亡、 人が重軽傷と 昨年、約 年ぶりに経営
調で憲法改正やアベノミク
さて、南スーダンにおけ
働力の置き換えであり人件 ていきます。
す。郡工支部は、昨年同様 いう大惨事が発生しました。 協議会が再開され前進面も
スの破綻等を掘り下げるこ
る「駆けつけ警護」に東北
費抑制のためのコスト削減 「職場に労働運動」とい に春闘において地方本部に 事故直後の特別監査で
ありましたが今年はさらに
となく選挙への関心を高め
項目の道路運送法違反や、 学習と交流を重ね「職場で
の自衛隊員が現地に派遣さ
策にすぎません。
う国労の運動を全組合員が 支部と貨物分会名でストラ
られませんでした。
れました。万が一の補償と
今進められている委託は、 実践し、ＪＲ内多数派に向 イキの要請をしていきます。 通常の監査でも運転手の健 見える運動」を進めていき
また、法改正により 歳
康診断未受診など是正指導 いと考えています。
して九千万円を見舞金とす
全般検査の要と言える業務 けてともに前進しましょう。
た
以上に選挙権が付与されま
を受けていました。
る法律が整備されるなど、
が含まれており、部外委託 そして、安倍暴走内閣を
組合員、家族の皆様、そ
したが、投票率は上がらず、
また国土交通省が全国の してすべての社員が「健康
日本の戦争国家化、ファシ
の問題点として指摘してき
倒
す
た
め
各
種
選
挙
闘
争
勝
利
政治離れは改善されません
貸切バス会社３１０社を対 で働きやすい職場」であり
ズム化が現実味を帯びてき
た教育の計画・内容の不十 に向けて奮闘しましょう。
でした。しかし格差社会の
象にした緊急監査では、全 ますよう微力ではあります
ています。政治的な最重要
分な実態をみれば、車両の
拡大、労働法制改悪や原発
体の ％にあたる２４０社 が自動車支部一丸となって
の課題は言うまでもなく、
品質低下を招く不安を増大
郡山工場支部
の再稼働、米軍基地問題等、
で 法 令 違 反 が 見 つ か り 、 頑張っていきたいと思いま
戦争法を廃止し、秘密保護
させています。私たちは、
私たちが抱える諸課題は政
「規制緩和」以降における す。本年もよろしくお願い
法を廃止する事です。
引き続き強いこだわりと決
治に直結しています。
「規制のあり方」がどうだっ します。
「貧困と格差の拡大」と
意で新たな一年を闘ってま
労働者・勤労国民が平和

1

77

10

17

２０１７年１月１日
国労せんだい
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