伊藤代議員

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２７４０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 五十嵐 敬

歌川業務部長

業務部

執行部答弁

ばＪＲは一円も支払うこと
がない。ＪＲが工事費用の
三分の一しか支払わないの
はとんでもないこと。また
復旧しても廃止の議論が早
晩出てくる。本部と連携し
進める。

吉田代議員

会津若松地区分会

◆組織対策費。使用方につ
いては仙台地本独自のルー
ルを作った経緯もあったが、
現在は使用した経費は全額
支払うという本部指導で進
行。今後地方本部執行委員
会、支部代表者会議等で議
論していく。

中島総財部長

総務財政部

編集責任者 武田 昌仙

▼職場・地域分会活動。広
範囲に組合員が分散。現状
は各種の取組みがされたか
どうかわからない。また教
宣物もまとめて届いても読
む気になれないが、そんな
声も出ないほど組織状況は
深刻。組合員同士のつなが
りが希薄になっている中で、
署名集約や教宣物の配布等
で接点を作り、組合員の状
態をつかむ努力をしてきた。

取組みを組織運動にするた
め自分たちの出来ることを
はっきりさせること、運動
の視点を他の分会ではなく
自分の分会、自分の足元に
焦点を当て作ることが大切。
とにかく執行委員会だけは
やりきろうと意思統一し、
レジュメも後で組合員が見
てわかるものにして、職場
報告を意識している。
▼春闘時期の一人一要求、
助役・駅長も含め職場で必
ず話をしようと意思統一し、
班集会を開催し要
求を集約。また分会代表が
只見線管理駅長や会津若松
地区駅長と冬期問題や欠員、
エルダー等について話し合っ
た。目に見える進展はない

の突合せで相互理解が図ら
れている。
役員同士の打ち合わせの積
み上げも、組合員の声をつ
かんで話をしたからこそで
あり、国労の組合役員に求
められている事は、他労組
ともしっかり向き合いその
相手を乗り越える討論がで
きるようになること。
▼喜多方駅委託化。地域に
深刻な問題。駅員不在によ
り不都合が多々発生。喜多
方市議会では長沢議員も取
り上げ質問したが、分会の
取組みも考えなくてはなら
ない。
▼地本にはぜひ分会に入り
対話行動を取組むよう要請
する。

仙台保線区分会

ている方が多い。設備系で
あってもＴＳＳなど他系統
に行けるような道筋を。選
択の自由があっていい。改
善を強く要望する。
▼設備メンテ以降の業務の
直外区分。一部崩れている。
受注側の人手不足が深刻。
結果的に利潤の少ない業務
は後回しになり年度を越す
作業もある。そのツケを直
轄作業で対処しているが、
自分の仕事もある。特に若
手は様々な課題を抱えての
業務であり技術継承になら
ない状態。
▼組織拡大。現状では組織
減は必然であり、重要課題。
▼今後 級線問題を抱えて
いる。メンテナンスを外注
丸投げで良いのか。

郡山設備分会

▼組織強化・拡大。設備分
会では平成社員 人の拡大。
「これに続く若者を」と議
論継続、昨年は保線・電力・
信通職場の新採 人に組合
説明会を開催した。結果に
結び付かなかったが、職場
改善の要求作りを他労組も
交えて行い、生き生きとし
た組織活動を拡大に繋げて
いる郡山駅連合分会の取組
みに学び拡大を勝ち取りた
い。

小檜山代議員

▼組織対策費。スト基金と
の割合が示されたが、各闘
争も含め資金は十分なのか、
不足はないのか。
▼エルダー。提示の遅れや
希望が叶わないなど問題の
多い制度。分会内では数人
が面談で本人が希望する職
種に管理者から注文を付け
られる場面もあり、エルダー
を辞退し退職した方もいる。
また山形では夜勤の多さか
ら一建を希望する方は少な
く辞退や採用されても辞め

宍戸代議員
が、苦労は全社員に共通す
る。またビックロモの廃止
とロモの活用では、今の力
関係と会社の態度では応じ
るのは困難。そうであれば
しっかり活用することも大
事という声もあり、改善に
向け幅が出来たと感じる。
現場長交渉のできない職場
は、作業箇所への移動時や
テーブルの飲み会、勤務引
継ぎ時や勉強会等あらゆる
機会を得て話をし、要求を
地本に丸投げしないよう取
組んできた。
▼組織強化・拡大。只見線
には長岡運輸区の乗務員が
乗り入れる関係で、国労長
岡・長岡ユニオン・会津若
松地区分会で交流を継続。
無線・携帯が通じない環境
での業務では、互いの状況
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求したい。
仙台建築分会
▼只見線復旧。仙建工業、
テムズなど鉄路復旧に際し
て業務が増加。金が集まる
システム。国の復旧でと本
部大会等で言っているが、
只見線は国でなく県と沿線
自治体の地方財源。地方は
財源的に疲弊しており無理
がある支出。国に責任を求
めるのではなく、ＪＲにしっ
▼組織拡大行動資金。今後 かり責任を持たせ資金を出
組織の減少に伴い財源も減 させることだ。
る。一定の制限を設けるこ
とも必要と考える。地本で
議論を。

会津若松地区分会

吉田代議員
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◆遠距離通勤手当問題。本
社で交渉したが、本社は通
勤距離を聞いて驚いていた。
遠距離通勤の認識がなかっ
たので今後もエリアと協議
して改善を取組む。
◆只見線復旧。上下分離方
式で、福島県が工事の免許
を受けている。自治体は使
用料の請求権があるが、赤
字の場合は請求できないシ
ステム。復旧工事が終われ

2

25

▼遠距離通勤手当。業務連
絡報での交渉内容では、会
社は我々のことを全く理解
していないということが分
かった。往復百七十 、月
間 千 、年間 万 走行
する。燃料代だけでなく、
オイル・エレメント等、維
持費が大変。新車を買って
も 年で 万 を超えてし
まうということ。改めて要
2
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古川特別代議員

用禁止と線路閉鎖工事の取 Ｒの変電所作業中に作業ミ
扱い問題について、珪砂は スで停電し大規模輸送障害。
一年以上、線路閉鎖問題は 全線復旧に 分、 万 千
年以上経過したが未だ対 人に影響。会社はＳＮＳへ
策や改善がない。特に珪砂 の投稿を現場に流し指導し
は代替品の有無で本社と支 たが脅しとも受け止められ
社の回答に矛盾が生じてい 問題。また再発防止は「ルー
ると聞く。いずれの問題も ルを守る」ことが絶対であ
健康被害や命に関わる問題 り相互監視にもなっている。
で長期化させてはならない。 だがＳＮＳには今の現場の
現状報告を。
脆弱性を的確に捉えた声が
▼要員配置について。 月 多く寄せられていた。「グ
ダイヤ改正で仙台駅サービ ループ会社に丸投げ、ＪＲ
ス班の要員が、一交代一人、 社員は設備を知らず、管理・
日勤一人に削減された。団 監督・指導がまともにでき
交では夜間の一人体制時は ていない」「これまでも再
「仙台駅を空にしない」と 発事故防止を図ると公言し
回答しているが守られてい ているが同種事故が再発」
ない状態だ。協約違反であ 「副業より安全面に力をい
り会社の責任で守らせる取 れないと」「人手・技術者
組みが必要だ。
不足、人間力が落ちている」
▼方針にある「いつでもス 等、我々がこれまで指摘し
トライキを行使できるよう てきたことを見事に見抜い
に態勢を整えて闘いを取組 ていた。しかし今回もこう
む」とは具体的にはどのよ した声に応える対応ではな
うに整えるのか。
く、現場の実態を見て見ぬ
▼エルダー先。仙総支部か ふりをしている。
ら「幹総にエルダー先がな
月には横須賀線では直轄
い」と組合員の異動があっ 架線点検中、軌陸車でセク
たが、一方で郡山から幹総 ションオーバーしあわや感
に発令が出されており矛盾 電事故の事象が発生したが、
が生じている。経緯を。
「回覧で終わり」の対応。
変電所の事故原因も、直轄
作業での事象も電力職場で
仙台電力区分会
は切実で身近なことだが、
具体的な原因に対する対策
の説明はない。
▼若手教育。 年前に実施
された大合理化の柱は、
「ＪＲは設備管理のプロ、
パートナー会社は工事のプ
ロに」として大幅な要員削
減を実施。だが現在の若手
への教育内容は、Ｐ社が行
う工事の作業の訓練に多く
▼職場状況。 月 日、Ｊ の時間を割き、直轄業務の

5

難解除が進み、故郷・自宅
に帰還する住民の一方で、
子育て世代など帰還を望ま
ない住民に対して補償を打
ち切る国の政策にある。ま
た帰還しない住民や避難し
ている子供へのいじめ問題
など、大人社会の偏見の反
映である。
福島県支部は、事故以降放
射線対策委員会を設置。労
働環境問題として線量調査
を実施し団交を実施。前進
面が見えない交渉であった
が問題意識を会社に伝える
ことは出来た。
▼放射線被害の当事者とし
て、時間の経過と避難指示
解除の動きと共に「フクシ
マ」が風化していく現状を
許すわけにはいかない。国
労フクシマ福島交流の成功

と今後の継続を要請する。 社の言うことを聞け、身銭 態。小牛田運輸区では大病
を出せということで許せな を患った組合員が 年近く
い。ものを言い明らかにし 通勤しているが未だに地元
岩沼駅連合
ていくことが重要。
に戻れない。保線ではエル
▼ 協定の職場代表に選出 ダー先がないから辞退して
された。 TSS
では福島の石 くれと会社に言われた組合
塚氏と自分の二人。会社に 員がいる。端的言うと首切
しっかりとものを言ってい りでありしっかり対応を。
く。問題意識を持たないと 遠距離通勤を強いられてい
いつの間にかやらされ、会 るひどい会社ということを
社に言われた通りの労働者 しっかりアピールしていか
に。
なければならない。エルダー
▼無人駅の有人駅化の要求。 は病欠１８０日で解雇。休
委託化が急速に進み委託化、 日も少ない。本体が頑張ら
そして無人化に。仙台駅の ないと委託先の労働条件は
地下改札が無人化、 月
変わらない。
日からはあおば通駅地下改 ▼労働契約法 条。あおば
札が無人化だ。仙台駅の地 通り駅、全く同じ業務で賃
下で火災が発生したら誰が 金だけ低下。取組みの強化
誘導し消火に当たるのか。 を。
急病人の発生、線路転落の ▼ 春闘。貨物会社 年連
場合は‥。会社は改札担当 続ベアゼロ。貨物分会は様々
が駆けつけるという返答。 な取組みを行い、「あと何
しかし 月に改札から駆け をすればベアを勝ち取れる
つける事象では ～ 分か のか…」という思い。スト
かったという。いち早く駆 配置態勢を構え、会社に突
け付けるために改札に要員 き付けながら闘いを進める
を配置するよう再度要求す ほかないと思う。 春闘は
べき。支部は委託提案の度 ストを配置し闘う決意を要
に街宣・チラシ配布行動を 請する。
取組んできた。支社前での
チラシ配布行動には地本役 仙台電車区分会
員も参加するよう要請する。
▼職場の問題の対応。日々
多くの問題が発生。本来、
委託社員は指令から直接指
示を受けられないが、旅客
対応を指示され対応したら
加害を受けた。こうした問
題を交渉できない。プロパー
社員は低賃金、パスも割引
もない。早急に交渉できる
体制を作ってもらいたい。
▼駅職場だけでなくエルダー ▼職場問題。分会は車両の
先会社はどこも休日が少な 砂巻き装置に使用される発
く手当がない等低賃金の状 がん性有害物質の珪砂の使
12

▼常磐線山下駅勤務。出向
中で来月からエルダー。駅
は大震災から 年、昨年
月 日に運転再開。喜びも
あるが業務委託駅で開業は
残念。駅はきれいだが、反
面汚れが目立ち清掃が欠か
せない。設備だが、社員用
トイレの照明スイッチがド
アを開けて奥に付いている。
橋上駅で階段 段、雨・雪
では下まで吹き込む。社員
駐車場は鍵が内側にあり手
を回さないと届かない。ブ
ロック長や管理駅に言うが
改善なし。言い続けるしか
ない。
▼東北三支社同じ制服に。
リースでありズボンは自分
で手直しせよ、しかし裁断
や裁縫はするなという指示。
どう思うか。過去、服装の
整正を理由に処分されたが、
個人手直しはそれぞれバラ
バラの形になり整正どころ
ではに。プロパー社員は低
賃金、アイロンもなく個人
対応は負担になるので会社
が責任を持って配布すべき
等鉄道事業部に言うが埒明
かず。外注するから代金を
と話すが、落ち着いたのは
アイロンの配備の検討。会

9

10

18

18

▼組織対策費。組織強化・
拡大の取組みは重要であり、
その意味でも組織対策費の
位置付けは大切。今一定の
組織があるうちに徹底して
集中すること、その財政的
保証をすることが必要。そ
して運動や成果を大会まで
に持ち寄ることが求められ
ている。
▼原発事故と国労フクシマ
交流。常磐線の現状は、不
通区間が竜田・浪江間であ
り、 月には竜田・富岡間
が開通予定で 年度末の全
面開通に向け復旧工事が進
められている。しかし今な
お 万人が避難生活を送り、
視察した富岡駅前は、人家
も全く人気もなく駅舎と道
路だけが真新しい無味乾燥
の風景であった。課題は避

議長就任のあいさつをする丸谷代議員。右は副議長の阿部代議員
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回るベアは納得できない。 もある 歳定年再雇用で平
東日本会社との交渉を重視 成 年に開始。原則出向、
とこの数年話しているが、 本体雇用もあると記載。希
回答まで何回交渉したのか。 望調書や面談などのスケジュー
ストを背景に交渉を後押し ルもあるが、全く守られて
する闘いが必要では。分会 いない。本来 月出向先の
で議論し、地本・東日本本 提示、 月には再雇用契約
部・中央本部にスト要請の になるが、郡総では 月提
意見書を送付した。 春闘 示の段階で 人が決まって
では地本が上部機関にスト いない状況。
を背景にした闘いを求める
月に他労組 人が テッ
春闘にするよう要請する。 ク幹総発令。 人は応じ、
▼組織問題。今後退職で分 もう 人は行けないと粘っ
会を維持していくのか大変。 たが、二度目の提示でも同
今後の組織形態について考 じ場所。一回提示すれば終
えがあれば聞きたい。
わりで変更なし。 月一杯
▼エルダー。内容が決まら で退職に。全員郡山地区を
ない内に希望調査は問題で 希望しているにもかかわら
ないか。また全員希望通り ず、 月 日、残る 人に
になるよう交渉を要請する。 テック幹総の提示。会社
▼組織強化・拡大。毎年
の言う「丁寧な説明・面談、
月に分会団結交流会を開催 前広に希望を把握し…」は
している。故佐々木一雄氏 どうなっているのか。エル
が分会長の時、志津川で開 ダー制度を使った首切りで
催したのが始まりと聞く。 ある。
震災後は志津川から岩沼に ▼仮に通勤するとすれば、
場所を変え継続している。 要介護１の母を抱えながら
組合員が減少していく中、 磐越東線の始発 時 分に
今後は若い仲間も招いて継 乗り片道 時間半、帰りは
続したい。乗務員の拡大は 自宅 時位に到着。 さん
難しいが、あきらめず関り も水郡線で 時 分発、
を持ちたい。
さんは東北本線 時 分発
電車。最後に提示されたの
が遠距離通勤者であり、ひ
郡工装置科分会
どい扱いだ。人選の説明は
ない。会社は通勤範囲と言
うが本気なのか。
▼エルダー再雇用を固辞す
る場合は、「私はエルダー
再雇用を希望しません」と
書けと会社。だが違う。希
望したが通勤できない勤務
箇所なので辞退するという
ことだ。
▼再雇用問題。エルダー社 ▼貨物問題も然り、会社の
員制度は、ライフプランに 一方的なやり方を止めさせ
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執行部中間答弁

時間が短くトイレに行く間
もない。駅間が短い中での
指定の車内放送、苦情があ
れば事情聴取。ミスをすれ
ば責任を追及され業務掲示
板で晒されるなど大変な状
況で乗務している。
▼宮城野班では、こうした
問題を現場長に話し、掲示
板にニュースを掲示し、定
例訓練の場で問題点を指摘
する等の取組みと、地本に
相談し支社に申入れを行っ
た。支部では 月と 月に
駅業務委託反対と車掌の要
員不足問題のチラシ配布行
動を取組んでもらった。
月に 人が他職場から異動
してきたが、要員不足解消
には至っていない。社員の
命と健康を守るため、会社
の責任で適正な要員配置を
すべき。
▼輸送障害。 月 日、名
取～南仙台で早朝、竹が架
線に倒れ事故停電。 時
分には復旧したが、最終近
くまでダイヤ乱れ。車掌不
在で信号機の進行現示を復
位する等、信号現示から復
位が知っているだけでこの
他に 件もあった。当直の
手配ミスや在線車両が多く
仙台駅に入れないことが遅
れに拍車。乗務員の間では
「人災」の声。
輸送障害が発生すると毎回
ではないが復旧まで時間が
かかりすぎる。乗務員・駅
関係者も大変であり、利用
者への説明ができない。会
社にしっかりした対応を求
めたい。
▼ 春闘。貨物は 年ベア
ゼロ、東は過去最高の経常
利益を計上しても昨年を下

統一

抵抗

団結

6

45

7

60

1

8

21

9

7

1

18

1 2

6 2

4

2

25

2

6

10

K

27

歌川業務部長
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墨絵代議員

場合によっては顔を合わせ
ることもなく寂しい。早朝
から深夜までの乗務。 ～
時間の仮眠でまた早朝か
ら乗務。 代の車掌はヘト
ヘト、 代の若手も大変の
声。 時間連続乗務も所定、
異常時では休憩時間は二の
次で列車を動かすことが最
優先。夕食時間が 分未満
の行路も多く、 分のダイ
ヤもある。団交でも要求す
るが一向に改善の姿勢は見
られない。
▼宮城野運輸区。車掌の要
員不足問題。昨年から今年
月まで 人弱が病気等で
乗務不可に。 人が精神の
病で現在も 人乗務不可。
結果として休日勤務で行路
を回すしかなく、年休が入
らない。勤務発表時で 月
は 日、 月 日、 月
日、 月 日、 月 日が
休日出勤の日数。当月に入
り病気や忌引等で追加 ～
日が休日出勤の実態。勤
務を作る方も大変で勤務捜
配の夢を見る助役もいて、
頼む方も頼まれる方も大変
な状況。若手は車掌から運
転士、指導から主任という
ライフサイクルの中、休日
勤務を断れない。各種委員
会等乗務以外のこともしな
ければ評価されない。生理
的には連続乗務と折り返し
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原子書記長

重要な設備管理や保安打合 合理化と若手との年齢構成 ◆日瓢珪砂。 月 日の本
せの仕方や事故探索の技術 上、業務と責任が重くのし 社団交では、発がん性物質
力も身に付けないまま、訓 掛かっていることも原因と の飛散する条件は、珪砂を
練に多大な労力を費やして 思う。組合員と相談し取組 切り出す作業の場合であり、
いるがどうなのか。現実に みを再構築していく。
通常作業は大丈夫という見
は設備事故が発生した場合、
解。また本社は結晶性シリ
復旧作業はＰ社が行う工事
カ成分を含まない、非結晶
契約になっている。事故復
性シリカの砂を探している
旧は危険場面が多くあり、
と回答。支社にも本社は代
業
務
部
付け焼き刃の訓練で実践す
替品を探していることを伝
ることは大変な危険を孕ん
えた。支社に探してもらう。
でいるからだ。一方で停電
◆線閉。支社は「安全は担
手配の為に必要な手順書の ◆昨日の答弁の追加。遠距 保している」の一点張り。
チェックを理解できないま 離通勤手当問題。制度の改 整理は必要であり分会と話
ま行い、請負会社の間違い 定は難しいので提案だが、 を深めていく。
をチェックできないほど技 会津坂下に宿舎を借り上げ、 ◆ＴＳＳ問題。交渉の位置
術力の低下は著しい。更に そこから通勤という手段も 付けではないが、ＴＳＳ総
は教育訓練の詳細がグルー ある。会津坂下から只見ま 務部長に直接話をしている
プ内で共有されず、その若 では通勤超勤。支社内での ものもある。
手がどのくらい技術力があ 解決策だが、分会と相談が
るのかも分からない現状だ。 必要。
我々国鉄採用のベテランも ◆冬期対策。ビックロモを
現在訓練は一切しておらず、 止めろという主張だが、数 ◆ストライキ。「いつでも
チームワークを必要とする 十億の投資もあり支社は絶 ストが行使できるよう態勢
作業や復旧作業では危なく 対止めない。有効に機能し を整える」とは、貨物東北
て一緒に作業できない。本 ている線区もあるが、只見 支社に対し、東北協議会と
来、事故を未然に防ぐのが 線についてはそうではない して本部から指令が出され
我々の保全業務であるがそ というのは支社も承知のは たら直ぐストができる態勢
の技術力が落ちている。こ ず。今後も対応していく。 を取るという中身。
うした現状では当然設備事 ◆エルダー希望先について。 ◆希望しないエルダー先提
故・障害事故が繰り返され 設備関係からＴＳＳや テッ 示の問題。仙総支部Ｓさん
るのは当たり前。
クへの希望通りの異動は実 が車セのテクノ東営業所へ
ＪＲ発足３０年を迎えた中 例がない。問題は希望しな 発令。盛岡から新幹線通勤
で、方針にある総点検活動 い個所への提示があった場 をしているので車セの方が
をしっかり行い摘発し、会 合、断ると再提示がされな 近いという会社の考慮のよ
社に突きつけることが問題 いということ。結果、退職 うだ。しかし本人希望では
解決に向けて重要だ。
を余儀なくされた場合「希 ないのも事実。今後もこう
▼分会活動。正直、中々う 望しません」と書かされる した問題の改善に努力する。
まくいっていない。組織拡 のは不条理。希望する提示
大も若手との繋がりはそれ がなかったと記載させるこ 仙台宮城野運輸区
ぞれあるようだが、目的意 とと、病弱者の雇用先の確
識
保が課題。
がハッキリしていない状況 ◆エルダー先との直接交渉。
もある。まずは集まること 穴が開かないが取組むしか ▼職場状況。仙台運輸区は
と考えているがそれさえ難 ない。
社員 人程度で国労は 人。
しい状況もあり悩ましい。
240
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年は大規模な委託が実施さ
れた。生み出された要員に
ついて、「原則出向はない」
と会社は説明していたにも
関わらず、会社は若年出向
や他職場への異動等の面談
を実施。面談を受けた組合
員から「問題あり」の意見
があり、分会はアンケート
を実施。結果は若年出向も
異動も希望しないが ％、
若年出向は不可、幹総内の
異動は可が ％、勤務地が
盛岡であれば若年出向も可
が ％。また「団交で決め
たことが守られていない」
「出向を強要された」「出
向期限を 年、 年、せめ
て 年と迫る」「出向に誘
導されているようだ」との
回答に、分会は支部を通じ
て地本に連絡し会社側に改
善を求めてきた。しかしそ
の後、出向を希望しない組
合員に出向の事前通知の噂
が聞こえ、本人に確認した
ところ、「面談で希望しな
いという意味で話をしたが、
科長は行っても良いと受け
取ったようだ」とのこと。
しかし事前通知が発令され、
分会長は科長に抗議し、分
会集会では抗議を込めて発
令日まで残業を拒否するこ
とを全体で確認。更に 月、
組合員 人が長時間の面談
をされ、内 人に出向発令
が出され、そのうち１人は
分会長だ。分会長はこの間
の対応で体調を崩し長期入
院となり、出向発令は取り
消された。
昨年度の部外委託で、ＪＲ
ＴＭへは 人が出向、内
人が組合員、 人の内 人
が台車科に異動。

23

8

昆野代議員

会社は、委託提案が思うよ 取組む。
うに進まないため社員を委
託先会社に送り込むことを 仙台駅連合分会
考えてこの間の扱いを行っ
てきている。しかし本人の
意思を無視した行動は許さ
れない。今後も会社動向を
注視する。
▼ 春闘。昨年 月から一
人一要求の取組みを開始、
月末には 105
項目の要求
と 人の異動希望者リスト
を作成し分会集会で確認後
支部に提出。大衆行動には ▼分会組織と職場状況。本
国労東北総決起集会と国労 体 人、現役出向・エルダー・
仙台総行動に延べ 人が参
嘱
託
人の計 人の組織。
加した。現場長との話し合
年度 人退職予定者のう
いは、自分と書記長が科長 ち 人がエルダーを希望し
と立ち話であったが 月
ないため組織減を免れない。
日に行った。また 月 日 みどりの窓口は慢性的な混
には会社施設を利用した学 雑、 分待ちは当たり前で
習会を開催。今後も要求前 週末等は 分待ちも。以前
進に向け取組む。
窓で対応していたが、現
▼組織強化拡大。班や分会 在は泊 窓、日勤 窓の
で新入社員の歓迎会を開催 窓口で対応のため。券売機
してきた。拡大には繋がっ 案内の契約社員も廃止した
ていないが、気軽に話せる ため呼び出しも多い。この
関係作りはできている。た 状況で休憩も取れず 時間、
だ会社側とも我々とも両方 時には 時間の連続着座で
の懇親会に出席していると 疲れ切っている。利用客か
ころに彼らの本音が見える。 らも「閉まっている窓口を
いずれにしても職場問題の 開けろ」「なぜ混んでいる
改善や世話役活動を通じて のか」の苦情が寄せられて
国労の良さを感じてもらう いる。一方で支社営業部は
ことが拡大に繋がると考え 「 標 準 数 は 足 り て い る 」
る。
「 時以降は減少している」
▼アスベスト。分会は支部 と現場の状況を認識してい
アスベスト対策委員会の指 ない回答。改札職場も慢性
導のもと、退職者の健康管 的な要員不足で休日勤務が
理手帳取得の取組みを行っ 増加。あおば通駅の委託化
てきた。昨年 人が退職し、 に伴う交代勤務の削減によ
内 人が手帳を取得した。 り、新幹線中央改札を一人
現在退職予定者が手続きに で対応する作業ダイヤも提
着手中。手帳は検診を無料 示された。中間駅も一人勤
で受診でき、石綿関連疾病 務が当たり前になり、異常
の認定に重要であり今後も 時対応や体調不良時の問題

9

30

17

1

8

2

るには、組合の力が必要で
ある。労働組合が雇用問題、
首切りに拳を上げないでど
うする。基本に戻った闘い
をすべきだ。そのためにも
ストを行使できる態勢を作
らなければならない。

17

18

鈴木代議員

客会社も合理化による職場 るということを本州三社の
統廃合や希望しない異動な 役員もどこの所属の組合員
ど様々な問題や課題を抱え も忘れないでもらいたい。
ているはず。そして多くは これらの議論を単なる不満
話し合いでは解決されてい を述べる場で終わらせない
ないと思う。自分達の中で よう、 年に繋げていかな
も諸問題を抱えていながら、 ければならないと考える。
「ストをやらない・できな
い」理由を貨物のせいにす 仙総車体分会
るのはやめてもらいたい。
またこうした発言は組合が
組合を差別することを助長
しかねない。こうした発言
がある中で組織拡大にも少
なからず抵抗感があるのも
事実。組織拡大を訴える一
方で、国労はどのような方
向に進もうとしているのか。
連合体であるならば、東労
組または貨物労組との違い ▼エルダー。盛岡から通勤
は何か。再編や統合など主 している 氏はエルダーの
導権争いに奔走し、本来の 機会で盛岡での再雇用箇所
労働条件の改善を始めとす を求めていて、第三希望ま
る労組の役割を果たせない で盛岡と記載。管理者から
ならば、組織拡大は意味を 「第三希望は仙台地区にし
持たない。国労は全国単一 て」という話にも全て盛岡
組織あればこそ力を発揮で を希望で通した。その後、
きると確信している。会社 盛岡になるかもしれないと
毎単位になれば、三島の組 言われたものの、その後は
合は消滅し貨物も危うい。 仙台地区の運転手業務を非
その意味でも単一組織の維 公式に打診され、本人は断っ
持、継続を。
ていた。その後誕生日月近
▼仙台信通区分会の退職者 くになっても提示がないた
の送別会に参加した。最後 め本人は何度も科長に確認
に、大勢の人の前では話さ に行き、分会も状況を質し
ない さんが「みんな、 ・ た。そして提示があったの
を頼む」とお願いしてい が、 テック仙台東営業所。
た。病気で倒れた組合員の 幹総より近くではあるが、
ことを最後まで気にかけて 顔見知りが居ない職場はど
いた さんの言葉に胸が熱 うなのかという問題もある。
くなった。参加した他労組 しかし本人は応じる意思を
若 手 や 退 職 し た 先 輩 方 も 見せ、分会も移管すること
「さすが国労の人だ」と感 に。電車区分会にはよろし
じたに違いない。
くお願いしたい。
▼現在の本州三社の地位は、 ▼委託問題。近年部外委託
貨物と三島を切ったからあ の提案がされているが、昨
T

貨物宮城

があり、本気でストに取組
む姿勢が見えてこないとい
うのが本心。
▼宮城野移転問題。組合と
会社の交渉では「詳細は未
決」との答弁を繰り返して
いるが、宮城県は細部の調
査に入り、貨物労もプロジェ
クトを立ち上げたとの噂。
分会からは、「自分たちが
働く職場であり、国労も早
期に立上げが必要」との意
見が。県も関わる事項であ
り、分会や貨物協議会レベ
ルではなく地方本部レベル
で、県議会議員も含めたプ
ロジェクトチームを立ち上
げられないか。その上で国
労としての要求を早期に会
社に申入れしなければなら
ないと考えるがどうか。
▼組織対策。今春、新規採
用者 人が職場に配属。当
日交流の機会を得て「じっ
くり自分の目で見て組合を
判断してほしい」と話した。
その後一人は日貨労に、も
う一人は今も未加入。機会
あるたびに声掛けをしてい
る。継続していく。
▼組織の在り方。全国大会
やエリア大会で「貨物の労
働条件改善のためのスト」
「貨物の支援スト」はでき
ない発言や、 月の地本の
春闘総括会議で当時のエリ
ア書記長が「貨物のことで
ストはできない」と発言が
あったと聞く。貨物組合員
はこの報告を聞いて耳を疑っ
た。同じ組合、しかも幹部
からこのような発言がある
とは。
だが、我々貨物組合員は
「貨物のために」と支援ス
トを求めたことはない。旅
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長谷川代議員

▼ 春闘。上部機関の指示
により、今回も現場長申入
れを含む、本社・支社への
ファックス行動、組合員個
人の要求を書いた社長宛ハ
ガキ、門前集会 日間、ジャ
ンボハガキ、他労組へのチ
ラシ配布等、分会として取
り組めることは全てやり切っ
た。東北ロジに対しても現
場申入れを行った。今回も
ストの噂もあり期待したが
実現せずに多くの組合員か
ら不満が漏れた。また夏季
手当前の「期待してもらっ
ていい」との社長発言も反
故にされ、「社長が社員を
目の前に言ったことを実現
しない貨物会社とは‥」と
あきれて話してくれた若手
も多かった。その意味から
も今後もストを背景にした
交渉を取組むべき。
▼組織対策費。丁寧な話し
合いが必要であった。分会
ではスト基金と組織対策費
の割合がおかしいという声
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反合理化やエルダー問題等
共通の課題で闘うことが可
能と思うがどうか。国労の
ストで列車影響は微少と思
うが、列車を止めなくとも
その意義や周囲の反響は計
り知れない。若手も低賃金
で怒っており、国労が闘っ
ている姿を見たとき、その
矛先は貨物労や経営陣に向
き、組織拡大のチャンスが
生まれないか。とにかくやっ
てみないとわからない。来
年こそはストで闘うこと、
その準備を今から。またス
トにより労使関係が崩れる
との意見を耳にするが、し
かしどのような労使関係を
築こうとしているのか仲間
と共に首を傾げる。
▼どのような闘いでも総括
が必要。不採用事件の闘争
団の闘いも不本意ではある
が解決した。苦しくともあ
きらめずに最後まで闘った
からこその解決と総括でき
る。事実であり否定できな
いこと。一方で、今春闘は
スト体制の闘争指示が出さ
れても確立できなかった。
何故なのか明確な総括がな
い。理由も知らされていな
い。最近、何故、どうして
という事柄が多く仲間もフ
ラストレーションが溜まっ
ている。本気で貨物のこと
を考えているのか、これで
は 歳で国労を辞めるとい
う組合員もいる。組織内の
確執もあるようだが、しっ
かりまとまることが重要で
ある。今の野党政治にも言
えることだが、ぶれること
なく首尾一貫、一つにまと
まり本気で闘ってくれる確
かな組合、確かな政治が今
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求められている。今の政治
状況は、武器輸出解禁、戦
争法、共謀罪…。あとは戦
争の遂行と反戦勢力の弾圧
と封じ込めだ。これ以上の
右傾化を許せばどのような
社会になるのか。
▼春闘もそうだが、作られ
た闘いではなく、国労自ら
の手で築き上げる闘いが重
要。要求の実現がないのに
ストも打てない、異常な状
態が長く続いている。スト
ライキを打って何とか労使
対等、五分五分状態になる
のでは。大げさではなく、
国労が先頭に立って右傾化
した日本、労働運動を立て
直さなくてはならないし、
組織拡大にも繋がる。国労
は単一組織であり、客貨一
体で闘うことを切望する。

新庄連合

土 田 代 議 員

を漏らしていた。その後地 過したが、完全に破綻。ベ けつ」で 月 日、槻木～
本も現場を訪問、現状を質 テラン社員が退職し、若手 仙台間で発生した事故停電
し早期に提示を求めた結果、 が入ってきているが、補充 を報告。原因は倒竹だが、
「第一希望と第二希望の秋 が追い付かず個々の業務負 その後も倒木等による架線
田・横手地区はない。第三 担が大きい。検査・試験は 支障が続いている。 月
希望の新庄テクノで調整中」 Ｐ社のため、若手は設備に 日には 時半近くに陸前浜
と会社から告げられ、 月 触れることが少ないまま監 田～松島海岸間で竹が架線
末で退職の前月 月 日に 督業務に就くためわからず、 に接触し運転見合わせに。
ようやく提示。髭のことも Ｐ社も監督者ではなく設計
時半には運転再開したが、
含め様々言われていた。
者に相談にくるなどＰ社に
本が運休。陸原駅では午
▼エルダー先労働環境。テ 振り回されている。保守エ 後 時まで非番者が残り対
クノ新庄の遅番。勤務終了 リアが広範で、夜間作業後 応したと聞く。当日は台風
時間が 時 分迄。 分間 に現車確認をしてから仙台 で各線区が大幅に乱れ、
休日労働単価の超勤扱いだ に戻ると昼近くになること 時 分から 時 分まで相
が、月に ～ 度ある。本 もあり、交通事故の不安が 互乗車特認がでた。「特認」
人の了解なしにこのような 尽きない。
とは特別に認めるというこ
休日勤務（超勤）はおかし ▼昨年 月、仙台メセのＴ とだが、特別ではなく頻繁
いのではないか。またＪＲ さんが脳梗塞で倒れ病欠中。 に行われている。ＪＲで何
同様、時間外のサービス労 しかし一年経過しても補充 事もないかと思えばＪアラー
働が行われ、各種委員会活 なしのため夜勤や休日出勤 トがあるなど気の休まるこ
動も活発。
など負担が大きく休暇も取 とがない。
▼業務委託化の問題。安全 りづらい。 月にＴさんの
安定輸送が不可欠な公共機 家族を励ますため激励会を
関において、外注化は安全 開催。他労組の方も多く参
安定輸送と技術継承を阻害 加し、Ｔさんをみんなで支
していないか。また分割・ えていくことを確認。組対
民営前後から 年間新規採 費を初めて使用。使途は様々
用停止の施策による年齢構 あると思うが、今回は有意
成を業務委託でカバーしよ 義であったと思う。
うとしている。
エルダー。技術継承の視点
からも希望する社員につい ▼駅の合理化。昨年 月陸
てはＪＲ本体エルダーとし 原駅委託化により助役が削
仙台信通区分会
て職場に残れるように。
減され「サービス低下につ
▼ストを背景にした闘い。 ながる」とチラシ配布で訴
ストを背景に交渉していく えたが現実のものに。間違
ことが大切。ストで闘うと いのない発券を心掛けてい
いう前提で、労働条件の改 るが、「早くして」という
善、諸要求を獲得するため 旅客の声に焦る。
に職場で闘いを進めていく。 ▼ 月に京浜東北線蕨駅の
ホームからの転落死亡事故。
会社は事故前も「声かけ・
サポート」運動を行ってき
仙石線駅連合
た。「お身体の不自由な方
などお困りの様子の方を見
かけましたら、お声がけと
▼輸送障害。機関紙「だん お気遣いをお願いします」
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▼エルダー提示。同年度退
職の他労組 人には早々に
提示があったが、組合員に
は大幅に遅れていた。当事
者にしてみれば遅れは大問
題であるため、本人は会社
に幾度も問うが「決まらな
い・わからない」の返答だ ▼信通職場実態。「設備部
け。組合員は、支社越えの 部門におけるメンテナンス
組合員であり一括和解の当 体制の再構築」から 年経
事者。実効性がないと不満
2

橋本代議員

等課題山積。
で職場の問題や悩み等を丁
▼業務委託と分会の取組み。 寧に聞きながら国労への信
ＴＳＳだが、 月 日から 頼を増し、組織の活性化と
仙台駅地下東口とエスパル 強化に繋げたい。
口を遠隔操作による窓口無 ▼地本に要望。エルダー嘱
人化を提案なしで実施。Ｔ 託組合員が増加しており、
ＳＳの事項でも仙台駅に関 直接交渉できる環境作りを。
わる問題であり「提案なし ま た エ ル ダ ー 一 発 提 示 の
はおかしい」と地本の協力 「断れば後はない」現状の
を得ながら導入後であった 改善を求める。
が交渉を行った。また分会
も職場集会を開催し、導入 貨物福島
後の問題点について議論し
た。
月には北仙台駅、 月に
はあおば通駅業務委託化が
提案され、分会で議論し要
求を作成し団交に臨んだが
委託化を強行された。その
間、県支部主催によるチラ
シ配布行動を 月 日支社
前、 月 日南仙台駅前、
月 日支社前で取組んだ。 ▼春闘とその闘い。ＪＲ発
現在の力関係では会社は強 足 年、会社間格差が広がっ
行実施してくる。常日頃の ている。貨物会社は昨年度
職場の点検と摘発、問題点 過去最高益の黒字だが、
の究明が大切。また大衆行 年連続ベアゼロ、期末手当
動を取組み利用客に知らせ は年間で ヵ月。生活は厳
る運動が大事であると考え しく若者は職場を去ってい
る。地本にも取組みの支援 る。闘いのマンネリが蔓延
を要請する。
しているが、しかし分会は
▼組織強化・拡大。採用状 現場長交渉を年最低 回実
況。今年仙台駅に 人の新 施し、賃上げの要請と職場
入社員が配属。分会は組合 環境改善等の要求を提出。
説明会の実施を目指したが 少しずつだが改善が。今春
開催できず。個別だがグッ 闘では闘争指示が出され地
ツを 人に配り説明、国労 本書記長出席のもと 回の
の存在も承知している様子。 分会集会で準備と意思統一
職場の若手も所属している を図ったが、指令が出ず。
組合に満足しておらず、ま 心が折れた等落胆の声が多
た業務委託化がなくなった く聞かれた。莫大な利益を
訳ではなく不安を抱えなが 上げている旅会社でもベア
ら仕事をしている。分会キャ はわずか。旅客も本気で闘
ンプや釣り交流等職場を離 い勝ち取ることが貨物のベ
れたレクリエーション活動 アに繋がる。賃金だけでな
に参加してもらい、その中 く、要員不足や技術継承、
3

2

20

16

13 9

2

２０１７年１２月５日
国労仙台
第２７４１号

12

4

5

18

60

7

7

1

15

50

12

9

中の閑散時間帯に行う」と 労働条件を早急に明示させ、 かけ。職場の問題点を出し り過酷な労働条件で賃金は
言っていたが、今は朝夕も 希望する全ての労働者が残 合い会社側にぶつけていく 半額ということや、会社と
含めワンマン列車運行が当 れるよう、また差別・選別 ということを継続してきた。 対峙して改善していこうと
たり前になり、運転士の負 のない制度になるよう闘い 先日も国労組合員だけでな する姿勢が見えない組合に
担・労働密度は増加の一方 の強化を。
く若手 人が参加し班集会 対しての諦めもあるのでは。
だ。凄まじい合理化・効率 ▼組織強化・拡大。 月に を開催。継続して拡大に繋 支部のエルダー・嘱託交流
化がＪＲ 年で進行した。 郡山駅からＭ君が小牛田に げていく。
会では、「労働契約法 条
合理化の検証と総括を実施 異動。歓迎会を開催し、Ｍ ▼会社制度。拡大の一方で、 でなぜ闘わないのか」と地
し、利用者を含めた反合理 君を支えると共に、他分会 親の介護等を理由に早期退 本に説明を求める意見もあっ
化闘争の強化を要請する。 の闘いに学び拡大に向けて 職者が出ており現在休職に。 たので回答を求める。
▼エルダー。 月 ～ 日 の意思統一の場になった。 現在も一定の制度があるが、 ▼要求実現をストライキで。
に 回の全体集会を開催。 職場の問題にこだわり、あ 更なる改善が必要でないか。 エルダー再雇用のクロス提
エルダーについて「不安・ きらめずに要求し続け労働 ▼Ｍ君の異動。分会やエリ 示（幹総→郡総、その逆）。
不満・要望」が出された。 条件改善の闘いを進めてい ア青年部役員を担っている 秋田から異動させられた方
Ｆさんは 年 月、郡山工 くことが組織強化・拡大に Ｍ君が小牛田に異動。異動 は、「裁判を起こしたから
場から小牛田運輸区に強制 繋がる。会社に「褒められ 先分会でもしっかり支えて 戻さない」と言われ、異動
配転され遠距離通勤。 年 る」役員ではなく、「明る もらい、今後の若手の運動 に伴い希望する社宅を頼ん
には病に伏し手術もした。 く・楽しく・したたかに」 に繋げてもらいたい。
でも「リフォームしないの
分会も事あるごとに区長に 会社の嫌がる運動を現場で
で入れない」等理不尽な理
要請し、せめてエルダー出 進めていく。
由で拒否され、エルダーを
仙
台
建
築
分
会
向時には帰れるようにと取 ▼ 年 月ダイヤ改正に関
希望しているのに「希望し
組みをしてきたが、提示は する業務部情報が発行され
ません」と書かせる等、職
テクノ小牛田営業所。疾病 ていないがなぜか。
場を問わず不平不満が充満
再発の不安のある方に遠距 ▼春闘時、支社前でのチラ ▼分会・分連協活動。分連 している。今こそストを構
離通勤を強いる会社に怒り。 シ配布行動をしてきた。地 協は、貨物宮城分会のチラ えて要求実現を図ることが
Ｏさんは古川地区の運転業 本 役が不在、是非参加を。 シ配布行動に習い、春闘回 必要だ。
務を希望したが、貨物ロジ。 ▼議員団の力を借り、 会 答日や新入社員初出勤日に ▼質問。去年、今年と本部
独身寮の清掃業務で日勤。 社施策の学習会・勉強会を 北部現業前でのチラシ配布 から闘争指示が出ているの
自宅が一迫でやむなく寮に。 組織してもらえないか。
を実施。多くの若手は受取 に下部組織に下ろさない理
会社はテクノ、ＴＳＳがな ▼地本独自のチラシ配布行 り、また職場でも配布はし 由 は 。 ま た 方 針 書 Ｐ の
いのでロジを見つけてきた 動の提起を要請する
ているが、寮生に郵送も一 「ストライキ態勢を確立す
と言うが、事前のやり取り
つの手立て。春闘期の北部 る」とは具体的に何を指す
はなし。一方、助役は何度 郡山駅連合分会
現業前の集会、地本主催で のか。また地方委員会の方
も断り、本人希望まで粘り
針書にもあった、「全分会
出
来
な
い
か
。
希望通りになっている。過
オルグの実施」を継続する
▼エルダー。職場では年
去、病弱な組合員がハーフ
回の現場長との交渉をして のか止めるのか。
を希望したがフルタイムの
おり、そうした下地があり ▼大沼委員長の東日本本部
箇所を提示され辞退したこ
早い遅いはあるものの、エ 委員長に就任し、仙台の組
ともあった。手法を変えた
ルダーの提示がなされてい 合員の声が届けやすくなっ
嫌がらせや差別は現実に残っ
ると思う。一方で新制度の た。改めてストライキを要
ている。Ｆさんが一日も早
面談では、「希望しても全 請する。
く地元に戻れるよう分会も
員とはならない」「第二希
働きかけるが、地本にも働
望まで書くように」と言わ 仙総運転分会
きかけの強化を要請する。 ▼組織強化・拡大。 歳Ｆ れるなど分会での意思統一
来年の制度改善についても さんが 月 日の春闘時期 も必要。エルダー希望しな
多くの不安が出されている。 に加入。営業班の集会がきっ い組合員もいるが、現職よ
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というものだが、要するに の報告があった。他労組で 行しているが、苦情が多い。
駅員は増やせないので、利 さえこのような闘いをして 一行路に対し、飛行機 便、
用者同士で何とかしろとい いる。国労は、交渉は一生
便を待ってからの出発の
うこと。蕨駅の事故後、キャ 懸命にしてもらっているが、 ため、後続の飛行機が遅れ
ンペーンが強化され、駅構 背景にストを始めとした闘 ると「時間で出発しないの
内にポスターが張り出され いのない交渉は会社から軽 か」と苦情がでる。冬期ダ
新聞広告が一面に掲載され 視される。万一、先に東労 イヤ交渉では、 便受け毎
た。ＪＲ東日本の社員数は 組にストを打たれたら国労 に空港線を増便してもらい
現在 万数千人だが、 万 の立場はどうなるのか。国 たいと要求したところ、そ
人台を目指しているとも聞 労は何を持って組織拡大を の方向で検討の回答を受け
く。ＪＲ東は利用者の意識 呼びかけるのか。春闘や業 た。他労組にそのことを伝
を変えながらでも合理化を 務委託にしても地本の闘う えたところ感謝された。今
推し進めていくのではない 姿が見えない。国労らしい 後も職場の問題点を改善す
か。
運動の提起を要請する。
る闘いから組織拡大に繋げ
▼国労の旗の見える労働運
ていきたい。
動。過日の分会執行委員会 自動車青森分会
では半分以上が列車遅延の
小牛田運輸区分会
話題。伐採業務は土技セの
ようだが、以前は仙石線の
東塩釜や野蒜にも保線職場
があった。分割民営化によ
る国労潰しと度重なる合理
化、委託化で安全・安定輸
送も風前の灯火のＪＲになっ
てしまったと議論に。ＪＲ
の安全・安定輸送は国労が
闘ってこそ守られる。今年
の本部大会後の「国鉄新聞」 ▼ 年 月の関越道高速ツ ▼分会組合員 さんへの火
トップ見出しは「ＪＲの安 アーバス事故以降、年々バ 事見舞いの取り組み御礼。
全・安定輸送は、労使の垣 ス事故が多くなってきてい ▼職場実態。検修職場合理
根を越えて」であった。会 ると感じる。最近 月 日 化から 年。出向先では、
社は「究極の安全」と言う にも宮城交通の子会社「ミ 異動や病欠でも補充なし、
が、中身は人減らしありき。 ヤコーバス」の運転士が、 偽装請負問題、休日明示が
果たしてそれで大丈夫なの 仙台～古川便の高速バスを ない、本体に戻りたくとも
か。
運転中に心肺停止状態に陥 仕事がない等問題山積。運
▼拡大が思うように進んで り、乗客 人のハンドルと 転士では 月のダイヤ改正
いない。要因は様々あるが、 ブレーキ操作で無事にバス で陸羽東線の小牛田～鳴子
自分には国労らしさが失わ を停車させたと新聞に記載 間 往復中 往復がワンマ
れているからと思う。春闘 されていたが、どこのバス ンに。土日祝は駅の営業時
目前に「組織拡大こそが要 会社も運転士は慢性的な要 間短縮により、有人駅も無
求前進の近道」という幹部 員不足。会社との団交では、 人駅扱いとなり利用者に不
の皆さん。だが春闘は春闘 運転手不足をどのように考 便を強いている。また車掌
でないか。「闘いをやめた えているのかを質してもら は、乗務する列車の減少で
い」とも聞こえる。他労組 いたい。
「中抜き勤務」が発生し、
の機関紙に「常磐線特急列 ▼冬期ダイヤ交渉。青森で 長時間拘束勤務に。ワンマ
車の一人乗務反対」の闘い は青森から青森空港線を走 ン列車導入時、会社は「日
3
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▼業務委託。新幹線検修職
場では、全職場で業務の委
託化とその拡大で、高齢に
なってから他職場への異動
や関連会社への出向を余儀
なくされている。 月には
組合員が出向に思い悩み、
半年休む事態に。やっと
月から出勤になったが定期
通院。
▼交番検査延伸。昨年末に
提案、 月から実施。現行
万キロで検査から 万キ
ロに延伸の内容。本社解明
交渉、支社団交、職場で会
社とぶつかった内容は、
「提案から実施 ヶ月は性
急。東海では半年かけてお
り安全の担保を示せ。春夏
秋冬シーズンを通じてテス
トを」「車両の安全は乗客
の命に直結」「全ての労使
間交渉を経てから試行すべ
き」等である。職場集会で
は「労使間の整理なしで試
行することは国労軽視。会
社に意見を言おう」と意思
統一した。しかし 月には
試行実施で 月に説明会が
行われた。教育では若手が
ベテランに教育の事象もあ
り不満も多く出た。新体制
後も部品や教育に今なお問
題があり、 人の要員削減
については試行を行った若
手 人も含まれ、異動のあ
いさつでは「今の職場にもっ
と居たい」との思いから涙
を流した。その傍らで笑う

現場長。
▼組織拡大は、日々職場で
国労が会社にものを言う、
言い続けることで労組の違
いを見せること。職場で若
手は理路整然としている国
労の人、職場での運動を見
ている。継続は力なり、拡
大を勝ち取る決意だ。
▼Ｊテック労働条件。 時
半から 時まで冷房の利か
ない約 ℃以上の車両で汗
だくで作業。ＪＲの数倍の
労働強化の中、あるＪテッ
ク社員が体調不良になり、
年休処理で病院に行き、熱
中症の診断。点滴で快方に
向かったが、過去にも 人
が熱中症となったが、会社
は救急車も呼ばず、 人は
その後退職。会社の熱中症
対策は「水を飲め」の一点
張りで、人命・安全第一で
はなく、会社のメンツと評
判ばかり気にしている。
▼出向者の声として、「前
日、熱中症になった人がい
たので配慮があるかと思っ
たが通常作業だった」「こ
こで 年間は働けない。ま
ず 年頑張ってみる」「休
日がＪＲより 日も少ない。
せめて他の関連会社と同じ
に」「午前午後の 分間は
休憩ではなくトイレタイム
と言う会社。それ以外は立
ちっぱなし。通勤電車も満
員で立ち続け。もうクタク
タ」「基本給 ～ 万、諸
経費や住宅ローンを引かれ
ると 万を切る手取りで過
酷な労働条件で働かされて
いる」等、関連会社の労働
条件改善を願う圧倒的な声。
役員も現場に足を運んでこ
の労働条件を体験してもら
4

8

9

15

いたい。なぜエルダーの
年間、辛抱しなければなら
ないのか。一日も早く労働
条件改善を。
▼エルダー。今年度分会の
退職者は 人だが、 月時
点での提示は 人のみ。Ｏ
さんは 月退職で 月に東
北鉄道運輸の提示だ。自分
は分会長として幾度も現場
長に早期提示を訴えたがこ
の結果。最近、郡工のＨさ
んが幹総へ提示、小牛田の
ＯさんがＪＲ貨物ロジ、小
牛田のＦさん、新幹線のＳ
さん等一方的に提示されて

6

星代議員

11

が、来年度からは制度も変
わる。再雇用を希望する組
合員が困らないように。
▼代議員定数。小牛田地区
では代議員定数が 人から
人に。今回は駅連分会が
辞退、来年は保線区分会が
辞退になる。規約上やむを
得ないが、規約の変更で代
議員定数の見直しを要望す
る。各分会の思いを代議員
の発言を通して伝えること
が大切と考える。
▼組織強化拡大。今年度は
人の新採が配属。社会人
と新卒採用者、それぞれ接
触を試みグッズを渡し話も
してきたが、思いを十分に
伝えきれなかった。加入に
至らず残念だが、あきらめ
ず他分会の活動や手法を参
考に、現在不満を持ってい
る若手も含め、取組みを強
化していく。
▼今後の分会活動。春闘期
の職場集会や分会の懇親会
では様々な意見や考え方が
出された。組合員一人ひと
りの意見を集約し、職場要
求、現場長交渉へと来年度
も繋げていく。国労は安全
を疎かにしないこと、誤っ
た方向性に行かないことに
歯止めをかけられる唯一の
組合。今後も国労の旗のも
と頑張る。

仙総台車分会

3

井上代議員

年前から変化が。「組合か、
個人か」という確認はある
が、 年前は 分の話し合
い、一昨年は 時間、昨年
と今年は 時間半職場の声
を直接伝えることができた。
分会として、個々の要求に
基づき現場を点検し、中身
を確かめた後、昼休みを利
用した班集会を開催。要請
の中身を組合員全体で確認
し、三役が科長との話し合
いの設定をする流れができ
てきた。こうした継続した
取組みが、春闘に限らず新
幹線の検査周期延伸で「テ
ストカーの輪軸ディスクの
摩耗について」等、何か問
題や疑問があった時に科長
と直接やり取りできる状況
に。分会は科長要請の内容
を全体に周知するため、勤
務終了後に会社施設を利用
し分会集会を開催。全員の
参加は難しいものの、通常
組合行事に参加しない組合
員も参加するように。これ
は自らの要求に対し、「科
長が何を言っているのか確
かめたい」「身近な要求を
解決してもらいたい」とい
う気持ちの表れと思う。
▼エルダー。分会はエルダー
組合員の増加に伴いエルダー
班の設置を大会で決定。情
報配布等基本的取組みの継
続はもちろん、エルダー先
の労働条件等の改善をこれ

4

1

1 40

2

6

5

6

18

13

2

3

▼春闘。台車分会は、一人
一要求の取組みから科長要
請行動を実施。以前は「こ
こは組合の話を聞く場でな
い」と断られていたが、
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1

2

いる。我々の体や病気、生 くのか。
活実態が無視されている。 ▼ 春闘。国労は統一要求
本人希望に沿ったエルダー を掲げ闘ったが、結果は貨
先の確保と早期の提示をす 物が 年連続ベアゼロ。貨
るよう強く申し入れること 物黒字決算、ＪＲ東も莫大
を要請する。またこうした な利益を得ているが、社員
状況を踏まえ、業務委託拡 の生活実態を直視していな
大反対、再雇用先提示問題、 い。国労の全国単一組織の
再雇用先の労働条件改善に 優位性を活かし、客貨一体
向けて、ストを背景にした となったストを含むあらゆ
交渉を推し進めるよう要請 る戦術を行使しして 春闘
する。
に取組むこと。
▼質問。方針書に「出向先
会社の労働条件改善に努め 小牛田保線区分会
る」とあるが、具体的には
どのようなことをやってい

スト権一票投票にあたり代議員証を提示する代議員

10

2

1

10
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35 16
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2
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3
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▼職場実態。保線職場は平
成 年 月の設備メンテ合
理化以降、人員が削減され
続けている。職種を問わず
全ての職場に共通。小牛田
保線区分会でも組合員が高
齢化し、また退職者で組織
人員が減っている。
▼エルダー。今年度は 人
が退職を迎え、一人 人が
エルダー、もう一人は希望
の提示がなく退職に。エル
ダーに応じた方は希望の職
種ではなかったが生活のた
め、Ｐ社の過酷な労働条件
の中働いている。一方退職
された方は、支社・職場で
の面談で希望を伝えてきた
が願いが叶わず。支社交渉
窓口になり配慮してもらっ
た地本書記長に感謝する。
思うように進まない制度だ
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歌川業務部長

執行部答弁

れば直ぐに連絡を。
◆業務部情報が出ていない
という件。発行されていな
いのは事実。 回の交渉、
その後職場環境改善の交渉
もあり、メモをＴ氏に渡し
たのだが、その後火事に。
またタイムリーにならない
ことは理解を。
2

◆組織の在り方。過日の執
行委員会でも若干の議論が
あった。新執行部で議論を
していきたい。
◆組織対策費やスト基金の
問題。議論の時間が少ない
との指摘。本部からの資料
が遅れ、期間が短いと全国
代表者会議でも話しをして
きた。
◆バス要員問題。職場での
休日出勤や超過勤務、サー
ビス残業などの職場実態で
調査を。各支店の状況把握
も。
◆議員団との勉強会の機会。
これまで機会がなかった。
今後議論していく。
◆方針の 春闘のスト態勢
の確立の取組み。これまで
も職場に入りストの議論、
また職場要求等についても
議論してきた。今後も分会
の皆さんと意見交換してい
く。大会総括を経て執行部
としても議論していく。

原子書記長

まで通り自ら作っていくこ をしていくこと、また仕事
とを意識してもらうことと、 を通じた人間関係作りに取
グループ会社社員との繋が 組んできたが、まだまだ一
り作りを今後も共に取組ん 部役員のみの取組みになっ
でもらいたいという思いか ているなど全体化していな
ら。支部もエルダー交流会 いことが課題。分会で出来
や激励会を開催しており、 ることを執行委員会で議論
エルダー班の立上げと相まっ し、現場配属になる 年目
て少しずつではあるがプロ の若手に国労グッズを渡す
パー社員への呼びかけに繋 ことと説明会を開催するこ
がっている。本体・エルダー とをまず取組んできた。こ
共に大変だが、全体で動け の数年 人程度が配属され
る体制作りを。
ているが、グッズの受取り
▼組織強化拡大。今やるべ 拒否はない。また分会ニュー
きことは、組織加入はもち スを手渡そうと決め、他労
ろんであるが、若手に労組 組の若手の一部に手渡しし
の役割を伝えること。労組 てきている。執行委員会の
の取組みが、将来自らの職 取組みを始めて 年、まだ
場の労働条件や環境の改善 組合員全体の取組みになっ
に繋がっていくこと。そし ているとは言えないが、こ
てそれは今のＪＲでは国労 うした取組が職場の労働条
しかやっていないことを伝 件を変え、組織強化・拡大
えていくことが必要と考え に結び付くよう努力する。
る。我々国鉄採用組には強
制はないが、若手には各種
推進委員会への参加を押し
付けられ、大阪や山口への 業務部
広域出向等もある。仕事の
合間も努力をさせられ、そ
れでも昇進試験に合格しな
いなどある意味国労以上の ◆本社・本部間で交渉中に
差別を経験している。昨年 もかかわらず、職場で面談
の試験結果では、台車科の が実施されていること。面
受験者の半数の 人が合格。 談はおこなうと東日本本部
合格したのは社会人とポテ。 と本社が確認している。丁
プロ採は「以前に増して努 寧に実施し、強制はしない
力し頑張ったのに…」、金 とあり、強制的に行われた
属 年の若手は今年も指導 等の事実があれば報告を。
職に不合格で「もう、それ ◆施策に伴う出向の実施。
なりの仕事しかしない」と 支社と現場の乖離が大きい。
開き直りも。
分会で実施したアンケート
分会は、若手社員に組合説 調査の結果、活用させても
明会の開催や暑気払い・芋 らう。施策に伴う出向はし
煮会への参加を呼びかけ、 ないという文言は残ってお
その際国労を知ってもらう り、今後こうしたことがあ
ために飲む前には国労の話
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