ています。昨年は、安倍政 声をかけ、国労加入を呼び
権の下で「働き方改革」関 掛けて頂きたいと思います。
連法や労働力不足を埋める ま た、そ うし た関 係 作り
「入管難民法」など審議時 を目標に取り組ん頂きたい
間が短く、省庁から出され と思います。
たデータは改ざんされたり、 最後に、私たちにとって、
適当なものが提出されたり 健康が何より一番大切です。
して、数の力で国会を通過 みんなで健康に気を付け、
させてきています。
今年一年頑張って行きましょ
安 倍自 民党 政権 をは じめ う。今年が皆さんにとって
とする憲法改正を望む勢力 幸多き年でありますことを
は、昨年は憲法改正までで 心から願っています。
きませんでしたが、いずれ 本 年もど うぞ よろ し くお
国会の勢力「３分の２」の 願いいたします。
力をもって憲法改正を行っ
てくることは予想できます。
そ うし た中 にあ って も私 福島県支部
たち労働者は、社会の主人 小檜山執行委員長
公であります。命と権利を
守り、賃金引き上げをはじ
め労働条件を改善して行く
ことが労働組合の果たすべ
き使命だと考えます。
ま た、 健康 で安 心し て働
き続けられるような職場環
境にして行くために、職場
の仲間と話し合いを積み重
ね、 本体だけでなく、関
あ けまし てお めで と うご
連会社の労働条件も改善し
ざいます。
て行かなければなりません。
組 合員と ご家 族の 皆 様に
そ して 、今 年予 定さ れて
おかれましては、正月の楽
いる統一自治体選挙や参議
しいひと時をお過ごしのこ
院選挙で精一杯闘って野党
ととお慶び申し上げます。
勢力を増やし、勝利して行
昨 年は、 殆ど の職 場 で過
きましょう。
半数を組織する労働組合が
組織強化についてですが、
存在しなくなったことから、
この数年、若年退職が多く
「３６条協定」をはじめと
なってきています。家族の
する各種法廷締結者を選任
介護で悩んでいる方や集会
する「過半数代表者選挙」
に 参 加 し て こ ない 仲 間 を
が行われました。
「一人にしない」「みんな
全 て会社 側の 管理 下 によ
で集まって話しをする」そ
る選挙が実施され、ほぼす
うした「つながりの場」を
べてにおいて「会社側の代
設けてほしいと思います。
表」が選出されましたが、
織 拡大 につ いて は、 他労
支部内では郡山駅、郡山信
組組合員や若手社員との関
通、福島駅で国労組合員が
わりを継続し、個人だけで
立候補し、全ての選挙で国
なく、分会全体でも関わり
労組合員の数を上回る得票
を持ってほしいと思います。
を得ました。
若 手社 員か ら会 社や 組合
と りわけ 、郡 山駅 に おい
に対する不平・不満を聞き
ては国労と 東労組に加え
出し、遠慮せずに積極的に
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秋山執行委員長

組みでは、職場・生活実態 を 結 集 し 、 職 場 改 善 要 求
を元に他労組の声を含めた 「一人一要求作り」にこだ
要求の多数派として、就業 わり、現場長との話し合い
規則改訂に結び付けられる を取り組みましょう。
よう引き続き全力を挙げて 会社 共通の 課題 に 多く の
いきます。
社員の声を反映させ、産別
また 、エ ルダ ー問 題で の の仲間と交流し団結を深め
改善が求められています。 合う 春闘を作り上げましょ
さら に、 業務 委託 化が 進 う。
められた職場では、安全・
結びに、寒さ厳しい時期
サービスがないがしろにさ に入ります。
れる実態が報告されていま 組合 員、ご 家族 の 皆さ ん
す。
におかれましては、健康に
グル ープ 会社 で働 く人 達 留意され、今年一年が実り
と一緒となり労働条件改善 多い年になりますようお祈
の取り組みや、業務委託に り申し上げ、地方本部を代
おける駅職場での 協定代 表して年頭の挨拶とさせて
表選挙の取り組みなど、委 いただきます。
託先との交渉の窓口づくり
と合わせ、具体的改善の取
り組みを進めます。
宮城県支部
そし て、 最も 重要 な課 題
でもあります組織拡大につ
いてです。
代や 代の組合 員の加
入がされるなか、地方本部
への青年対策として若手を
中心にした学習会が開催さ
れてきました。
また 、グ ルー プ会 社に お
ける国労組合への加入も勝
ち取り、今後グループ会社
との直接交渉に向け大きな
前進となります。
あけ まして おめ で とう ご
さら なる ご協 力を お願 い ざいます。
致します。
ご家 族のみ なさ ん とと も
地本 組織 対策 会議 で意 思 に新たな希望を胸に新年を
統一を図り、更なる青年組 迎えられたことと思います。
織の加入に向けた取り組み 年頭 にあた りご 挨 拶申 し
と、国労本部からビジョン 上げます。
として出されました、「国 私は 、昨年 同様 今 年も 多
労の課題と方向性ー今後
くの職場を訪問して歩き、
年見据えた組織並びに運動 一人でも多くの皆さんの話
展開」を全体で確認しなが を聞いて「志を一つに」労
ら、 年後・ 年後を考え 働組合としての運動を追及
た組織体制や強化に向けて して行きたいと考えていま
取り組んで行きます。
す。また、若い組合員と関
春闘 では、 各地区 集会 わり、国労の次の後継者を
で意思統一してきたそれぞ 育てていきたいとも思って
れの取り組み課題を実践し、 います。
国労東北総決起集会、国労 私た ち働く 者の 状 況は 、
仙台総行動に多くの組合員 どんどん厳しさを増してき
5
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強権政治政策を行っていま
す。このほかにも水道民営
化が参議院委員会で可決、
私 た ち の 生活 に 直 結 す る
「安全で安い水道」の崩壊
に繋がらないよう注視して
いかなければなりません。
政 府自 民党が 改 憲議 論の
呼び水とすることを狙った
国民投票法改正案が先の通
常国会に続いて継続審議と
なりましたが、安倍首相は、
改憲に意欲を見せています。
こ うし た独裁 政 治を 続け
る安倍内閣に対して、来た
る統一地方選挙、参議院選
挙で勝利し、改憲阻止に向
けた闘いを強化していかな
ければなりません。
東 日本 大震災 、 東京 電力
福島第一原発事故から 年
目となりますが、マスコミ
報道でも殆ど出てこない状
況となり、選挙での争点に
も上げられる事なく忘れ去
られる問題となってきてお
ります。
被災地復興は新段階に入っ
たと言われますが、帰還し
た住人は少なく未だ約 万
人を超す避難者や、賠償金
の打ち切り等深刻な問題も
起きています。
ま だま だ時間 が 止ま った
ままの避難困難地域は何も
解決していません。
今 後も 「国労 フ クシ マ交
流集会」や「原発のない福
島を！県民大集会」への参
加取り組みを進めていきま
す。
私 達の 運動課 題 の一 つで
あります、「労働条件に関
する労働協約」改訂の取り
20
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五十嵐執行委員長

あけま して おめ でと うご
ざいます。
組合員 とご 家族 の皆 様に
は、ご健勝のこととお慶び
申し上げます。
昨年は、西日本豪雨災害、
台風 号被害、北海道胆振
東部地震といった大きな災
害が続いた年でありました。
大規模 自然 災害 に対 する
復旧・支援の取り組み（緊
急カンパ）について、ご協
力頂き感謝申し上げます。
被災し た組 合員 等へ の支
援が本部を中心に行われて
きました。
東北の 地に おい ても 、ま
だまだ東日本大震災からの
復興は道半ばであり、今後
も被災した方々に寄り添っ
ていきたいと思います。
政治情 勢で は、 安倍 政権
によって昨年 月に「働き
方改革関連法」、第１９７
回臨時国会では、外国人労
働者の受け入れを拡大する
ための「入国管理法改正案」
等の重要法案を次々と強行
成立させました。
また、 沖縄 県民 の民 意と
反する、名護市辺野古湾岸
部への土砂投入開始などの
21
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ついてです。
間と勤務時間に分け、拘束
が発足後の 数年間で、 時間が原則一日一三時間、
ベアゼロ回答が長く続き、 やむを得ない場合は一日最
一時金では 東日本の半分 大一六時間まで延長する事
しか支給されず、単純に計 ができ、四週で二六〇時間
算ですが、年間に 万円違 まで拘束できるなど、過労
うとして 千 百万円位違 死ラインを超える基準まで
います。本当に許す事が出 拘束されてしまいます。
来ません。
仕事八時間、睡眠八時間、
今年も貨物の仲間と一緒 自分の自由な時間八時間で
に格差是正に向け闘って行 生活出来る社会を目指さな
きます。貨物の仲間がスト ければなりません。
ライキの要請をするので有 第二に、二〇一八春闘で
れば共に、要請をして行き スト権をめぐってＪＲ東日
たいと思います。
本と東労組の対立から会社
宜しくお願いします。
側は一方的に労使共同宣言
を破棄。五万人超の組合員
が一万五千人以下まで減少
する事態となりました。
東北自動車支部
かなり大きな力が働いた
と推察されます。
第三に、同一労働同一賃
金の裁判で最高裁判決が確
定しました。
今までは正規社員と非正
規社員の格差は当然と考え
られていましたが、長澤運
輸、ハマキョウレックス、
日本郵便などの労働裁判で
格差是正の判断がされまし
た。
あけましておめでとうご ジェイアールバス東北で
ざいます。
も格差が無いのかを検証し、
昨年は色々な事があり一 格差是正の取組みをしてい
言では言う事の出来ない一 なければなりません。
か
年となりました。
ある国労組合員の先輩が、
今年は全ての皆様におい 「歴史は繰り返す」と言っ
て良い年でありますよう、 ておられました。
心からお祈り申し上げます。 敗戦から高度成長期を経
さて、出来事の第一に、 て先進国と呼ばれるまでの
バスの乗員乗客が絡む事故 三十年間、そこから格差社
が国内外問わず絶えません 会の三十年間、今後三十年
でした。
はどの様になるのか楽しみ
その根本に何があるのか です。
を真剣に考える必要がある 最後になりましたが、国
のではないでしょうか。
労自動車支部に昨年十一月
今、国が進めている「働 三十日付で新しい仲間が加
き方改革」では、自動車運 わりましたので報告させて
転者は除外対象業務とされ ただきます。
い
ています。
今年も組合員一同よろし
改善基準告示では拘束時 くお願いいたします。
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て管理者同士が対立する構 利しなければなりません。 より国民の目を欺きなから 年間勝ち取れていないこと 強化・拡大へと繋がってい
図の中での選挙となり、決 そして最重要課題である 次々と民意からかけ離れた を重く受け止め、地本内の きます。
戦投票では会社側が圧倒的 国労の組織強化拡大と 職 政策をとり続けています。 各支部の成果に学びながら 国労運動に自信と確信を
有利な状況下において、国 場及び 関連職場の労働条 また、改憲の発議も間近 この一年奮闘してまいりま 持ち、全組合員がもう一人
労組合員が会社側と拮抗す 件改善を車の両輪とする運 と思われる言動も強められ す。
の仲間を勝ち取る運動に立
る闘いを展開しました。
動の展開をお誓い申し上げ ています。この状況を打破 迎える新年が皆さまにとっ ち上がりましょう。
しかし、組合未加入者が て新年のご挨拶といたしま することは容易なことでは てより良い一年となります 共に頑張りましょう。
圧倒的多数となった状況で す。
ありません。しかし、私た ようお祈りし、新年にあたっ
は会社の思い通りの施策実
ち勤労国民の命と暮らしを てのご挨拶といたします。
施が危惧されます。
守るためには粘り強く闘い 共に頑張りましょう。
郡山工場支部
現に事務系のさらなる集 仙台総合車両所支部
続けることが重要です。そ
約化をはじめ、電気部門に
してその闘いの一つに政治
おける職場再編の動きが組
闘争があることをあらため 山形県支部
合に提案される前から独り
て確認し、組織一丸となっ
歩きしています。
て結集し奮闘することが求
水平分業の深度化は即ち、
められている時だと思って
協力会社による下請け孫請
います。
け労働者の争奪が激化し、
今年は、参議院議員選挙、
今でさえ歯止めのない法定
統一地方自治体選挙が実施
外労働に拍車をかけるよう
されます。自民党に対抗し
な施策となる事は目に見え
得る国民目線に立った政治
ています。
勢力を作り出すために頑張っ
明けましておめでとうご
また、駅の委託や設備系
ていきましょう。
ざいます。
の保守体制の見直しの結果、 あけましておめでとうご 私たちが働く新幹線総合
今年も宜しくお願いしま
利用者へのサービス低下や ざいます。本年も仙台総合 車両センターでは、団塊の
あけましておめでとうご 。
す
自然災害時の運転再開遅延 車両所支部をよろしくお願 世代の方々から始まった大
ざいます。
国労郡工支部は組合員が
及び踏切故障など地域住民 いします。
量退職が今なお続く状況に
が被る不満の矛先が最前線 新たな年となり、なにか あり、新採等の要員補充が 昨年は、東労組の大量脱 名になり、今年度のエル
にいる労働者に向けられて と話題の東京五輪・パラリ 追いつかないままです。相 退という大きな局面を迎え ダー組合員で現職組合員を
超えてしまいます。
きたかは、この間の学習や ンピックがいよいよ来年の 次ぐ業務の外注化と共に車 ました。
事となりました。私自身、 両検査周期の延伸などが合 自らの組織の力量も把握 私も来年度にエルダー提
交流で明らかです。
これまでの施策、これか 日本選手の活躍と共に世界 わさり 本体の職場が縮小 できない執行部のスト通告 示がされますが、どこに提
示に成るのか、不安も有り
らの施策において未加入社 中のアスリート達のすばら しています。私たち国労が が始まりでした。
員の不満や要求を今こそ取 しいパフォーマンスを楽し 抱く、若い社員や 会社へ 私たちは、この局面から ます。
職場を基礎とした組合員の また関連会社の労働条件
り上げられる存在になるこ みにしている一人です。現 の技術 技
･ 能 の継 承 に 対 す
とが国労の組織拡大、延い 在もなお、五輪開催に向け る不安は解消されず、新幹 ための労働運動というあた を考えると本当に 年間勤
ては 関連労働者の労働条 た様々な工事が続いていま 線の安全・安定輸送を守る り前の労働運動を作り、組 める事が出来るのか考えて
件改善への足掛かりになり す。五輪開催は待ち遠しい 体制が確立されるかが大き 織を強化していかなければ しまいます。
ことではありますが、東日 な問題となっています。仕 なりません。
こうした不安を無くす為
ます。
政治的課題では、原発の 本大震災からの復旧・復興、 事 安
･ 全総点検運動に根ざ 職場は相次ぐ合理化で要 にも会社が決めた時期に提
再稼働や老朽原発の延命許 そして九州 北
･ 海道の大地 した調査活動に取り組みな 員が不足し多くの不満があ 示させる取り組みと、関連
可の他にも、消費税を ％ 震、西日本を中心とした豪 がら、労働条件改善の闘い ります。しかし、なかなか 会社の労働条件改善に向け
に増税をする一方で軽減税 雨等による相次いだ大規模 と合わせて今年も精一杯奮 声を出せない多くの仲間が て郡工支部も精一杯頑張り
たいと思います。
率とかクレジットカード決 自然災害による被害から立 闘してまいりたいと思いま います。
済時の ％還元など、「公 ち直ることへの足かせとな す。
こうした声を私たちが職 郡山総合車両センターで
平・公正・簡素」という租 らないことをあらためて強 また、当支部において 場で取り上げ、改善に向け は装置科と台車関係、単車
税の理念を大きく逸脱する く思うところです。
年後には現役とエルダー組 た運動を作り、共に声を出 組が直営で、それ以外は外
など、国民を愚弄し続ける 現在の安倍政権について 合員の比率が逆転する状況 す仲間を作っていかなけれ 注化されました。
これからも外注化反対の
安倍自公政権を退陣に追い は、皆さまご存じの通りで にあります。組織の強化 ば
･ なりません。
込むためにも来るべき統一 す。
拡大が喫緊の課題と言われ こうした運動の積み重ね 運動を進めて行きます。
数にまかせた議会運営に る中、新たな仲間をここ数 が国労運動の継承と組織の 最後に貨物の格差是正に
地方選挙、参議院選挙に勝
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