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地方本部は 月 日、仙台市内ホテル法華クラブに
おいて「２０１９年春闘勝利活動家交流集会」を開催
した。会議には各支部と分会代表が参加し、賃金闘争
をはじめ労働条件改善や組織問題など活発な意見交換
を行い、今年一年の闘う方向性を全体で確認した。
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職場からの報告

統一

抵抗

団結

集会の前段に一般財団法
人国労会館仙台地方部主催
の地方労働講座が開催され、
佐々木良博弁護士（盛岡総
合事務所）から「 春闘と
改憲阻止について」と題し
た講演が行われた。
ないものとをかみ分けるこ
とができるようになること
である。民主主義は「国民
のための政治」であるが、
何が「国民のための政治」
であるかを自分で判断でき
ないようでは民主国家の国
民とは言われない）

自民党改憲案を斬る！

・
第 回地方執行委員会
・
秋田・山形配転者交流会
・
第 回地方執行委 員会・
・
アスベスト対策委員会
・
東日本女性部定期委員会
支部代表者会議
・
安プロ業長合同会議
・
貨物低額回答抗議集会
・
春闘事務局会議
・
東北三地本書記長会議
・
東北労働講座
・
アスベスト対策委員会
・
東日本マラソン大会
・
・
地本調査部長会議
- フクシマ学習交流会
東北貨物協幹事会
・
東日本本社経協
・
安プロ業長合同会議
・
第 回地方執行委員会
・
各地方業長、職協会議
・
団交（ダイヤ改正）
・
各地方委員長書記長会議
・
地本ゴルフ大会
合理化対策会議
争するときには国民の権利 改憲派がテレビ を独占可 きるのかにかかっている」 議で立候補の意思統一。信
を制限する（権利停止）た 能であると指摘。また安倍 と述べ講演を終えた。
任投票になった職場も。会
めであり、かつて独にはワ 首相が自衛隊を 条に書き （※弁護士が準備したレジュ 社は社友会を立上げ、組合
イマール憲法という優れた 入れる理由は、①北朝鮮・ メは地本にあります。ぜひ 加入者の加入を制限。
憲法があったが、ナチス・ 中国の脅威②自衛隊違憲論 活用してください）
▼エルダー提示。キャッチ
ドイツが独裁政治を行うこ の一掃③自衛官の名誉と誇 昼食休憩後、活動家交流 ボールするという本社の約
とが出来たのは、この条項 りを持って任務遂行できる 集会の開会が行われ、地本 束が支社では反故に。再交
があったからで、 条と等 環境の整備としており、特 五十嵐委員長が新年のあい 渉を。短日数勤務。エルダー
しく重要であると述べた。 に②では、自衛隊の明記は さつと向こう一年間の闘う 先では要員不足で出来ない
二つ目に「合区の解消」 「現状維持だ」と首相は繰 決意を述べた。
というが、再雇用先を分散
を上げ、これは現状の衆院 り返している。しかし戦力 続いて東日本本部大沼執 している。会社が決めた制
での 票の格差を 倍以内 不保持を謳った 条 項、 行委員長からは、①国労の 度であり責任を持て。
に抑えるのが困難なので容
項を残したまま、自衛隊 現状として、本部が作成し ▼年末手当獲得。貨物会社
認できるようにすることと、 を明記する 条の を加え た職場討議資料「国労の課 に支部・分会でジャンボハ
参院での「合区（島根・鳥 た場合、「自衛隊」といえ 題と方向性」～今後 年を ガキ・要請文・抗議文など。
取、香川・徳島）」を解消 ば、何でも装備増強ができ、 見据えた組織ならびに運動 支社前でチラシ配布 日間。
し都道府県単位の選挙区に 核兵器も保持可能。内実は 展開～についての説明、② ▼テクノ東営業所の車両洗
戻すというもの。
「戦力」概念の骨抜きであ
東日本の現状～他労組お 浄剤。危険物含有の洗浄剤
三つ目に、「教育環境の り、歯止めのない軍拡への よび会社の動向、③組織拡 を事実上使用停止に。組合
整備」である。戦争の反省 道であると述べた。
大の現状と課題、④ 春闘 員の粘り強い取組みは大い
を踏まえ、「国は教育に参 講演後、組合員から「戦 を始めとした今後の取組み に学ぶべき。
加できない」が、これを変 後、戦争へ加担しないと決 について問題提起を受けた。 ▼宮城野運輸区のパワハラ。
え、国のために役立つ国民 意した労働組合も現在の組 その後、地本内 支部と 個人のミスを執拗に責め、
作りを憲法に入れることを 織率は ％。戦争へ巻込ま 全体討論では、 人の仲間 復職直前で「決意書」提出
目論んでいると指摘。
れるのでは」という危惧の が活発に意見を述べた。
強要。本人は精神的にダウ
最後に 条だが、その前 意見には、「輸送や医療は
ン。仲間の支えにより 月
に「国民投票法（すでに成 一番に協力させられる。成
から復職したが、会社の対
立）」の問題に触れ、①国 立した国民保護法とは戦争
応に怒り。
会発議後 日から１８０日 に協力させる法律であり、 ●宮城県支部
▼ 月・ 月に信通分会、
の間に国民投票が実施され、 自治体、企業は協力せざる
月に仙台駅分会でリビッ
伊
藤
書
記
長
国民の検討時間が不十分で を得ない。こうした規定を
ト社員 人が加入。交流と
ある。
撤廃できないとすれば、戦 ▼昨年の総括。
中央 支援体制を取っていく。
②最低投票率の定めがない 争の事態を遠ざけるしかな 本部・東日本本部激励要請
ため、仮に投票率が ％の い。そのための大きな力は 行動。
春闘総決起集 ●福島県支部
場合、国民の ％の賛成で 労働組合である。組織率を 会。支社前チラシ配布 日
小檜山委員長
改憲されてしまう。
高めること、また組合以外 間、貨物宮城分会が門前チ
③国民投票運動は原則由自 の方に「戦争法や改憲」に ラシ配布 日間。
▼ 春闘。貨物と旅客、い
であり、潤沢な資金を持つ ついて伝え、思いを共有で ▼職場代表選挙。代表者会 ずれも勝ち取ったとは言え
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佐々木氏は、自民党改憲
案の問題条項を つ抽出。
まず「緊急事態条項」は
現憲法にない新設の条項。
異常時には政令を制定する
ことができる内容だ。文言
にある「大地震その他異常
かつ大規模な災害」は一見
すると「自然災害時」と勘
違いするが、「国民保護法」
では武力攻撃災害という文
言が出てくる。つまり「武
力攻撃も災害」であると認
識すべきと説明。なぜこの
条項が必要かといえば、戦
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安倍のやり放題の理由
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佐々木氏は冒頭、安倍首
相がなぜこれほど好き勝手
にやれるのかを問い、それ
は「代表民主制・議院内閣
制を悪用しているから」と
して、ジャン・ジャック・
ルソー（仏の思想家）が
「代表民主制は独裁政治を
生む」と批判した内容が、
今の日本を予言した如く当
てはまっていると述べた。
そして安倍政権の暴走、
独裁政治を阻止する唯一の
方法は、「国民が政治的に
賢明になること」であると
して、 年～ 年まで使用
された中学・高校社会科の
教科書、「民主主義」の内
容を紹介。（一部抜粋：独
裁主義の野望を打ち破る方
法は一つある。それは国民
のみんなが政治的に賢明に
なることである。自分の判
断で、正しいものと正しく
48

11 11

1

編集責任者 武田 昌仙

熱弁する佐々木弁護士

Ｎo . 2758
2019年1月25日
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２０１９年１月２５日
国労せんだい
第２７４５８
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ない。だが貨物３００円ベ 業務が追いつかない等の実
ア回答に至るまでの総括は 態。会社の委託提案の理由
しておくべき。
は「労働力不足」だが、超
▼東労組の瓦解、会社は労 勤の増大、時短ハラスメン
組不要論にシフト。矢継ぎ ト、試験合格率の低下など
早の合理化施策、組合を蔑 働き続けられる条件が奪わ
ろの姿勢が顕著に。
れている。
▼エリア弁護団会議で、郡
山駅の 代表者選挙の顛末 ●東北自動車支部
兜森委員長
とその後の人事について、
海渡弁護士が「疑義を持た
▼組織拡大。
、 歳
ざるを得ない」と言及。
▼ 春闘。大衆行動と現場 の青年が加入。会社から東
長への職場改善要請、職場 労組の脱退を慫慂され未加
学習会をセットで取組むこ 入に。しかし「組合は必要」
という本人の思いで加入に
とが重要。
▼「全ての闘いを組織拡大 至った。 東の若手組合員
へ繋げる」を基本に運動を と交流させたい。
提起してきたが改めて今春 ▼ 東からエルダーでスワ
闘で意識して他労組・未加 ローツアーに 人が配属。
入者へ呼びかけていく。職 働いている箇所により年間
場からの改善・改良を通じ 労働時間が違う。スワロー
て仲間の変化と社会の変革 本社は一日 Ｈ Ｍ、年間
休日１２２日、年間労働時
を勝ち取る。
▼ 月にＫさんが仙総から 間は１８５０時間程度。現
郡山テクノに戻った。本人 場は年間休日 日（公休 ・
の頑張りと労組との信頼関 特休 ）、一日７Ｈ、年間
係が実を結んだ。「簡単に 労働時間は 千時間超。
退職しなくてよかった」の 同一会社でこの差は問題。
▼Ａさん。 年間仙台勤務
声。
▼「変革２０２２（電気合 であったが、 月末で盛岡
理化）」。水平分業の深度 支店へ異動。自宅通勤が出
来て良かった。
化で協力会社の争奪戦とな
る。歯止めのない法定外労
全体討論
働に拍車。若松ＭＣ廃止で
保安要員の配置が消滅。支 ◆エルダー。今年は「本体
社の説明会では、ダウンタ エルダーは採用しない」と
イム許容の発言。しかし現 一発提示の言動で不安をあ
状は「空振り覚悟」で早期 おっている。取組み強化を。
出動を言われる。
◆家族会カンパ。目的と収
「変革」ではＡＩ・ＩＯ 支報告が必要。
Ｔへの偏重。先行して実施 ◆春闘。消費税 ％上昇分
された保線体制の最適化で で 千円必要。賃金実態調
は、直轄の現場への出動時 査に基づき要求額の決定を。
間の減少、担務の増加、業 かけ離れた回答にはストで
務を委託されたＰ社の検査 闘うこと。（仙台建築）

◆ 月 日からみどりの窓
口業務委託予定。早急に交
渉を。既に出向者の振り分
けが始まっている。
◆現在 人がリビットに出
向中。交渉窓口を早急に。
進捗は。（仙台駅連合）
◆リビットとの交渉窓口を
早急に。
◆亘理駅は泊まり勤務だが、
長日勤と泊まり勤務の勤務
を準備している。矢本駅も。
陸前山下は 時で窓口が閉
まるダイヤ。仙台以北は前
回のダイヤ改正で 時で窓
口閉鎖。有人の時間が減り
無人化の噂も。是非交渉の
設定を。多機能トイレでの
不正な使用の報告も。自治
体やＰＴＡ、議員の力を借
りる等早急に動きを作って。
◆エルダー組合費値上げ。
決定後の説明ではなく、職
場討議が先。
◆ 月暮、Ｙ氏の自宅で出
火。親族が亡くなり本人も
火傷。義援金の取組みを要
請する。（岩沼駅連合）
◆分会全体集会。一人一要
求のとりまとめ。現場長と
の交渉を取り組む決意。
◆各駅での時間変更。ブロッ
ク長への確認では、確定し
ておらず公表できないとの
こと。支社へ問い合わせを。
◆リビットの職場代表者が
仙台駅に逆出向で不在。再
度選挙か次点の自分かを総
括ブロック長に聞く予定。
リビットは異動が多く、ブ
ロックに不在の場合の対応
を聞いて。（仙石線駅連合）
◆モニター通勤者 人が地
元に。大きな成果。引き続
きの取組みを要請する。
◆ 春闘。一人一要求の実

践を進めている。
◆ 月から新幹線統轄本部
への組織編制が進んでいる
が、業務の進め方は不透明。
解明等に力を入れ不安解消
を。また支社またがりの通
勤者の扱いや若手も遠距離
異動の不安を抱えている。
（仙総所支部）
◆会社の変革２０２７。合
理化に対し、労働組合とし
て歯止めをかける取り組み
が必要。
◆地本組織体策会議。各地
区でも開催の検討を。地区
に入り、意見をつかみ交渉
し改善に結び付ける取組み
が重要。
◆若年退職者が出ている。
支部も足を運ぶが、地本も
オルグを。またその際は声
かけを。（宮城県支部）
◆春闘で科長要請の結果、
ノーパンクタイヤ、うがい
薬付冷水器の配備など改善。
若手の要求も掴み、取組み
を強化する。
◆エルダー社員の組織の強
化も重要。具体的な地本・
支部の指導も必要。
（仙総・台車）
◆若年退職が続いている。
根本原因は合理化。エルダー
でも諸事情で途中退職。一
方で嘱託でも組合員継続す
る先輩もおりフォローを。
◆社友会。職場要求を探し
ている。若手の制服要求に
対しすぐ対応。低会費で懇
親会も。
◆病を治療中の方。産業医
に地元への異動を話したと
ころ、「現場に言う」となっ
た。（仙台保線区）
◆リビット福島から利府に
異動した人は ㌔自動車、

新幹線、乗り換えて利府。
そこまで必要なのか。駐車
場代金など自己負担を強い
ている。
◆賃金規定が曖昧。 月か
ら 万円昇給。定期昇給と
いうが、就業規則にはなく、
また初任給の文言もない。
職場の労働条件から組織拡
大に。（福島地区）
◆春闘期は様々な取り組み
をした。３００円は運動の
一定の成果だが、かけ離れ
満足は出来ていない。
◆新人事賃金制度。賃金カー
ブが変化し若手では 万円
上がる人も。 歳は変化な
し、 ～ 歳は 割カット。
春闘のベアを会社は恐らく
考えていない。ストを背景
に闘いを。（貨物宮城）
◆米沢駅は 窓あるが、休
憩等で 窓状況が多い。行
列になると焦った客が苦情。
結果、休憩中の人が窓に。
◆ネットを知らない人は無
視、取り残されており、サー
ビスの低下。目の前の問題
を一つ一つ改善していく。
（米沢連合）
◆郡山駅北口改札委託。見
習いなしで業務に就くなど
団交確認事項が反故に。
◆組織。 年前に白川君が
加入以降、 年前には若手
人が加入。現在 人が異
動させられたが、行った先
で頑張ってくれている。し
かし 年前の状況を彷彿さ
れるような状況。小牛田の
Ｆさんは体を悪くしてしまっ
た。早急な地元郡山への異
動を。Ｋさんは戻った。あ
きらめず頑張れば戻れると
いう展望を。（郡山駅連）
◆地区状況。保線の早期退

職はエリアセンター化が原
因。只見線は駅長・社員も
エルダー。エルダーでも
％手当支給。只見線の復旧
後はＣＴＣ化など不安もあ
る。（会津若松地区）
◆ビルテック若松事業所が
廃止。ただ冬期間は除雪対
応で 人常駐で他は通勤。
計画業務から工事担当になっ
たが、休職者が出ても補充
なし。テレビ会議やフレッ
クス制勤務の導入、机をな
くしたフリーアクセス化な
ど職場環境がどんどん変化
している。話し合いから改
善に向け努力していく。
（郡山設備）
◆昨年の春闘、各種取り組
みを実践。今後 月 日分

会全体集会を開催予定。昨
年は 年振りの有額回答だ
が３００円。ＪＲ発足最高
益でこの金額では納得がい
かない。今年もスト要請し
ていく。（貨物福島）
◆ 月末退職で現職エルダー
希望。支部書記長も来月か
ら委託される鉄工職場でエ
ルダー。工場の入り口から
出口までほぼ委託で労働条
件がキツイ。改善に力を入
れる。提示時期と希望職場
を守らせる取組み。現場も
言うが、地本も強化して。
◆春闘。工場に貨物の仲間
がいる。昨年はスト要請と
抗議集会を取組んできた。
今年も格差是正に向け貨物
と共に闘う。（郡工支部）
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9月30日付
高木文男さん（若松地
区・リビット喜多方駅）
五十嵐美之さん（郡山
駅連・リビット仙台駅）
相沢忠志さん（貨物宮
城・嘱託）
残間恒明さん（若松地
区・営業エルダー）
柏原岩雄さん（郡山駅
連・営業エルダー）
北島義喜さん（若松地
区・退職）
半田隆さん（福島地区・
テクノ福島）
青砥淳泰さん（新庄連
合・運転士エルダー）
五十嵐剛さん（仙台保

団結

6

エルダー・嘱託退職10月
尾形敬一さん
熱海寿さん（仙建）
藤原康さん（仙建）
11月
坪井幸則さん（リビッ
ト三春駅）
草野白さん（リビット
船引駅）

2

輸区・運転士エルダー）
八巻孝夫さん（仙宮運
輸区・スワローツアー）
安井和彦さん（仙台電
車区・退職）
支倉儀弘さん（仙総運
転・ＪＲＴＭ）
横山治男さん（郡山設
備・仙建郡山）
山家清勝さん（仙台保
線区・退職）

線区・退職）
10月31日付
蓮沼慎一さん（若松地
区・営業エルダー）
桜井和義さん（仙総車
体・ＪＲＴＭ）
佐藤文明さん（岩沼駅
連・リビット南仙台駅）
菅原昭彦さん（小牛田
運輸区・テクノ小牛田）
安田守さん（仙台電車
区（退職）
勝又賢一さん（仙台建
築・スワローツアー）
内藤道宏さん（小牛田
駅連・輸送エルダー）
中鉢宏志さん（小牛田
駅連・リビット鳴子温
泉駅）
11月30日付
武田健一さん（仙宮運

退職のお知らせ
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２０１９年１月２５日
国労せんだい
第２７４５８
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