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働安全衛生委員（労安）と
各分会の委員、またＪＲＴ
Ｍの社員代表になった神山
氏にも参加してもらい現場
組合員から説明を受けた。
軸 バネ の ボ ル ト を 外 す 作
業では、 ㌔もあるインパ
クトを持って作業するため
腰への負担が大きく、手へ
の振動と騒音がもの凄いと
のこと。またバネを持ち上
げる作業では、小さい方が
㌔、大きい方が ㌔もあ
り、朝、指が開かない状況。
その後支部労安で確認し、
神山氏がＪＲＴＭの安全衛
生委員会で軸バネ検修の問
題点を指摘。所長は「直ぐ
に改善する」との返事。
た だ昨 年 指 摘 し た 軸 箱 検
修ラインも会社は改善する
と言いながら未だ改善され
ておらず、今後も粘り強く
取り組む。
▼エルダー提示。会社の提
示が守られていない。 月
末退職の組合員に 月に入っ
てからの提示。しかも首に
持病があり、重量物が持て
ないと会社に申告していた
にも関わらず、東北ロジへ
の提示をしてきた。本人は
退職目前にして受けざるを
得なかったが、ギリギリの
提示かつ本人の体調を考慮
しないやり方に憤りを感じ
る。また来年 月に退職を
迎える方にも提示がない。
Ｊ Ｒ本 体 に 残 す 選 択 肢 の
拡大を会社に強く求めるよ
うエリア本部と地本に要請
する。
▼アスベスト。支部・分会
にアスベスト対策委員会を
設置し、特殊健康診断の受
診結果の集約や地本学習会
28

8
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への参加要請、また健康管 今後も継続して取り組み
理手帳取得に向けた取り組 を進めていく。
みを行ってきた。
この間、手帳は支部で 建築分会
人、分会で 人が取得。
今 後 エ ル ダ ー終 了 を 迎 え
る組合員が増加する中、こ
の取り組みはますます重要 ▼労働条件改善。分会は組
に。支部は名簿を作成し、 合員と技セ内社員の超勤実
手帳取得を希望する組合員 態を調査し、要員要求の根
へは、支部で用意した取得 拠としている。
に必要な書類を手渡す取り その上で現場長には 人
組みを行っている。
以上の要員が不足している
健康管理手帳を取得する と指摘。現場長は、支社に
と、退職またはエルダー終 言っているがどうにもなら
了後も年 回の健康診断を ないとの話。
無料受診出来るので、健康 建築技セは、職場過半数
管理のためにも継続して取 を占める組合がない状態が
り組む。地本からのアドバ 一昨年からあり、今年で代
イスの強化を要請する。
表者選挙は 回目だ。
▼組織強化・拡大。分会は 立候補して国労の主張を
月 回のニュースを発行し、 訴えること、超勤で苦しむ
若手を対象に手渡し等を行っ 若手を仕事や業研に追われ
ている。
る状況から解放しようと分
呼びかけティッシュも役 会長が立候補してきた。
員だけでなく組合員にも協 会社側は 年続けて副所
力してもらい、通常の取り 長が立候補してきたため、
組みとしてきた。
今年は会社の意向を酌む副
分会の年間行事である旗 所長の立候補は不適正では
開きや定期大会、慰労会、 と投げかけ、情報による訴
暑気払いや芋煮会等を開催 えをしてきた結果、今年は
し、若手やＯＢにも声掛け 若手主任が立候補。
し幅広い年齢層で交流を続 国労は月間 時間の上限
けてきた。
で締結する意向を示し、掲
月の新旧役員慰労会で 示板の活用と若手への投票
は、組合説明会も行い、Ｊ 依頼をしてきたが敗れた。
Ｒ東日本の組織状況や国労 だが社友会規則に 代表
の取り組み、組合の必要性 選挙のためと謳っているの
などについて説明し、新幹 は会社の意向に沿っている
線の安全・安定輸送のため ということであり、ここを
にも国労に加入してもらい 問題にしていきたい。
たいと呼びかけてきた。
また育休中の社員も投票
結果は出ていないがこう したとされているが、誰も
した取り組みを継続してい 見かけていない。
くことが拡大に繋がると確 次回は選挙管理委員会の
信している。
設置を求めるとともに社友
8
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けてきた。会社は今回のＭ
＆Ｅを今後 年を考えてい
るようだが、地本が持ち得
ている情報と考えを聞かせ
てもらいたい。
▼質問。本部が仙台で説明
した 年ビジョンの学習会
月 日に開催した、第 回定期地方大会の概要に の際、春闘に関して、「ス
ついては、既に国労仙台２７６７号において報告され ト行使の有無は戦術委員会
ているが、今号では、全代議員の発言を掲載する。
での総合的判断」と話され
その後 月・ 月にテク た。それに対し、どういう
仙台電車区分会
ノ本社と東営業所、ＪＲの 戦術であったのかを質問す
三者で作業を開始、 月に ると、「エリア本部を通じ
は一般作業員に作業指定を て地本に返す」ということ
してきた。
であった。地本へ回答はあっ
作業した班長に身体洗浄 たのか。
の実施の有無を尋ねると、
していないとの返答。我々 仙総台車分会
の申し出により身体洗浄の
指示を出すことになった。
改善点はまだあるが、言
い続けることが改善に繋がっ ▼ 春闘。昨年 月から一
ている。
人一要求の取り組みを行い、
地本にはエルダー組合員 今回は若手にアンケート用
の労働条件・環境の改善に 紙を配布し 人から回答を
積極的に取り組むことを要 得た。その後「社員の意見
請する。
要望を聞いてもらいたい」
▼反合理化・安全安定輸送 と告げたところ、「来週な
の確立。検修職場では、
ら空いている」と言われ、
月に「ミライの車両サービ
月開催予定を急遽、 月
ス＆エンジニアリング構創」
日に 項目 時間半程度
（以下Ｍ＆Ｅ）が打ち出さ 話し合った。
れた。 月には若手社員を 職環要求では、ＪＲの詰
軸にプロジェクトが立ち上 所に加湿器が数台設置され、
げられ活動を開始している。 またＪＲＴＭの詰所の冷水
コンセプトは「人手をか 器がうがい器付の冷水器に
けないメンテナンス」「人 交換されるなど改善が見ら
と 環 境 に や さ し い 職 場 」 れ、こうした内容を会社施
「高付加価値で創造的な仕 設での全体集会で報告し意
事」と謳うが、本質は本体 思統一してきた。
の大規模な人員削減と外注 ▼エルダー職場改善。
化であり、「自分で自分の 支部は労働条件改善に向
首を絞める」プロジェクト。 けて分会毎に集会を開催。
これまで会社は車両の検 中でもＪＲＴＭ台車セン
査延伸等、安全を蔑ろにし ターの軸バネ検修職場が劣
た合理化・経費削減策を続 悪となり、後日、支部の労
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▼職場労働条件改善。テク
ノ東営業所（以下会社）で
の車両外板清掃の洗浄剤。
昨年は、劇物扱いの洗浄剤
について、健康被害や環境
汚染を問題にし、労基署へ
の申告や仙台市環境課への
水質調査依頼を取組むなど
して中止させることができ
た。
し かし 会 社 は 一 年 経 過 し
た 月に新たな洗浄剤の使
用を提案。説明会を開くと
言うものの、新洗浄剤を使
用して作業するビデオを見
せるだけのもの。
洗 浄剤 の 安 全 デ ー タ シ ー
トとリスクアセスメントの
実施を求めた。後日資料は
回覧されたが、説明がない
ため説明会を求めた。
月に よ う や く 説 明 会 が
開かれたが、安全データシー
トとリスクアセスメントに
は触れず、作業手順書を読
み上げただけ。
身 体洗 浄 に つ い て は 可 能
であるとしたものの、先の
洗浄剤同様、健康被害の恐
れがあり説明に具体性を欠
いたため、安全衛生委員会
の審議内容の公表を求めた。
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労働実態。利用者の長い列
結果は２５４対 票で敗
と長時間着座で誤発行・誤 れはしたが、 票は営業部
発売が非常に多い。
門の大半が投票したことに
月にはプロパー社員が なる。営業部門の社員が現
みどりの窓口に 人、新幹 状を変えてほしいという期
線南口に 人が配属になっ 待の現れでないか。
た。全員女性であり、見習 敗れはしたものの大きな
い中に 人が退職した。
成果と考える。
また 月からみどりの窓 ▼駅の業務委託が進み、運
口の業務ができなくなり、 転取扱駅を除きほぼ委託駅
あおば通駅で仕事をしてい になった。
る。原因は明らかでないが、 また駅の営業時間の変更
休憩室や更衣室が本体と一 により朝は駅員が居るが、
緒のため、人間関係とも言 夜は不在の駅も多く、「高
われている。
校生の溜まり場になってい
委託を急ぐあまり、女性 る」「困っている時に尋ね
用の寝室がないなど、準備 られない」「車椅子での乗
が不十分なままのスタート 降時に駅員が居ない」等の
が原因だ。
苦情も多くなっている。
分会は、プロパー社員を これ以上の合理化を阻止
交えての執行委員会やレク するための運動の提起を要
リエーション、食事会等を 請する。
通じて問題点や改善点を聞 ▼プロパー社員からの言葉
き取り、直接ブロック長に を紹介する。
訴えてきたが問題は山積み。 「皆さん時間がないと諦
▼東北総合サービスとの労 めていませんか。まだまだ
働協約締結の件はどうなっ 大丈夫です。私も頑張りま
ているのか。
すので一人でも多くの仲間
昨年の大会、また地方委 を増やしてください。お願
員会でも昨年度内の締結を いします」
約束している。
一年経過し今なお未締結 仙台信通区分会
なのはなぜなのか答弁を求
める。
昨年加入した女性組合員
を守るためにも必要だ。
▼組織強化・拡大。分会で
東北総合サービスの労働 は 年に 人、今年 人の
条件は大変であり、仲間は 拡大が出来た。
組合とその運動を見ている。 これは、春闘総決起集会
組織拡大のためにも早急 や各種交流会、工務関係の
な取り組みを要請する。
合理化の学習会、団交の報
▼ 職場代表選挙。
告会等に毎回声をかけ徐々
東北総合サービスでは
に参加者が増え、分会活動
月に実施され、大友分会長 が理解されてきたからと考
が立候補。対立候補者は仙 える。またこれまでの「不
台営業所の副所長。
利益があるのでは」という
8

18

2

不安が解消されつつあると
思う。次を目指して頑張る。
▼春闘。春闘総決起集会に
は 人中 人が参加。一方、
現場長との話し合いが 年
間されておらず再度取り組
みたい。
春闘におけるストライキ。
上部機関での一票投票はほ
ぼ賛成、貨物宮城分会は何
年もストで春闘を闘う旨の
意思を上部機関に伝えてい
る。信通分会も来春闘のス
トについて今から議論して
いく。
▼エルダー制度。現在本体
エルダーが技セに 人、Ｐ
社に 人、年度内には本体
とＰ社に 人ずつ配属の予
定。
来年度は 人が 歳を迎
えるが、 月時点で行った
面談で意思表示した箇所へ
のスケジュール通りに提示
させるよう言っていく。
一番の問題は賃金。基本
給が退職時の ％、調整手
当の加算でやっと ％超過。
調整手当は期末手当には
該当せず、通勤手当以外は
無しで、年収レベルで ％
を超えるのがやっと。
そこで高齢者雇用安定法
により、再雇用の賃金が、
現役時の ％未満の場合は
ハローワークから雇用継続
給付金として支給される。
しかし超勤や夜勤で収入
が増加した場合、その分給
付金が減額される。
仮に 万円超勤しても
千円が減額され、 千円し
か収入にならない仕組みだ。
昨年から本体エルダー制
度が実施されているが、責
任や業務の軽減もなく現職
1

1

時と変わりない。
再度の見直し交渉に向け
また出向エルダーは本体 て、職場でも問題点の討議
より厳しい労働実態の中、 をして要求を整理したい。
連夜作業や超勤対応が多く 地本の更なる協力を要請
ある。働いた分がきちんと する。
収入に反映されないエルダー ▼新幹線部門の切り離し。
の賃金制度は許せない。
支社から離れて本社の統括
働き方改革でも「同一労 本部になると聞くが、組合
働・同一賃金」が謳われて 員はどのような組織形態に
いる。最低でも現役時の
なるのか。
％以上の賃上げに向けた闘
いを要請する。
貨物宮城分会
▼電気部門の変革２０２２。
昨年秋、在来線と新幹線
を分離し新幹線は支社を離
れ本社統括になると話しが ▼ 年ビジョン。本部から
出てきて、その後組合に提 説明があった。自分の受け
案。国労は基本要求・解明 止めは財政の事が中心で、
要求で交渉を行ってきたが、 年後に国労がどういった
地本内で言えば、信通では、 意識や運動をしていくのか
技セが二つから一つに、メ が理解できなかった。
セは会津若松、白河、古川 書記の方々の退職金につ
は廃止に。若松と古川エリ いては勿論対処しなければ
アはＰ社が検査と障害対応 ならない問題。
をしていくことになった。 労働組合がその機関で働
今年 月には若松が先行 く方に退職金を含む賃金を
して廃止となり、組合員
支払えないのは言語道断、
人が出向に。これから冬期 否定はしない。
を迎え障害も多くなるので ただし安易にスト基金の
しっかり検証していく。
取り崩しに向かうのはどう
新幹線では仙台支社のみ か。数年前にもスト基金の
メセ三か所の廃止が決まっ 一部を組織拡大費に振り替
ているが、新メセのエリア えた経緯もあるが、そもそ
と要員も不明で決まってい もスト基金は組合費とは別
るのは在幹の振り分けだけ。 にその目的の為に徴収した
これまで新幹線の設備に ものであり、貴重な資金。
一切携わっていない人も一
十分な時間をかけた慎重
週間程度の研修で業務に就 な討議が必要でなかったか。
くことになるが、これが究 少なくとも大会代議員の
極の安全を追求する事なの 投票ではなく、全組合員の
か。
投票を行うべき事案と思う。
首都圏を除くと仙台支社 またその使途についても
は他の支社より設備数は多 運用同様、慎重さを求めた
いが、他支社より少ない要 い。そうでなければスト基
員で対応するのには無理が 金は全て目的外の事に使い
ある。
切られ 年後には何も残ら
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会にくさびを打ちたい。
の回答であったが、議論の
▼エルダー提示問題。
内容を聞く機会がなかった
技セでは再雇用で退職さ ので尋ねたい。
れた方や病気休職、育休が ▼ストについて。支部は指
生じても後補充ぜず、他の 名または拠点ストの要請を
テーブルから担務変更など してきた。
して対応してきた。
議案書のＰ にもあるが、
しかし今年度の再雇用希 「上部機関に報告している」
望者へは「本体エルダーは ということは、地本でも議
採用しない」と現場長が発 論し、支部と同様の考えで
言。万一そうなれば会社が 上部機関に報告していると
示している標準数より 人 捉 え ら れ る 。 ま た Ｐ に
少ない要員に。
「ストを背景とした交渉ス
提案のない合理化であり タイルの構築に向け」とあ
分会は現場長に要請文を提 る。今春闘では、ストに入
出。話し合いを持つが、現 らないと中央闘争委員会で
場では平行線なので地本に 決定したが、非公開とある。
団交を要請中。
しかしその内容を組合員
提示については本部・本 に知らせる、説明責任があ
社間で「コミュニケーショ ると思うが考えを聞かせて
ンを取る」「スケジュール もらいたい。
通りに出来るようにする」 ▼東北総合サービスとの労
と約束しているが、支社で 使間の取り扱いに関する協
は守られていない。
定。引き延ばされ組合員の
この問題について、闘い 減少を待っているかの様。
方として、①団交の申し入 要請書、抗議文、街頭宣
れ、②苦情処理の取り組み、 伝等出来ることを何でもやっ
③街宣行動、支社長への抗 ていこう。
議文の提出、④ストの実施、 効き目があるかどうかは
など貨物の運動に学びあら やってみないとわからない。
ゆる行動の提起を要請する。 効果があるまで何回でも
弁護士は、「最初から労 取り組んだ方が良いと考え
働者が断ることを期待して、 ないか。
労働者が受け入れられない
ような不合理な条件を提示 仙台駅連合分会
し雇用を継続しなかった場
合は違法になる可能性があ
る」と言っている。
そのような提示をさせな ▼職場状況。分会組合員は
い運動の提起を要請したい。 人で現職は 人、東北総
▼組織対策行動費の使途に
合
サービスのプロパー社員
ついて。
人、エルダー 人。現職
一昨年の大会でも発言し エルダーの発令も出た。
たが、一定の制約が必要で
月に仙台駅みどりの窓
あると述べた。
口が委託されたが、委託前
執行委員会で議論すると と委託後は全く変わらない
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▼リビットとの協約、事務
所の便宜供与は強く求めて
もらいたい。時期体制の課
題になるかも知れないが、
要請書、抗議文、街宣行動
も視野に入れた取り組みを
要請する。

仙総運転分会

神山代議員

▼ＪＲＴＭ（ＪＲテクノロ
ジー。以下ＴＭ）の 代表
選挙とその経過。二つ知り
得たこと。一つは、「管理
者が選挙運動をして良いの
か」と思っていたが、事業
場の長でなければ選挙活動
ができること。
もう一つは、福田弁護士
から「社員代表の締結と有
効性は別問題」と聞いたこ
と。ＴＭは労働組合がない
が、社員代表として 締結
を拒否しても再選挙はない。
途中破棄しても一年間は
有効であること。
▼ＴＭには設備と検修の二
部門があり、所属する検修
には台車・車体・部品・塗
装の各センターがある。
全体で約３９０人でエル
ダー社員は 人程。
一年前にＪＲ本体の選挙
があり、組合のないＴＭで
はどうなのか疑問が生じた
のが発端。
周りの社員は良くわから
ないとのことで総務課に聞
くと「各センターの安全衛
生委員で決めている」との
こと。しかし「投票または
挙手」で選出されなければ
ならず労基法違反は明らか。
一方エルダー組合員等は、
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ないように思えてならない・ 社員、嘱託社員、臨時雇 東北総合サービスとの間 社との交渉を要請したい。 本部所属で仙台支社所属で をしており、 月にもエリ
ア本部も交えその議論をし
このことは、 年以降も 用員と賃金格差があり、更 で早期に協約の締結を。
また業務委託されている はない。
組織拡大同様に最重要課題 に期末手当の支給率でも長 簡易苦情処理会議は重要 側のスワローツアーのアル しかし仙台支社との交渉 てきた。
として討議するよう強く求 年に亘り格差がある。
であり、制度を活用してい コール検知や出退勤の点呼 委員になっており、その間 しかし株主総会で役員の
める。
分会要求でも「格差の撤 く運動を続けていかなけれ をバス会社の当直が行って は交渉を取扱っていくこと 変更があり、以降話がなく
なった。
▼貨物新人事賃金制度。
廃」を申入れ、また地本か ばならない。
おり、偽装請負の指摘をし になる。統括本部の問題等
こちらからも何度となく
自分は今回の制度で 歳 らも申入れをしてもらって ▼原発事故問題。東京電力 抗議の書面を提出している についてはエリア本部が取
アプローチをしたが、「時
時の 割カットが是正され、 いるが是正されない。
役員の無罪判決は不当。
が、会社は話し合いに乗っ り扱っていくことになる。 間をもらいたい」との返答
歳時の基本給に戻るので 二重格差の根拠を示す様、 甚大な被害の責任をだれ てこない。
で、現在に至っている。
はと期待していた。
更なる申入れを要請する。 も取らないということがあ 地本を通じて状況を打開 務総務財政部
締結には至っていないが
しかし中身は以前の地域 ▼組織の在り方。ＪＲ東海 るのか。
してもらいたい。
取り組みは行っていること
手当分を基本給に上乗せし で 歳定年制度の提案がな 福島県民および近隣の方々
の理解はしてもらいた。
◆支部組合事務所の便宜供
ただけ。
されたようだ。
も少なからず被曝している。
確かに基本給は上がった
歳から定期昇給がなく 山菜キノコも採れない、
◆組織行動拡大費の使い方。 与。
昨年の労使間の取り扱い
が、手取りは変わらずに組 なり、 歳以降の基本給は 食べられない。
業務部
執行委員会での議論。
から各支部に事務所を置け
合費だけが上昇するという
歳時の ％など年齢の違
分会の各種取組みにおい
ることになったが進んでい
現象になった。
いはあれ貨物会社とそっく 東北自動車支部
て組織拡大行動をした場合、
ない。
この問題は上部機関でも りだ。
岩手県分会
組合員からも一定の会費を 会社は郡山分連協の看板
議論になると聞いたがどう いずれ東日本会社にも関
◆新車両構想について、具 集め、全額を請求すること について「支部に供与して
なっているのか。
わってくると思うが、どこ
体的には掴んでいない。
のないようにとなった。
いる」として撤去を求めた
また評価制度も大きな問 の会社、どんな経営状況で
支社に投げかけてみるが、 その際、高額に及んだ場 ので外した。
題。自分の例だが、一次評 も同じようなことが繰り返 ▼義援金の取り組み。 月 職場で具体的な話があれば 合は三役で協議・審査を行 そうであるならば、こち
価者は仙台工事支所の助役 し行われる。
日に兜森支部委員長の自 知らせてもらいたい。
う。以前のような一人いく らも「各支部に供与するべ
であり非組合員。
だからこそ 年後も国労 宅が全焼。
◆エルダー。提示の遅れや らという縛りは設けないが、 き」と強く求めていく。
仙台工事支所は助役を除 は全国単一組織で、共通の 地本の義援金の要請に対 希望と違う職場の提示、行っ 貴重な組合費であり良識の ◆組織強化・拡大。仙台駅
のプロパー組合員の言葉。
くと 人で、助役はこの
認識で闘っていかねばなら し、取り組みをしている各 たとしても労働条件が厳し ある行動をお願いする。
社・本体で若手の拡大
人を一次評価する。
ない。
支部、分会の方々にお礼申 く辞めざるを得ない問題が
が必要であるという認識を
問題は二次評価者で、東
し上げる。
ある。
全体で確認したい。
日本工事管理事務所の所長 福島地区分会
▼組織状況。自動車支部は 地本でも議論し、申 号
また地本も具体的提起を
が行うが、事務所は東京に
東北 県に跨り、東北バス を支社に提出してきた。
◆
月
日
の
支
部
代
表
者
会
行っていく。
あり、東京の本所と札幌、
会社とその子会社であるス この間、エルダー問題は支 議の本部の答弁。確認させ
◆スト戦術。地本執行委員
仙台の工事支所の数十人を
ワローツアーに 人の組合 社勤労と窓口間でのやり取
会での議論では、全体的な
て
も
ら
い
た
い
。
評価する。顔も知らない、 ▼春闘。東北総決起集会と 員がいる。
りであったが、申を提出す ◆幹総のエルダー提示。
意見の一致はなかったが、
声も聞いたことのない人間 仙台総行動を同一日に行っ 今年 人が退職し少なく ることで、支社全体、支社 体調がすぐれない方のロ 様々な意見があることは事
が、東京、札幌、仙台の人 てもらいたい。
なったがそれを跳ね返すよ 長の目に触れることができ ジへの提示は支社にも考慮 実であり、そのことは上部
間をどう平等に評価するの 一緒にしても運動の後退 うな運動をしていく。
る。
を求めていたが結果はロジ 機関に伝えるということに
している。
か甚だ疑問。
ではないと思う。福島地区 ▼春闘は東北総決起集会と
◆
建
築
の
職
場
問
題
。
申
号
へ
の提示。
しかも評価制度は、 月 分会の組合員の生の声。
本人とも議論しており、
仙台総行動は 割参加。
で申し入れている。
日から制度がスタートし 財政も逼迫しているので ▼スワローツアーでは 協 ◆電気職場、来年 月に新 今後小牛田地区のロジへの 仙台建築分会
ているのに未だ実施されて 一日にまとめるのが良い方 定締結に向けた選挙が行わ 幹線と在来に分離され、新 異動など、より良い就労箇
（再）
いない。
れ
、
自分は盛岡で立候補し、 幹線は統括本部、在来は仙 所への可能性を探る。
向
で
な
い
か
。
◆リビットとの労使間協約
見直しも含めた今後の最 ▼労使間協約。南福島に異
票を獲得し当選したが、 台支社の扱いとなる。
重要課題として引き続き取 動発令がされたが、苦情申 会社は 票しか獲得してい 早急に態勢を整え、問題 締結。その場その時で、締 ▼古川代議員の質問（戦術
結に向けての取り組みは進
委員会の内容）はエリアを
り組みを要請する。
告したところ「制度がない」 ない会社側の立候補者を職
点
等
を
支
社
に
申
入
れ
等
で
解
めてきた。
通じてもらえるという認識
▼東北ロジの期末手当格差 ということではね返され悔 場代表者に指定した。
決を図っていく。
月の時点でも締結の話
で良いか。
問題。
協定は無効であり、会 ◆今後の扱い。自分も統括
しい思いをした。
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▼冬期。東北総合サービス
喜多方駅社員は運転取扱が
出来ず、ポイント不転換時
の対応は管理駅の会津若松
から来るため時間がかかる。
遅れを案内する社員、待
たされる利用者どちらも大
変。サービスと安全の低下
に。
▼次々と業務委託化。委託
会社の要員関係で窓口営業
時間の短縮、泊まり勤務が
日勤になり、最後は無人駅
に。ＪＲは委託してしまえ
ば関係ないという考えで今
後の駅が心配。
▼只見線。 月に若松地区
管理体制の見直しがされた。
これまでは各駅に在勤し
ていたが、今度は会津若松
駅が管理駅になり、会津坂
下駅に在勤。
会津宮下、会津川口、只
見の各駅に助勤体制となっ
た。各駅までの移動は超勤
対応、駅ごとの運転取扱の
相違など不安の声。
豪雪地帯でポイント除雪
も大変で夜はなお不安。
ビックロモが走ると直ぐ
不転換で走らない方が良い。
ロモ除雪（機械除雪）の
要求しているが通らない。
▼通勤。 ㎞自動車通勤の
方。非番の帰り道は眠く、
冬期の雪道は交通事故の危
険性が。
タイヤの減りも激しく車
の維持も大変。
▼今後の体制。高齢者が多
くどのような体制になるか
不明。
現在復旧工事が始まって
おり、上下分離方式で復旧
する予定だが、その際ＣＴ
Ｃや駅が業務委託の噂も。
6

70

10

公職選挙と同様に扱うの
が理想であり、地本にも紙
投票への交渉を要請したい。
▼社友会組織。今年に入り
組織も 人を切り掲示板か
ら情報綴りに。
会社は小牛田保技セの所
属組合別の組織人員表を出
し、その内容はＪＲ東労組
人、国鉄労働組合 人、
社友会 人、その他 人と
あった。
所属組合別とあるのにな
ぜ社友会が出てくるのか疑
問。またＰＣでの職場アン
ケートが実施されたが、職
場の問題を解決するにはと
いう項目を進んでいくと、
ここにも社友会が登場する。
我々は、職場の問題や不
平不満を解決するのは国労
しかないということを前面
に出し、今度は我々の手で
社友会を瓦解させ組織拡大
に繋げなければならない。
そのためにも当たり前の
事を声に出していくし、地
本もその先頭に立つことを
要請する。
▼エルダー。今年 月にＳ
さんが施設エルダーの提示。
昨年の暮れ心筋梗塞にな
り、視力が衰えていく病気
になるなど体調の問題があっ
た。
仙台の職場の打診もあっ
たが通勤が困難だと断ると
「自分で探せ」「保線社員
の行き先は保線。医学・運
転適性検査が通らないとＪ
Ｒも仙建にも行けない」と
言われて地本と連絡を取り
ながらの提示で本当に嬉し
いことであった。
ただ次年度の対象者は自
分も含めて同様の事を言わ
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▼エルダー。分会の今年度 現役 人、来年 月で全員 若手はそれ以上に多くの
の退職者は 人、全員エル エルダー。組織拡大は難し 不満があるが、口には出せ
ダー希望。
いが、何が出来るのかを考 ない。業務内容も多様化し、
提示時期だが、退職の ヶ え取り組みたい。
点呼や業務資料、外国人対
月前、 ヶ月前、 ヶ月前、
応も全てタブレットで行わ
二人が ヶ月前の提示。生 仙・宮運輸区分会
れ、年配者ではついていけ
活設計もあり前年度の 月
ない人も。
の提示を。
▼仙台運輸区では東労組の
▼短日数勤務。テクノと東
組織混乱後、社友会が 割
北総合サービスにそれぞれ ▼職場状況。会社は今年に を占める。
人が希望提出。
入り、「新たなジョブロー 職場でも自分の身を守る
テクノでは今年 月から テーションの実施」を提案。 ためか、各種委員会や行事
月と 月から 月の 人 内容は「車掌・運転士試 に積極的に参加するように
が承認されたが 月以降は 験の廃止」「車掌を経ず運 なった。
冬期要員が不足するため承 転 士 に な る こ と が 可 能 」 ▼エルダー。提示が遅い。
認されず。
月退職の方に 月の提示
「車掌・運転士の職名廃止」
東北総合サービスでは未 「中途採用社員の乗務員の があり、また 月 日赴任
だ実施されない。
異動が可能」「同一担務の 予定者がどこへ何時に行く
次々と業務委託され要員 期間を概ね 年超えないよ のか会社に尋ねても分から
不足のためと思うが制度が うにする」というもの。
ない、制服採寸も自分の時
ある以上は希望者に適用す ▼若手は運転士になるため 間で勝手に行ってくれとい
べき。
にはどうすれば良いのか不 う対応。
▼分会活動。駅と設備、電 安な様子。
職場により対応が違うこ
気の各班で構成。月一回の 「各種委員会の参加やゴ とも問題。制度そのものの
執行委員会。
マすり、誰に言えば‥遅刻 見直しが必要だ。
設備では「保線のメンテ やミスをすればなれないの
ナンス体制の最適化」が実 か…」等々。
小牛田保線区分会
施され、業務が委託された ▼仙台運輸区には 年以上
仙建では今まで以上に忙し の運転士経験者が 人いる
い。
が、同一担務 年では希望
残ったＪＲも要員が半分 しない箇所へ行かされるか ▼職場代表選挙。初めて主
になり、業務分担も増加。 も知れないという不安と不 張文を作成し職場で配布。
歳で退職した保線の仲 満が多数あるようで、各種 しかし所長から「就業規則
間は、「家庭の事情もある 委員会や行事への出席も積 違反」と指摘された。
が、合理化による業務の増 極的だ。
立候補するにあたり自分
加や職場の雰囲気の悪化」 一方で業務はダイヤ改正 の考えを主張するのは当然
も理由と言う。
毎にきつくなり、朝 時
であり、主張がないままの
電気班は「電気部門の２ 分出勤で就寝が 時 分の 選挙は民主主義に反する等
０２２」の合理化で会津若 行路や 時間連続の乗務、 の考えを訴え、結果として
松の電力、信号メセが廃止 夕食時間も 時間以内の行 会社の掲示板に掲出するこ
になり組合員 人が出向に。 路が殆どで、異常時には食 とになり社友会の方も見て
「障害があれば最終的に 事が取れない実態。
いたようだ。
はＪＲが責任を負うため郡 ▼訓練等で仕事への不満、 投票結果は国労 票、東
山からの対応になるが、復 指令や当直の対応に多くの 労組 票、社友会 票、無
旧時間はかかる」という。 意見があるが、何も変わら 投票 という内容。ウェブ
▼分会は現在エルダー 人、 ず。
投票であり不満は残る。
52
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ＴＭの社員が多数を占めて 翌日の点呼で台車センター
いるので関係ないという認 長から開票結果が発表され、
識。
総数３８７人、自分１９１
また 協定について書い 票、相手１８５票、白票
てある労基法解説などを配 の結果。過半数に 人足り
布してみたものの広まりは ず、信任投票に。
見えなかった。
結果は２４６票対１３４
職場代表に立候補しよう 票で信任されたことを総務
としたが、支部委員長とも 課で告げられた。
相談し、一年間待つことに。 また台車センターの安全
そして今年 月の点呼で 衛生委員にもなれた。 委
社員代表選挙を行うと通告 員会は毎月あり、改めて職
があり、翌日会社に立候補 場の問題を考える良い機会
の意思を伝えた。
になっている。
土日を挟んで月曜日には ▼差別問題。今年 歳のＡ
主張文を配布しようと原稿 さんがＴＭで継続して働き
を作成、息子に見せて理解 たいと希望したが雇用され
度を確認し、また分会にも なかった。
相談し所長に配布すること 一方元他労組の方は 月
を通告。
退職 月再雇用とのこと。
しかし「あなたの主義主 地本にも調査等取り組み
張だ。相手も出さないとフェ を要請する。
アじゃない」等言われ、平
行線であったが、最後は本 会津若松地区分会
社に確認するとなった。
その後副所長が来てチラ
シを掲示板に掲出するとな
り、各センターに掲示され ▼職場状況。喜多方駅に勤
た。一部の管理者が時間内 務。 年前東北総合サービ
に対立候補者の支持を持ち スに業務委託された。
かけている話を聞き所長に ＳＬの運行時、要員不足
抗議、不満が収まらず各セ で対応しなくなり、出札窓
ンターを回り立候補の挨拶 口は休憩時間で閉鎖、改札
をした。
も無人。
また点呼で組合員が立会 「係員不在のため、その
演説会の実施の有無を尋ね まま改札口をお入りくださ
るも答えはなかった。
い」の立て札のみ。
投票日、投票は時間内で 乗客は困惑、触車や転落
可能であったが、囲いのな の危険。ＳＬ対応を求めて
い平場での投票場で、抗議 も「ＪＲはそれで良いと言っ
したら窓際での投票になり、 ている」と要員を付けない。
信任投票では段ボールで簡 出札担当者は 分の昼休
易衝立が用意された。
みで、外が気になりゆっく
勤務終了後の開票では立 り休めない。
会を要請したが、開票場に 引き続き要員要求をして
入られなかった。
いく。
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で片づけるＪＲ・Ｐ社の体
質が問題である。
▼反合理化。昨年、東労組
の大量脱退後、社友会組織
が立ち上げられ、無権利状
態が拡大。
その後変革２０２７、電
気部門の２０２２の提案。
今年 月には会津若松の
信号と電力メセが廃止でＰ
社に業務移管、来年には郡
山信通技セと電力技セ、新
白河の信号と電力の廃止が
決まっている。
また新幹線は本社直轄の
統括本部の配下になり、東
北全体の技術センターにな
る。
これ程大きな体制変更が
組合に提案する以前からタ
ブレットにアップされ、連
日会社役員が説明会を開催
する等あたかも決定事項の
ような空気が作られた。
会社の強気な姿勢は「労
働組合不要論」の象徴とも
言える。
この合理化に対し、分会
では 月に電気協議会の役
員を交えて学習会を開催し、
若手社員にも声をかけて本
社交渉の内容を説明した。
若手からは「仙台支社か
ら出たくない。契約違反で
ないか」「新幹線を希望す
るが配属されなかった」等
の意見が出された。
また 月には支社交渉の
報告会を開催。電気、信通
の若手が参加し学習会と懇
親会を取り組んできた。
回を重ねるごとに参加者
も増え、今後は変革２０２
２実施後の検証を行い、職
場全体を巻込み改善要求を
出していくことを確認して

いる。
▼組織強化・拡大。今後組
織の減少は避けて通れず、
また組合未加入者が多数と
なった今、我々国労が職場
の問題に向き合い労働条件・
職場環境の改善に取り組み、
また互いの思いを話せる場
を作ることが国労の役目だ
と思う。
そうした中、今年 月に
設備分会で採用 年目のＳ
さんが国労に加入。
職場のＴさん関りを持ち、
就業規則や 協定の勉強会
にも参加していた。
一連の組合脱退の際、
「管理者から入社したら東
労組に入れと言われ、一年
後には「東労組を辞めろと
言う管理者は信用できない
と感じた」とＳさんは言っ
ている。
Ｔさんから交流会に誘わ
れ、また労働組合の必要性
を学び加入を決意したと話
している。
▼職場代表選挙。昨年に引
き続き立候補した。
結果は 人中、社友会系
が 票、 自分は 票。し
かし国労組織 人に加えて
未加入者 人が賛同してく
れた意義は大きい。
いつの間にか職場から総
務担当Ｇが廃止され、社員
が心の病で休んでいても話
題にすらならない異常な職
場の雰囲気。
声を上げることすら出来
ない状況下で、国労への期
待票を投じてくれた仲間の
存在が感じられた。
今の労働実態では、若手
年配者を問わず働き続ける
ことが大変困難になってい
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▼出向先会社の労働条件改 け、「祝う会」を催したい
善。最重要課題だ。
旨を告げると快い返事があ
歳退職エルダーでは、 り、無事催すことが出来た
賃金半分で労働は 倍で納 が、組織加入させることは
得がいかない。
並大抵ではない。
月収 万円の制限もあり、 他の職場では当たり前の
忙しい時に残業をしないで こともこの職場では当たり
帰ると白い目で見られる話 前でない。
も聞く。
年経過しやっと変化が
プロパー社員は低賃金に 見えてきた。諦めずに地道
抑えられ、月間 ～ 時間 にコツコツと活動すること
の残業の方も。生活もあり、 が大事であり、その先に組
何と言って良いか…。
織拡大があるのでは思う。
要 員 増 加 と 両 流 しの タ
クト時間の拡大が必要。 郡山設備分会
働き方の実態調査が必要
で重要な課題。
▼貨物分会の報告。本体
人、出向者 人の 人。
▼職場実態。 年の設備部
月から新人事賃金制度が導 門のメンテナンス体制の再
入された。
構築の合理化、 年には設
評価により全ての処遇が 備メンテナンス体制の改善
決まる制度で増々物が言え
が
実施された。
ず暗い職場に。
この合理化では年配者若
かつて東北有数の国労拠 手問わず設計業務やデータ
点職場であったが、キーマ 整理など休日出勤してまで
ンの排除による大量脱退、 の業務増大となっている。
強制出向と配転で現在に至っ 日中は検査、障害対応、
ている。
工事切替等現場業務が殆ど
貨物職場は他労組の縛り で、設計業務など内勤が出
が強く、署名やアンケート 来ないことや若手は業務研
は勿論、歓迎会や送別会も 究や技術開発、研修等大変
本人に断らせるなどを 年 な労働実態であり、そのし
来実施、職場全体や個人的 わ寄せが年配者にも及んで
な飲み会も数えるほど。
いる。
危機感を募らせた分会は、 そうした中、設計科の若
東北協議会で用意した職場 手社員が精神的に不安定に
要求アンケートを実施し、 なり休んでいる。
管理者 人を除き 人に郵 一方で、エルダー出向先
送し、 人だが回答があっ 会社も連夜作業、また線閉
た。
のシステム修正等で休日出
後に他労組では取組まな 勤を余儀なくされている。
いことにしたようだが、そ 今年 月に発生した退避
の決定以前に率直な気持ち 遅延の事象も背後要因より
で返信してくれたと思う。 も本人の資質が問題視され
また若手の結婚を聞きつ ており、本人への責任転嫁
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65
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れており不安を煽っている。
自分は「他の個所で仕事
が出来るのか」「稼ぐ気は
あるのか」とまで言われた。
▼会社は国労は働かないと
いうようなニュアンスで物
を言っている。
先日も台風 号の警備で、
国労の人達は「帰ってよい」
と言われ定時に帰った。
それをあたかも仕事をし
ていないような物言いはお
かしい。仕事をしないので
はなくさせられなかったの
だ。
一方で、総務系の管理者
は、自分の業務すら満足に
しないまま、 月に出向し
た。誰でも差別なく平等に
希望するエルダーになれる
運動の展開を望む。

1

36

30

17

3

3

仙台保線区分会

4

3

宍戸代議員

り組みをしていく。
くない方への本体提示もあ
▼職場状況。設備メンテ以 る。一方で建築では「本体
降、ムラ直し、道床交換、 提示はない」とのことだが、
除草等の直轄作業が増えて バラつき、不満の無いよう
いる。
に取り組みを要請する。
設備部長も「若手の育成」 ▼組織の減少の中、不安の
と称して奨励しているがお ない労働条件を作るため、
かしいのでないか。
どういった闘いを基本に据
若手には「現場にはペン えて行くのかが重要。
とメモを持って行き数値を
見て修繕依頼」と交渉の経 郡工車貨物分会
過を話すが、支社がこの姿
勢では。
エリアの見直しでは仙山
線や仙石線の一部が修繕も ▼支部の現状と課題。支部
外注化、丸投げの状態。
組織 人、郡工情報の牽引
四季島が走れば全て良く 車である さんが 歳で退
なると言われているが、そ 職、今後協力し合い発行し
の通りで線路が良くなる。 ていくことが必要。
実現しないだろうが行路を 組織の内訳は、本体 人
作ってもらいたい。
（本体エルダー 人含）、
▼仙建工業の状況。エリア 出向 人（エルダー出向
見直しで 年に向けての青 人含）、貨物 人。本体
写真。福島のＭＴＴ（マル 人を下回り掲示板が撤去さ
タイ作業）を削減してその れた。組織を増やすしかな
エリアを三等分にすること いが、厳しいのは事実。
が決まり我々も本宮近くま 今後のためにも若い世代
で行くことになる。
の拡大が急務だ。
ＭＴＴではなくレール研 ▼エルダー提示。昭和 年
磨機を導入し線路の歪みを 組の提示の際、仙総所の車
修繕する予定。
両清掃の発令が国労 人、
若手社員の 連夜、 連 東労組 人にあり、結果
夜はザラ。「金になるから」 人が退職。
と言っているがそういう問 非人間的な発令であり、
題ではない。
以降の退職を迎える社員に
エルダー社員は賃金半分、 大きな影響を与えた。
手当なしで責任だけがのし 労組の組織力の低下であ
かかる。
り会社への服従を求めた施
いかに我々が歯止めをか 策と言える。
けるか。夜勤の回数制限や ▼支部は車体科、装置科、
連夜まではするが 連夜 貨物の 分会で構成、組織
はしないなど話し合いをし の現状から統合を決めるも
ながらやっている。
未だ実施できず。
▼エルダー提示。保線は提 来年度の業務改善提案の
示が遅いことはあるが、本 際は、出向役員が殆どであ
体への提示、特に体調の良 り憂慮。
29

15

9

▼組織状況。分会組織は
人で本体は 人、若年出向
人。エルダー等は 人。
エルダー嘱託が本体を上
回る状況であり、組織拡大
が日々の課題になっている。
▼ 職場代表者選挙。在来、
新幹線共に立候補し、毎年
組織数を上回る票を獲得し
ている。
しかしその票を組織拡大
に結び付けるまでは至らな
い。社友会組織では我々の
生活や労働条件は守れない
と若手には話すが、その時
は「そうですね」という返
事があるが、その次に踏み
込めない。
信通分会や郡山電力でも
拡大があったが、学んで取
15
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執行部答弁

7

いる。競争が止まらない。
安全とは何か‥。安全・
安定輸送の確立、労働条件
の改善等、ＪＲ本体とＧ会
社に働く全ての労働者を視
野に入れて取り組むことが
必要である。
▼山形県最上町議会選挙。
国労ＯＢの山田則雄さんが
当選した。分会も推薦し取
り組みを進めた。特にテク
ノの社員には大変協力して
もらった。

郡山連合分会

担務は誘導だが、回らな 副分会長を本宮、若手も出
い状況。会社は数回の見習 身地という名目で、小牛田・
いで泊り勤務が可能と考え 古川に転勤させられ組織が
ているようだ。プロパーの 弱体化している。書記長が
方は、 ・ ・ と電車の 異線現示で信号扱所から輸
入換１・２、工場の試運転 送に異動させられ信号も大
の 部門を一人でやってい 変な状況。
る。自分は と 担務を
▼遠距離通勤。 さんが
年やっているが、それでも 年前、小牛田運輸区検修に
電車の故障の連絡があると 飛ばされたが、小牛田の仲
ドキドキする。サービス対 間や地本の支えがあって辞
応は基本 と で行うが、 めずに頑張ってこれた。そ
は出払っており、 を中 して今年 月に郡山テクノ
心に対応せざるを得ない。 に帰ってこれた。大病を患っ
当 直 は 発 注 書 も 出 さ ず に た経過もあり、検修ではな
「とにかくホームに行け」 く郡山駅の清掃業務で日勤
と指示を出し、自分は「偽 早番や遅番も対応している。
装請負でないか」と指摘す
番というこれまで管理者
るが、実際対応してしまう の天下りポストを手当もな
時もある。日報も殆ど出し く任されている。 さんは、
ていない。清掃、車両グルー 仙台まで通勤していたが、
プ共に要員不足が続き、回
月に戻り、水郡線で通勤。
らない状況が続いている。 ただ業務はきつく、 ㎏の
長期休暇者が出たときは、 ごみ袋を背負い、腰を痛め、
徹夜をやった人もおり、 膝はヒアロルンサンを打ち
自分も 徹夜 回をやらさ ながら頑張っている。遠距
れた時もある。本体の時は、 離通勤が解消しても職場は
徹夜はやったことがなかっ 大変だ。
たが、テクノではあたり前 ▼組織強化・拡大。プロパー
のようにやらされている。 の方とはたまに懇親会など
年前には、続けざまにポ 交流をしている。試験もあ
イント割り出し、脱線が発 るので状況を見ながら対応
生した。ポイント先端の密 したい。また一人でなくま
着が悪く、指摘していた最 とまってということも必要。
中に発生した事象。今後も 自分もあと 年、国労の旗
発生の危惧がある。
をなくさないように、「労
▼職場では退職者が続く。 働組合は大切である」とい
年適用、 歳で年金満額 うことを伝えていきたい。
の 人が辞めたが仕事のあ
てもない。また分会では本
人希望と違う仙台・山形・
小野新町の各駅に配転が。 業務部
分会活動の中心者を狙った
組織の分断と弱体化を意図
した配転を許すことはでき
ない。分会長を小野新町、
2

◆制服の採寸、自分の時間
で対応しろ等、エルダー問
題では支社に申入れをして
いるので交渉で主張してい
く。
◆保線職場については、エ
リア本部で申を出していく、
また建築職場の交渉確認事
項が守られていない部分に
ついても交渉予定である。

◆春闘の行動。この間執行
委員会でも議論してきたが、
新執行部でも議論していく。
◆スワローツアーの職場代
表選挙問題。バス東北本社
に言って確認させ、支部と
相談しながら進めていく。
◆戦術委員会の話。その場
でそのような話をしている
ということであるので確認
していく。
◆労働協約。東日本本部と
一体になって協約締結に結
び付けていく。
◆小牛田保技セの組合別表。
会社に直接見せてきた。驚
いていたようだが、指導し
ていくと言っていた。
◆モニター制度からフレッ
クス。何が向上したのかの
質問だが、本社交渉で我々
も会社に聞いてきた。改善
になっていないという問題
意識で議論してきた。
◆遠距離通勤問題。改めて
地本として解消に向けた努
力をしていく。公家さん、
藤田さんも苦労したが、何
とか帰すことが出来た。一
つひとつ課題に向き合って
解消に向けた取り組みをし
ていく。

原子書記長

10

C

6

A

3

現場長交渉も年 回実施
し春闘や手当、賃上げと合
わせて職場の労働条件改善
を要求し成果も出ている。
特に職環要求については
現場から上がることによっ
て支社での対応が早く、反
対に現場から要求が上がら
ないと対応しない雰囲気が
ある。
分会は「やれることはしっ
かりやろう」という気持ち
でこれからも頑張る。

新庄連合分会

黒羽代議員

2

土田代議員

A

▼反合理化、労働条件改善
の闘い。会社は効率化施策
変革２０２７を推し進めて
いる。駅業務委託による無
人駅の拡大でサービスの低
下が著しく、分会内では、
郡山・新白河・小野新町以
外は全て委託駅で無人駅に。
会社の言う、安全・安定輸
送にはほど遠く、業務委託
でより一層のコスト削減を
目論んでいる。これらに対
して、班・分会・支部・地
本は緊密な連絡を取り、体
制を整えることが重要な課
題。
▼国労運動の原点である職
場問題や仲間の不安・悩み
などの声に耳を傾け、意思
統一し団結の強化を図るこ
とが重要。会社に対し指摘
し改善を求めていくことが
必要。
▼テクノ郡山営業所に出向
して 年、あと 年で退職
になる。業務内容、 担務
は泊りで限定を持っている
人、 担務は電車の分閉、

統一

抵抗

団結

1

8

3

▼会社施策、「ミライの車
両サービス＆エンジニアリ
ング」が業務用タブレット
に配信され勉強会が実施さ
れた。
「作業から判断」「高付
加価値で創造的な仕事」等
の言葉を並べ、「ＡＩロボッ
ト」「ＣＢＭ検査」等人手
をかけないメンテナンスが
中心。「車両はＪＲ本体で
検査するのではなく、Ｇ会
社がやるべき」として全面
的な外注化だ。
ＪＲに残るのは、検査計
画や技術管理だけ。
安全・安心な公共交通と
しての鉄道が脅かされよう
としている。我々も勉強が
必要。
▼「新たなジョブローテー
ション」では、自動運転の
技術が進めば「運転士不要」
「運転士・車掌の職名廃止」
「試験の廃止」「同一箇所
年」など未来が見えない。
その一方で、ダイヤ明け
や休日に各種委員会をして
10
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4
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44
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1

佐々木代議員

る。
れ通勤手当の 千円が減額
しかし話をすれば職場・ されてしまい合計 万円が
仕事への不満が噴き出す。 削減になるという。
選挙で経験したことを踏 ただでさえ通勤が嫌なの
まえ国労らしく職場に根差 に何で‥という思い。
した運動を取り組む。
また磁気で購入かスイカ
か、現金かクレジットか等
悩んでいる。
仙総車体分会
そんな中、 人の組合員
が辞めたいと話している。
人は 歳で早期退職、
▼遠距離通勤。多くの方が もう 人は来年 歳でエル
ダーの希望は出しているが
悩み苦しんでいる。
そんな中、昨年公家さん 辞めたいと。理由は 人と
を帰すことが出来たのは組 も通勤に疲れたとのこと。
織の力が大きい。感謝した 組合員は崖っぷちの状態
である。運動が見えず、苦
い。
月からモニター制度か しんでいると思う。
らフレックスに変更になる。 支部・分会は頑張るので
会社は労働条件の向上と 地方本部には強いリーダー
言っているが、何が向上し、 シップを発揮することを要
何が失われたのかを尋ねた 請する。
い。
幹総は秋田と盛岡の工場 貨物福島分会
の廃止や縮小で多くの方々
が異動してきた。
モニター制度が出来る前
は社宅等に居住し、制度が ▼分会の現状。 月に橋本
出来てからは、遠くは盛岡 書記長が急逝。大変ショッ
から通勤し 年以上になる クな出来事、葬儀の際はお
方も居る。
世話になった。
通勤とは言え、朝は 時 組合員構成は 歳未満が
起きで帰りは 時。未だ戻
人（内出向 人）、シニ
れる目途も立っていない。 ア社員が 人の合計 人。
そのような中での、制度 数年後には ～ 人程に
改正であるが、分会はいち なる。拡大も思うようにな
早く地本書記長から説明を らない。
受 け た が 、 組 合 員 か ら は ▼毎月 回、定例の執行委
「良くわからない」の意見。 員会と顔合わせが大切であ
職場で管理者に尋ねても るとして、月 回の全体集
同様。
会や懇親会を行っている。
分会組合員で盛岡からの 近年は旅行会も実施。
通勤者は、定期代も所得に ▼春闘時や各期末手当時に
なるため、試算では税金が は全員が参加出来るジャン
千円に。また最寄り駅が ボハガキや要請ファックス
盛岡から仙北町駅に変更さ を取り組んでいる。
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