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千葉執行委員長

察学習交流集会」が第 回 を取り付ける話し合いなど
目を数えるにあたり、日本 通じて、グループ会社が国
中が「令和」や「五輪」に 労との協約協定締結の交渉
浮かれる報道が席巻する中 テーブルに就くよう働きか
でも、メディアが取り上げ けをして行きます。
ない事実を私たち国労が伝 そ して、 春闘 では各 地
えるという、この集会の原 区集会で意思統一してきた
点に立ち返りながら常磐線 取り組みを実践し、前段の
の夜ノ森駅や ヴレッジ駅 国労仙台総行動に結集した
など、帰還困難区域の指定 力を国労東北総決起集会に
解除が予定される沿線を視 繋いで行く中から、会社の
察してきました。
垣根を超えて職場改善要求
これ まで の国 労フ クシ マ 獲得の気運を高めて行きま
交流では、歴代の高校生国 しょう。
連平和大使が、「原発、放 今年の干支は子年ですが、
射能について様々な考えや 『 漢 書 』 律 暦 志 に よ る と
思いある」という事を前提 「子」は「孳」（ふえる）
にしつつも、犠牲のもとに を意味し、新しい生命が種
成り立つ豊かさについての 子の中に萌（きざ）し始め
疑念や命を脅かす様な便利 る状態を表しているそうで
さへの批判など、若者の主 す。新しい年もみんなで知
張に全国から参加した組合 恵を出し合いながら組織強
員が傾聴してきました。
化拡大を最優先に取り組み、
こう した 主張 は、 政府 や 労働条件改善のために団結
企業に忖度しない若者にし していきましょう。
か出来ないものです。環境 結び に、寒 さ厳 し い時 期
保護活動家のグレタ・トゥー に入りますが、組合員とご
ンベリさんの演説と重ねて 家族の皆さんにおかれまし
考えさせられるものであり、 ては健康に留意され、今年
この交流を世界平和や地球 一年が実り多い年になりま
環境に真剣に取り組む若者 すようお祈り申し上げ、地
が自由に主張出来る場とな 方本部を代表しての年頭の
るべく、持続可能な取り組 ご挨拶といたします。
みに発展して行かなければ
ならないと思います。
宮城県支部
さて、 職場 におけ る喫
緊の課題の一つである再雇
用制度について、提示時期
の遅れや不本意な就業先提
示などの改善は、「真の働
き方改革」の実効性を高め
る上で最優先にしなければ
ならない問題であり、引き
続き交渉の窓口を通じての
改善及び解消を図って行き
ます。
加え て、 出向 先の 労働 条
件改善では、グループ会社 あけ まして おめ で とう ご
で働く人達と一緒になって ざいます。ご家族のみなさ
取り組む中で、労働基準法 んとともに新たな希望を胸
に定められた協定締結にお に新年を迎えられたことと
ける職場代表選挙への協力 思います。年頭にあたりご

挨拶申し上げます。
けでなく、本人希望をまっ
昨 年の 支部 大会 にお いて たく無視した提示もされて
宮城県支部の執行委員長に います。これは、私達国労
選出されました、仙石線駅 への挑戦状であるという位
連分会の千葉祐悦です。私 置付けで精一杯闘って行く
達は、加速する合理化施策 決意です。その為にも仲間
に対し数々の行動を起こし と 集 ま っ て 話 す 場 を 作 り
てきました。駅の委託化・ 「一人にしない運動」「不
無人化については、地域住 平不満の拾い上げ」から要
民・利用者へ聞き取り調査、 求を作って会社にぶつけて
チラシ配布行動、東北運輸 行きましょう。
局へ相談に赴き声を集めて 組 織拡大 につ いて は 、他
きました。また、分会集会 労組組合員や若手社員との
に足を運び一人でも多くの 関わりを継続し、個人だけ
皆さんの話を聞いて「志を でなく、分会全体でも関わ
一つに」労働組合としての りを持ってほしいと思いま
運動を追及して行きたいと す。若手社員から会社や組
考えています。そして、若 合に対する不平・不満を聞
い組合員と関わり、国労の き出し、遠慮しないで積極
次の後継者を育てていきた 的に声をかけて頂き、国労
いとも思っています。
加入を呼び掛けてほしいと
私 たち 働く 者の 状況 は、 思います。そうした関係作
どんどん厳しさを増してき りの目標を持って取り組ん
ています。昨年は、参議院 でほしいと思います。
選挙において改憲勢力 分 最後に、私たちにとって、
の を割り込み安倍暴走政 健康が何より一番大切です。
治に歯止めとなる民意が示 みんなで健康に気を付け、
されました。しかし、憲法 今年１年頑張って行きましょ
改正を自分の手で成し遂げ う。今年が皆さんにとって
るとした姿勢を崩していま 幸多き年でありますことを
せん。歴代最長を誇る安倍 心から願っています。
政権は「桜を見る会」で露 本 年もよ ろし くお 願 い致
呈した政治の劣化、私物化、 します。
国民をばかにしてごまかし
の政治を行っています。 福島県支部
そ うし た中 にあ って も私
たち労働者は、社会の主人
公であるし、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、関連会社の あ けまし てお めで と うご
労働条件も改善して行かな ざいます。昨年 月 日に
開催されました第 回定期
ければなりません。
さ て、 再雇 用に つい ては 支部大会におきまして執行
エルダー先の提示でスケジュー 委員長に就任いたしました。
ルから大幅に遅れているだ 大会では、一年間の闘いの
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が失われることがないよう
「ルールの策定」に向けた
労使の協力が不可欠です。
さて、 月 日に 閉会し
た第２００回臨時国会は、
「桜を見る会」疑惑が急浮
上、終盤にかけて国会は揺
れ続けました。ことは総理
大臣が公選法違反、政治資
金規正法違反の疑いも然る
ことながら、問題の真相を
示すはずの公文書が廃棄さ
れ、疑惑の出来事について
誰も追及できないという状
況が官邸主導で創り出され
たことにあります。
私たちは、国内において
は国民・国会をあざむいて
国政を私物化し、外交にお
いては世界とアジアの緊張
緩和になおも背を向けてい
る安倍政権を、これ以上許
容できるもではありません。
安倍政権の国民不在の暴走
政治を許さず、平和と民主
主義、国民の生活を守るた
めに、共同・共闘の闘いを
一層強化していかなければ
なりません。
東 日本 大震災 か ら間 もな
く９年を迎えようとしてい
ます。今でもたくさんの福
島県民が、原発さえなけれ
ばという思いを抱きながら
も旧避難区域では「復興」
に向けた努力が続けられて
います。しかし、故郷への
帰還を待ち続けながらも、
その思いが叶わず「無念」
のうちに亡くなられた方も
多く、原発事故関連死は２
０００人を超え今尚増え続
けています。
昨 年の 「国労 フ クシ マ視
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小檜山執行委員長

あけま して おめ でと うご
ざいます。組合員とご家族
の皆様におかれましては、
正月の楽しいひと時をお過
ごしのこととお慶び申し上
げます。また、この度の台
風 号による洪水で被災さ
れた組合員におかれまして
は、心よりお見舞いを申し
上げます。
この数 年、 政府 の見 解や
報道では、「 年に一度あ
るかどうか」などの発表が
されていますが、こうした
被害が毎年のように全国の
どこかで頻発する度に、世
界中が経済最優先の競争に
明け暮れ、原発の安全対策、
山林保全や治水という大事
な事を怠ってきたその「つ
け」を勤労国民や社会的弱
者の犠牲で払わされている
という思いを禁じ得ません。
その上 で、 公共 交通 機関
である の労使としては、
自然の猛威に備えるべく、
利用者の安全はもとより危
険な災害現場への社員・パー
トナー会社社員に対する出
動命令及び協力要請や、通
勤時において社員及びパー
トナー会社社員の命や財産
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総括と の安全・安定輸送 川が氾濫した事により、県 ました。また、統一自治体 組合員の比率が逆転する状 説明が続き、不透明感が漂 現役の半分になり、仕事が ４週で２６０時間まで拘束
の確立、 及びグループ会 内では 名が亡くなってお 選挙では、支部推薦候補が 況にあります。
う疑惑まみれ国会でした。 二倍に成るのは許せないと 出来る（一部 協定を締結
社を含む非正規労働者の正 り全国でも最多になりまし 全員当選することが出来ま 組織の強化 拡･大が喫緊の さて、国労の最大の運動 いう思いについて、自分自 すれば２８６時間まで）こ
社員化と処遇改善、合理化 た。また、郡山市内や本宮 した。組合員の奮闘に感謝 課題です。多系統の職場か 課題は組織の強化・拡大で 身がエルダー社員になって とや、過労死ラインぎりぎ
反対、労働条件改善、組織 市、二本松市でも大規模な 申し上げます。
ら見れば、本体現役または す。職場は、相次ぐ合理化 本当に実感しました。
りの長時間拘束、出先箇所
強化拡大、反戦・平和、原 冠水が発生し鉄道やバスに
春闘では、「一人一要 本体エルダーや出向エルダー で要員不足が発生し多くの 関連会社の労働条件は厳し での宿泊など在宅休養時間
発再稼働反対、 春闘勝利 も大きな影響を及ぼしまし 求」をもとに取り組まれて など多くの国労組合員が同 不満があります。しかし、 く、 才まで身体が持つの が非常に少ない実態が以前
など向こう一年間の闘う方 た。被害にあわれた組合員、 いる現場長要請行動におい じ工場内の各職場で働いて なかなか声を出せない多く かが一番の心配事になって として改善されていな現状
針と決意を固めあいました。 家族の皆様に心からお見舞 て、あくまでも「職場の声 います。仲間が間近にいる の仲間がいます。こうした います。関連会社の労働条 です。過去は花形職種だっ
東日本大震災、東京電力 い申し上げます。
として聞く」としながらも、 優位性を組合員全体で再確 声を私たちが職場で取り上 件改善と 才定年を求めて たバス運転士が現在慢性的
福島第一原発事故から 年 県支部は、当面する 春 現場長が対応するという変 認し、最大限活用するため げ、改善に向けた運動を作 行きたいと思います。
人手不足の状況が続いてい
カ月が経過しようとして 闘を「反失業・反貧困」の 化を作り出してきました。 に分会の中で何が出来るの り、共に声を出す仲間を作っ 最後に貨物の格差是正に ます。
います。事故の収束作業は 統一行動として取り組むと 春闘においても、会社施 か、各支部の成果に学びな ていかなければなりません。 ついてです。毎年のベース さて、最近の 東日本、
難航を極め、廃炉に向けて ともに、職場から「安全・ 設を使用しての分会集会を がらこの一年奮闘してまい こうした運動の積み重ねが アップと夏、冬の一時金の 関連会社では労働組合不要
最も難関といわれる溶融燃 安定」輸送確立にかかわる 開催し、要請交渉結果の報 ります。
国労運動の継承と組織の強 差が余りにも有り過ぎます ともいえる施策が続いてい
料（デブリ）の取り出し作 諸問題の改善、安心して働 告と全組合員参加の意見が 迎える新年が皆さまにとっ 化・拡大へと繋がっていき し、貨物の組合員の気持ち ます。このことは、 春闘
業は、依然として高い放射 き続けられる職場づくりに 職場を作り出していくこと てより良い一年となります ます。国労運動に自信と確 を考えると格差是正に向け を巡って 東日本と東労組
線量の壁に阻まれています。 向けた闘いなど、すべての に確信を持ち、これからも ようお祈りし、新年にあたっ 信を持ち、全組合員がもう て精一杯取り組んで行きた の対立が決定的となったこ
いまだにデブリの全容を把 闘いを組織の強化・拡大へ 継続していく意思統一をし てのご挨拶といたします。 一人の仲間を勝ち取る運動 いと思います。今年も宜し とに端を発しています。組
握するには至っておらず、 と集約し奮闘していく決意 ていきましょう。
に立ち上がりましょう。
くお願い申し上げます。
合未加入者が７割超という
取り出し技術の確立の目途 を申し上げて新春のご挨拶 さて、仙総所では毎年矢 山形県支部
結びに、皆様のご健康と
異常な状況になっています。
さえも立っていません。今 といたします。皆様のご健 継ぎ早の合理化による多く
ご多幸をお祈り申し上げ、
会社と組合は、車でいうア
東
北
自
動
車
支
部
なお４２，７０５人の県民 康とご多幸をお祈り申し上 の問題を抱える中で、更な
新年のご挨拶といたします。
クセルとブレーキであると
が避難生活を強いられてい げます。本年もよろしくお る部外委託の拡大がされて
考えます。
ます。震災関連死も２，０ 願い致します。
来ました。各職場からしっ
ブレーキの無い自動車は
郡山工場支部
００人を超えています。
かり点検・摘発する体制を
どの様になるのか考える必
その原因は、故郷を追い 仙台総合車両所支部
整えることが必要です。職
要があると思います。組合
出された喪失感や長期にわ
場で起きている小さな問題
を辞め組合控除が無くなり
たる避難生活からくる精神
をみんなで共有し、疑問が
手取りが増えますが、よく
的苦痛やストレス、避難先
あれば管理者に確認する。
考える必要があります。
での病院通いの毎日や将来
それでも解決しなければ、
晴れている時、傘は必要
の見通しが立たない生活設
団体交渉へと進む取り組み
ありませんが、雨が降って
あけましておめでとうご
計への不安などに起因する
が求められています。
から傘を探してもあるとは
あけましておめでとうござ 限りません。晴れている時
ものであることは想像に難
また、相次ぐ業務の外注 ざいます。昨年は、季節外
います。最近、乗務員乗客、 に準備しておかなければい
しくありません。
化と共に車両検査周期の延 はずれの「桜を見る会」で
歩行者を巻き込んだ重大事 けません。労働組合も同じ
昨年 月 日東京地裁は
伸などが合わさり 本体の は国会内外で大きな問題と
東京電力の旧経営陣 名に
職場が縮小しています。私 なりましたが、安倍首相得 明けましておめでとうご 故が後を絶ちません。犠牲 ではないでしょうか。昨年
者の冥福を祈るとともに、 は、エルダー社員として新
対する業務上過失致死傷罪
たち国労が抱く、若い社員 意の「無いものは無い」で ざいます。
逃げ回りました。 月 日 安倍総理は昨年の桜を見 これ以上の犠牲者を出さな しい４名の仲間を迎えるこ
が問われた刑事裁判で、 あけましておめでとうござ や 会社への技術 技
･ 能の
名を無罪とする判決を出し います。昨年の第 回参議 継承に対する不安は解消さ に閉会した第２００回臨時 る会で、自分勝手に招待客 い為に対策を立てなければ とが出来ました。今年も組
ました。「長期評価」津波 院選挙は、憲法改正に執念 れず、新幹線の安全・安定 国会は、「桜を見る会」疑 を決め、尚且つ反社会勢力 いけません。
織拡大を合言葉に楽しく頑
の予見可能性の根拠とされ、 を燃やす安倍首相が、「自 輸送を守る体制が確立され 惑が急浮上、終盤にかけて の人までも招待していた事 その根底にある原因とし 張りたいと思いますのでよ
を国会で追及されました。 て、バスやタクシー運転手 ろしくお願いいたします。
これまでの民事裁判におい 衛隊の存在を憲法に明示」 るかが大きな問題となって 国会は揺れ続けました。
その中には、招待者名簿 吉本興業の芸人があれだけ の高齢化、基本給だけでは 結びに、昭和の時代は右
て定着してきた信頼性を根 を公言する中で行われまし います。
底から否定するものであり、 た。選挙結果は、宮城県で 仕事 安･全総点検運動に根 の廃棄問題に関連して怪し 社会的に叩かれたのに対し 生活できず時間外労働、休 肩上がりの成長する時代、
不当な判決だと言わざるを 野党統一候補が勝利するな ざした調査活動に取り組み げな人たちが紛れ込んでい て何の責任も取らないし安 日労働が生活給の一部になっ 平成の時代は貧困と格差が
ど、暴走政治を重ねる安倍 ながら、労働条件改善の闘 たのではないかという疑惑 倍総理は退陣をしていませ ている現実、長時間拘束、 広がり一部の富裕層と大多
得ません。
さて、昨年東日本全域に 政権に対して歯止めとなる いと合わせて今年も精一杯 や、有権者への供応が疑わ ん。野党議員にも頑張って 出先での宿泊など労働強化 数の貧困層が同居する時代
猛威を振るった台風 号の 民意が示され、改憲発議可 奮闘してまいりたいと思い れた前夜祭の問題が含まれ 頂き早急に退陣を求めて行 の実態があります。
でしたが、令和の時代はす
改善基準告示では、一日 べての人々が安心して生活
影響で、福島県内でも阿武 能な 分の 以上の議席の ます。また、当支部におい ており、安倍政権側の答弁 きたいと思います。
最長 時間、一週間 時間、 出来る様に願っております。
隈川をはじめ県内各地の河 獲得を阻止することができ て 年後には現役とエルダー が場当たり的で、信じ難い エルダー社員の賃金が
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