第
30

回東本部拡大委員会を開催

国労水戸地方本部
水戸市中央1-1-11
ENYビル2F
029-221-4008

24

11

発 言す る出 羽正 則 委員
昨 年 月 日︑ 国労フク シ
マ放 射能問題 交流会 を行っ て
きま した︒３ ・ の福島第 一
原発 事故によ り︑今 日まで 放
射能 汚染とり わけ低 線量被 ば
くに 苦しむ︑ 仙台地 本福島 県
支部 と水戸地 本福島 支部の 両
支部 組合員が 参加し ︑講演 と
全体 交流を地 元福島 県支部 の
協力 により︑ 郡山市 で６０ 名
の仲 間が参加 し交流 を深め て
きま した︒放 射能汚 染に対 す
るＪ Ｒ仙台支 社と水 戸支社 の
対応 の違い︑ 放射線 物質を 含
んだ 産業廃棄 物のＪ Ｒ会社 の
管理 について ︑組織 拡大を 視
野に 入れた若 手社員 との関 わ
りな ど意見交 換をし てきま し
た︒ ３月 日︑福 島市あず ま
運動 公園で開 催する ﹁原発 の
ない 福島を
県民 大集会 ﹂
の総 結集を全 体で確 認して き
まし た︒東本 部とし て社員 の
健康 管理を徹 底する よう引 き
続き 会社に求 めて頂 きたい と
思います︒
次 に組織強 化拡大 につい て
報告 します︒ 国労本 部指令 １
号に 基づき︑ 地方本 部は２ 月
２日に 組織拡大を勝ち取る

第１回 全支部︑ 分会長 ・書記
長会議 を開催し 全機関 が集中
して取 り組む活 動方針 と︑支
部分会 から組織 の現状 報告を
受け全 体の意思 統一を 図って
きまし た︒地本 として ︑一つ
には次 期大会ま でに︑ 組織の
１０％ ３０名の 拡大目 標を設
定し︑ 各分会に おいて も︑組
織の１ ０％拡大 目標を 指示し
その実現に全力をあげること︒
二つに は︑分会 組織対 策委員
会を開 催し︑実 践計画 を策定
するこ と︒三つ には︑ 各分会
からの ﹁行動内 容と特 徴的な
状況﹂ 報告を支 部に提 出し︑
支部は 地本へ地 本は本 部へ報
告する 流れを作 り︑同 時に特
徴的な 内容の把 握と分 析をす
ること ︒四つに 分会・ 班活動
の活性 化と組織 拡大を 勝ち取
る為に ︑最大限 の力を 発揮し
て行く こと︑以 上の提 起を行
いまし た︒第 回の会 議は︑
分会長 ・書記長 が本気 になっ
て組織 拡大を勝 ち取る という
腹を固 める場と なりま した︒
また地 方本部は ︑組織 対策費
の活用 について ︑改め て機関
活動と 個人活動 を財政 面でサ
ポート する体制 と取り 扱いの
基準を 徹底し︑ 分会と 組合員
との認識の一致を図りました︒
最後 に︑検修 外注化 実施後
の状況 について 報告し ます︒
月 １日に実 施され た分けで
すが︑ 交渉の中 でＪＲ は﹁施
策を実 施する上 で準備 万端で
ある︒ あとは制 服を着 替える
だけだ ﹂と回答 しまし た︒し
かし︑ 出向先で は﹁Ｍ ＴＳ仕
業検査 要員が不 足して いる﹂

﹁ＪＲと ＭＴＳ の作業区 分が
曖昧で適 当に仕 切りがさ れて
いる﹂﹁ ＭＴＳ 作業責任 者の
教育知識 不足に より現場 作業
に混乱が 生じて いる﹂等 の声
が出され ていま す︒大き な施
策の変更であり︑移行時の様々
な問題は ＪＲの 管理体制 が問
われてい ます︒ 出向会社 の問
題を軽視 すれば ︑安全安 定輸
送の崩壊 につな がること を認
識すべき です︒昨 年 月７日
の地震発 生で︑ 一部ＭＴ Ｓ出
向社員に 安否確 認システ ムが
機能して いない 事象があ りま
した︒ 月 日からＭＴＳは︑
何の説明 もせず 安否確認 シス
テムの再 登録要 請を現場 では
じめまし た︒登 録には社 員番
号が必要 である ことから ﹁Ｍ
ＴＳ社員 として の社員コ ード
番号の周 知﹂も 同時に行 われ
ました︒
地本は ︑３． 大震 災の反
省教訓を 踏まえ 議論を重 ねて
きた経過 と社員 管理体制 が問
われてい る事か ら︑今回 の経
緯と対策 につい て申し入 れを
行いまし た︒会 社回答は ︑Ｊ
Ｒ本体及 び出向 会社で同 時加
入できな いシス テムにな って
いる︒出 向する 社員につ いて
は︑発令 日にＪ Ｒ本体の シス
テムを解 除し︑ 出向会社 で再
登録して もらう こととし てい
る︒今回 の事象 は︑ＪＲ での
説明不足 であっ たことを 認め
謝罪しま した︒ 今後も︑ ＪＲ
会社や出 向会社 の姿勢・ 体質
を点検し ながら ︑要求改 善の
前進を図っていきます︒
以上で発言を終わります︒
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２月８日︵金︶仙台市にて第 回
拡大委員会を開催し︑２０１３年春
闘勝利︑﹁安全・安定輸送の確立﹂︑
安心して働き続けられる雇用・労働
条件を求める闘いなど︑全ての諸闘
争を国労の最重要課題である組織強
化拡大の取り組みを中心に当面する
闘争方針を確立しました︒
２０１３年春闘は︑﹁格差と貧困﹂
が拡大し︑消費税の増税や生活保護
費の切り下げなどさらなる負担が強
いられようとする状況のなか︑経団
連は今春闘の指針で︑基本給を底上
げするベースアップ︵ベア︶を﹁実
施する余地はない﹂と発言していま
す︒
国労は２０１３年春闘としっかり
結合させた運動を図ると共に︑委託
社員をはじめＪＲに働く全ての仲間
の環境・待遇・労働条件の改善︑そ
して労働協約改訂にむけた取り組み
を全機関が全力で奮闘することを全
体で確認しました︒
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第９号
と
み
こくろう
２０１３年２月２１日

10

1

