各支部からは︑◆支部でも定期的に組織対策会議を
開くことが出来ている︒◆組織拡大は︑一部の役員だ
けの取り組みだけでは不十分︒◆若い社員との交流も
あるが︑遠慮や躊躇することもあり︑一歩踏み出して
組織拡大とはなっていない︒◆職場での問題などを改
善させる取り組みが不足している︒◆会社と国労は和
解したとなっているが︑依然として差別感がある︒な
ど各支部︑分会などから組織拡大に対する状況など出
された︒
今後の取り組みに対して各支部︑分会からも意見が
出され︑◆リストアップをもう一度取り組む︒◆若い
社員との交流を継続させる︒◆他職場︑他職種などへ
異動する場合︑連絡体制をしっかり行う︒◆今年の新
採は少なく様々な状況もあるらしいが︑新採対策を各
分会でしっかり取り組む︒◆職場の問題の改善に向け︑
取り組みを強化させる︒また︑会社の施策を利用する
ことも必要︒◆出向先のプロパー社員がＪＲを希望し
ている︒対策をするべき︒◆各支部︑分会で行事︑交
流を今後も活発化させるなどの意見が出された︒
現在全国の組織拡大では︑若い仲間やエルダーの仲
間︑また社会人採用の仲間など様々な状況での組織拡
大が続いている︒
今回の組織対策会議を通して︑地本としても今後も
組織拡大と職場の労働条件向上を一体のものとして︑
今まで以上に地本︑支部︑分会と連携を密にし︑もう
一歩踏み出して全組合員で組織拡大をして行くことを
確認してきた︒
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みんなで解決 国労で

４月１日︑大宮ソニック
シティにおいて︑平成 年
度ＪＲ東日本入社式が行わ
れました︒国労東日本本部
は青年部を中心に全執行委
員・各地方青対担当が 名
集まり︑地本青年部から４
名が参加をして入社式対策
行動を行いました︒
新入社員に﹁入社おめで
とうございます﹂﹁研修頑
張ってください﹂と声をか
け︑ティッシュやボールペ
ンを配り国労をアピールし
ました︒﹁ありがとうござ
います﹂と立ち止まり受け
取ってくれる人や︑支社ご
とに集合した新入社員が会
場までの移動中に受け取っ
てくれる人もおり︑昨年よ
り多く配ることができ変化
を感じました︒
今後︑新入社員が現場配
属になります︒各分会で新
入社員対策の取り組みを宜
しくお願いします︒

貨物会社は３月 日︑﹁２０１３年度新賃金引き上
げに関する申し入れ︵闘申９号︶に対し︑①定期昇給
の実施︑② 年連続﹁ベア・ゼロ﹂︑③ 歳以上１５
００円の賃金改善措置の回答を行った︒
貨物会社に於ける 年連続の﹁ベア・ゼロ﹂は︑社
員・家族の最低限の要求に背を向け︑厳しさだけを押
し付ける姿勢は決して許されるものではない︒
さらに社長は︑事業計画の訓示を会社幹部及び現場
長・指定職社員に対し﹁鉄道輸送を継続・発展させる
ために賃金抑制に踏み切る﹂考えを明らかにした︒
一方的な賃金抑制は法律違反であり︑社長発言は極
めて重大なことで見過ごすことは出来ない︒
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地本は３月 日︑組織拡
大学習交流会を開催してき
た︒
現在︑全国で組織拡大が
続いているが︑地本として
も全国の優れた取り組みに
学び︑今後の組織拡大の取
り組みに生かすため︑学習
交流会を開催してきた︒
坂本組織部長の司会で始
まり︑太田地本委員長の挨
拶の後︑田中博文本部副委
員長より︑本部オルグ︵指
令１号組織拡大の意義︶を
23

受け︑ 歳で国労加入した
国 労西 日 本︑ 吹田 機 関区
︵大阪貨物分会︶の平田景
一さんより﹃なぜ国労を選
択したか﹄︑工藤隆志大阪
貨物分会書記長より﹃平田
さんを国労に迎えるまで﹄
の講演を受けた︒その後︑
田本広長野鉄道退職者の会
会長から特別発言︑彦田東
日本本部青年部長からは東
日本本部の取り組み活動の
状況を受けた︒
交流会は休憩のあと︑参
22

加した組合員からの意見交
換を行い︑最後に諏訪地本
書記長の閉会挨拶で交流会
を閉じ︑団結懇親会を開催
した︒
交流会を通して地本とし
ても︑田中副委員長︑そし
て国労加入した若い平田さ
んと当該分会の工藤書記長
の発言︑取り組みに学びな
がら︑お互い元気を出して︑
明るく組織拡大を取り組む
決意を参加者全員で確認す
ることができた︒

● これか
ら 退職者
が 多くな
り ︑手を
拱 いてい
れ ば国労
の組織は減少していく︒
●本部は闘争指令１号 組
(
織拡大 を
) 発し組織拡大を
全国で展開している︒各エ
リアでも頑張ってもらって
おり︑東日本エリアでも実
績が上がってきている︒
●分割・民営化で当時の中
曽根首相が﹁国労を潰せば︑
総評︑社会党がつぶれる﹂
と攻撃した︒国労は闘争団・

家族そして組合員の全てが
頑張りぬき︑ＪＲ不採用事
件を解決させた︒●この
年間闘い抜いた国労組織が︑
何もしなければ自滅してし
まうことにる︒国労組織の
火を消すわけにはいかない︒
●組合員の中で︑現状に安
住する傾向もあるが︑組織
は数が勝負であり︑多数派
をめざさなければならない︒
●歴史的に組織拡大は今始
まったことでない︒多くの
先輩方が困難を乗り越え︑
他労組から組織拡大をして
国労は多数派になってきた︒
●現在職場に労働運動︑組
合運動がなくなってきてい
る︒職場の問題は職場で解
決が基本であり︑職場の要
求はどうなっているか点検
しなければならない︒国労
の存在︑役割は大きい︒●
組織拡大に特効薬はなく︑
機関のやり切る決意︑一部
の役員の取り組みでなく︑
全組合員で取り組みを行い︑
質を高める︒組織拡大をし
ても ﹁ 面倒 見切 れ ない ﹂
﹁差別されそう﹂という声

22

事を教えてもらい︑色々なアドバイスも
受けた︒また︑公私ともに面倒を見ても
らってきている︒●国労の方は常に問題
意識があり︑職場の事を教えてもらった︒
真剣に﹃国労へ来いよ﹄と訴えてくれた
ことが加入につながったと思う︒●私の
他に数名の仲間が国労加入した︒やはり
代の仲間の加入が必要だ︒私自身︑組
織の減少に不安もある︒だから﹃人をえ
らばず声をかける﹄﹃組織拡大︑成り振
りかまっていられないと﹄と思っている︒
●加入をさせた後が心配だとかあまり考
えてもらいたくない︒それよりも声かけ
をして１人でも２人でも加入してもらう
ことが大事︒●他労組組合に﹃国労へ来
いよ﹄と毎日言っている仲間もいる︒今
日の取り組みはどうだったか︑明日はど
うすると言っている︒組織拡大に遠慮は
いらない︒

平田景一さん︵国労西日本吹田機関区︶

20

工藤隆志︵国労西日本・大阪貨物分会書記長︶

●地域の組合との交流や学習会に
参加してもらった︒国労とは何か
真剣に訴えてきた︒●どこもそう
だと思っているが︑始めはサーク
ルや旅行︑飲み会などで交流して
きた︒●職場の問題点の改善は国
労だから出来る︒●私達分会も平
田君を加入させるにあたって︑時期の問題などで遠慮
や躊躇したこともあった︒●これからも︑本気で国労
加入を訴えて行く︒加入用紙を直ぐに書いてもらおう
と思っている︒●私自身平成採だけども︑断られ︑無
理だと言われ１０年かけて国労加入してくれた仲間も
いる︒あきらめていたら組織拡大はできない︒

●最初は 他労組
に所属を してい
た︒新入 社員の
研修中に 組合役
員がきて ︑加入
用紙をも ってき
た︒﹁こ れを書
いてから夕食だ﹂と言われた︒●吹田機
関区に配属になり地域組合の行事に国労
の仲間から誘われ︑国労に興味を持って
きた︒●国労に入る前に他労組の会議な
ど参加したが︑若手の意見は受け入れて
もらえず︑意見を言うと打ち消されてし
まっていた︒●職場の中の国労の方は仕
事をよく教えてくれ︑また人間的にも親
しみやすかった︒こんど誘われたら国労
に入ろうと思っていた︒● 歳で国労に
加入してから︑他労組の役員が接触しょ
うとしていたが︑国労の分会がガードし
てくれており︑特に揉め事や呼び出され
るような事もなかった︒●国労の方に仕

もあるのも確かだが︑様々
な状況を組織で対応してい
く︒●職場で国労はいいお
じさんになっている︒もう
一歩踏み出して︑﹃国労に
入れ﹄と言うことが大切︒
●拡大目標は高い数字かも
しれないが︑今やらなけれ
ば︑毎年毎年困難になって
いく︒●ＪＲ各社は更なる
効率化をしてくる︒労働者
は団結して要求を実現させ
ることが必要である︒現在
全国で様々な状況から国労
加入が続いている︒今後も
会社の動向︑他労組の状況
に 注 視し な がら ︑大 胆 に
﹃国労加入﹄を全組合員で
訴える︒
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