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勝ち取ろう要求！

７名の委員
から発言

諏訪書記長 中間答弁と集約

れている。▽南松構内の入
れ替え中に脱線が起きた。
過去に同種の事故があった
が、原因究明をしっかり行っ
ていなかった結果ではない
か。会社の設備不備は問題
視していきたい。
松本運輸 長沢委員
▽松本駅に Suica
が導入さ
れて１年。自動販売機が使
えない時には Suica
へのチャー
ジができないという問題が
あったが、チャージする機
械がやっと入る▽エルダー
社員は一斉停止テコを扱う
ことはできるが、復帰は社
員でなければできない。交
渉での進展はあるのか。
車両所 米沢委員
▽来年度は工事量が減り△
となる。今後どうなるの
か心配。▽エルダー社員が
増え職場も委託化が増える
のではないか。「今までの

仕事でエルダーならいい」
という人もいるので難しく
なってくる。▽アスベスト
の従事記録の管理方法はど
うやっていくのか。
車両所 佐藤委員
▽新幹線車セでは１日交検
から半日交検に変わるため
に年明けから練習している
がきびしい。時間優先の意
識が強く、安全は大丈夫な
のか。夜間の勤務時間が増

記録は地本で一部保管し
中間答弁
１ 松本車セの遠距離通 支部か分会でも保管を。
勤解消は本当に良かった 。集 約
信濃大町駅の改善も現場 １ 組織強化・拡大は二
での議論や現場長との話 月の交流集会で意思統一
３月７日、国労長野会館において第１３４回拡大地方委員会が開催されました。
し合いでの成果だ。
してきた。具体的な取り
委員会では国労の最重要課題である組織拡大、エルダー職場の改善、北陸新幹線開通
を迎えての職場の問題、貨物の手当て削減問題など活発な発言がされ方針の確立と諸 ２ 貨物の問題を全体的 組みとして他労組組合員
に共有していくことが重 の不満を聞いたり、組織
課題に対して全力で闘う事を確認してきました。
要。貨物協議会と連絡を がきちんと目標を持ち取
あり、討論に入りました。
取り合って行く。
り組むことが重要。
３ 一斉テコの取り扱い ２ 今春闘は賃上げ要求
は支社の方へ要請する。
と合わせ、さまざまな課
４ アスベストの従事歴 題を結合させ、職場から
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冨沢副委員長の司会で始
まり、資格審査では地方委
員、執行委員の成立要件を
確認し、第１３４回拡大地
方委員会の成立を宣言。議
長には長野施設電気分会の
松本委員が選出されました。
続き、太田執行委員長から
は３点にわたって挨拶があ
りました。
１ 安倍政権の暴走を止め
るためにも、今統一地方選
挙勝利と春闘再構築が求め
られている。

松本電車区 北山委員
▽６年半ぶりに１名の遠距
離通勤が解消した。希望の
元職場になった。この間現
場長と何回も話したり、職
場集会を何回もしてきた成
果だ。▽長野鉄道サービス
連絡会の要求でゴミ分別所
の作業場に窓がついた。そ
こで働く人たちが国労にお
礼を言ってきた。▽信濃大
町駅での留置車両のパンタ
の除雪が今年度から二人体
制になった。夜間での一人
作業で、もし宙づりになっ
ても連絡ができないという
問題があった。▽仕業が委
託され２年経った。問題点
もあり業務委託の見直し交
渉が必要だ。
貨物長野 細野委員
▽経費削減に拍車がかかる。
黒字は人件費の大幅削減と
合理化で達成。経営安定の
ため諸手当見直しも提案さ
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の闘いを作ろう。分会運
動の活性化が重要。
３ 技術継承や労働条件
改善、教育の充実は世代
交代が進む にとっての
根幹だ。労働環境・安全
に対するチェック機能も
強化していきたい。貨物
会社の構造矛盾は解消に
向け引き続き取り組んで
いく。
４ 統一地方選勝利と安
倍政権の暴走を阻止、国
民の安心した暮らしと権
利を守っていこう。

えるので鉄道サービスも労
働強化となる。
車両所 中沢委員
▽現在出向中だ。スパナー
も締めたことがないプロパー
社員が何人かいる。車種も
多く安全が不安だ。▽旗開
き、仲間の退職祝いにプロ
パーの人を呼んだ。もう少
し頑張って組織拡大したい。
篠ノ井運輸 丸山委員
▽女性社員がいる。「起床、
就寝はみんな一緒でなけれ
ばならない」と言われた。
風呂やシャワーは時間をず
らしたほうがいいのではな
いか。女性の一人勤務は問
題があるように思う。
書記長集約、方針・委員
会宣言がが採択され、太田
委員長の団結ガンバローで
閉会となり、その後の団結
会で大いに団結を固めあい
ました。
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２ 関連会社の労働条件向
上では長野鉄道サービスの
取り組みは参考になる。引
き続き取り組みの強化を。
３ 組織拡大の戸倉での本
部オルグで東京地本青年部
長の話には参加者全員が感
銘を受けた。創意工夫で若
い組合員を増やそう。
東日本本部・宮﨑副委員
長より、①組織拡大は喫緊
の課題。全地方が様々な取
り組みをしている。② 春
闘の闘いと合わせ、労働協
約改定の交渉も
行ってきた。一
人ひとりが自分
の職場の見直し
をしてほしい。
③安定多数の安
倍政権は改憲の
動きが加速して
いるが震災復興
は遅々として進
まない。との挨
拶がありました。
続いて、矢澤
組織部長から組
織拡大の提起が
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側は「１０００社の生涯
賃金ランキングの中で、
東日本は５００位にも
入っていない。突出感と
は程遠いデータだ。一方
で輸送業では 東日本の
業績ランキングは１位で
ある。十分支払いは可能
である」と組合の要求に
沿った回答を求めてきま
した。

国労本部
３・９春闘総
行動を展開

JR

JR
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ごみ分別所に窓が設置

３月 日に北陸新幹線は東
京ー金沢間に延伸されました。
最速で２時間 分で結ばれ、
生活、観光など大きく変わり
劣悪な労働環境が改善される
ます。
一方、 から分離され第三
松本駅構内には鉄道サー 労働環境が改善されました。
セクターとなった並行在来線 ビス会社のゴミ分別作業室 そこに働くシルバーの皆さ
の方はどうなってし があります。その作業場は んより「国労さんありがと
まうのでしょうか。 夏の暑さと臭気がひどく労 う」と役員に話がされ、な
「 は新幹線開通後、 働環境が悪い状態でした。 んとも嬉しい話です。役員
並行在来線の運行は そこに働く方々は「北側に 一同これからも職場環境を
しなくてもよい」。 窓が欲しい」との要望があ 良くしていこうと話し合っ
これは平成２年に整 りました。国労ＮＳＫ連絡 ています。
備新幹線取り扱いに 会では劣悪な環
おける、政府・与党 境を改善しても
の「申し合わせ」で らうため会社に
決まったことです。 「北側に窓の設
赤字が確実視される 置を」と改善要
在来線は新幹線が開 求をしてきまし
通したら地元自治体 たが、３月６日
にまかせ第三セクター に窓が設置され
となります。「しな
の鉄道」もそうです 鉄道」「肥薩おれんじ鉄道」 換えが必要となり、初乗り運
が、「ＩＧＲいわて などは乗客数が減少し運賃も 賃も発生し割高となります。
銀河鉄道」「青い森 高くなり鉄道離れに拍車がか
偶然にも北陸新幹線開通の
かっています。活 その日、「北しなの線」では
性化しようとして 豊野―妙高高原間の架線に着
も、なんの変哲も 氷した影響で、下りの始発列
ない田舎なのでア 車が部分運休するなど、ダイ
ピールする材料も ヤが乱れました。その影響で
ありません。
妙高高原駅ではえちごトキめ
今回の北陸新幹線 き鉄道との乗り換えで混乱が
延伸でも県境ごと 起きました。３両のワンマン
に「しなの鉄道」 運転への乗客の不安もありま
「えちごトキめき す。また、委託された駅では
鉄道」「あいの風 駅員のいる時間も短くなり駅
とやま鉄道」とな 員も減ります。「北しなの線」
ります。
は日本有数の豪雪地帯を走り
妙高高原駅でも乗 ます。はたして安全性は保た
客はいちいち乗り れるのでしょうか。
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１５０００円の賃上げを職場

にわたって影響を及ぼすので、
判断は中・長期的な経営環境
を視野に入れなければならな
い」「平成 年の新人事賃金
制度によりベース賃金は大き
く改善している。当社は高い
公共性を有しているので突出
感も持たれないようしたい」
との回答がされました。組合

３・９春闘総行動で決意表明をする宮本執行委員

JR

３月９日、国労本部は
「２０１５春闘勝利・国
労中央行動」を取組みま
した。交通ビルＢ１Ｆホー
ルにおいて１５春闘勝利
に向けた総決起集会を開
催し、その後、国労本部
からデモ隊を組み日比谷
公園まで行進しました。
午後からは何ヶ所かに
分かれ、長野地本は国交
省周辺と中小企業庁周辺
で街頭宣伝とビラ配りを
行ってきました。
一日の行動には青年婦人
部・家族会や旅客・貨物
の仲間６００名が参加し
ました。

運賃増加と乗り換えで今後どうなる

第三セクター

からの闘いで勝ち取ろう
東日本エリア本部は３月２
日第１回交渉、３月 日第２
回交渉で会社に①日本経済の
動向②企業の社会的責任③
労働者の実態④ 東日本会社
の財務状況の推移などのデー
タをもとに組合側の主張を展
開してきました。会社側は
「ベアは人件費コストが将来

大幅賃上げで日本経済の再生を
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