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地方本部は６月 日、長野市のチサングランド長野において２０１４年度の退
職者慰労会を開催しました。この１年間の退職者は 名となり、参加された退職
者は御夫婦同伴の 名を含め来賓、地本役員など 名が集まり、長い間の労をね
ぎらいました。
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ださってお礼と感謝を申
し上げたい。ありがとう
ございました。懇親会の
中で国労運動や職場の話
などでご歓談ください」
との地本代表挨拶。引き
続き本部からの感謝状と

分散会報告

で腕を組んで「国鉄労働 ながら交流をしました。
組合歌」を合唱して散会 ２日目は分散会報告や、
となりました。
特別発言・決意表明、田
中本部副委員長のまとめ
を行い、最後に林本部副
青年部長の団結ガンバロー
で散会しました。

箱根湯本で開催

☆今回の参加は迷った
（５ １/復帰）人間関係で
脱退したが、人間関係で
復帰した。分会に若い人
がいない。消滅だけは避
けたい。☆上司とトラブ
ルになったが、国労の先
輩が味方をしてくれ、加
入を決意。管理職は口を
出さなくなった。☆関連
会社は全員他労組だが、
何をやっているか不透明
だし上司からのパワハラ
も多い。国労ＨＰに相談
のメールを送り、西日本
５月 日～６月１日、 本部と会う事が出来た。
第９回組織強化・拡大
（東ブロック）経験交流
集会が箱根湯本「箱根路
開雲」で開催され、分
散会から参加しました。
各分散会に３～４人の加
入者・復帰者が入り、加
入動機や変化したこと等
を出してもらいながら意
見交換をしました。分散
会終了後全体交流を行い、
参加者が全員自己紹介し

（東ブロック）
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当日、篠ノ井線で事故
があり変則的な進行でし
たが、諏訪書記長の司会
で始まり、冨沢副委員長
より「長い鉄道人生、み
なさんご苦労様でした。
また国労運動を支えてく
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記念品の贈呈が行われ、
退職者を代表して吉沢さ
んより「退職してもエル
ダー社員として残ってい
くので引き続き国労運動
に関わっていきたい。今、
社会がきな臭くなってき
ている。戦争の危惧もあ
る。市議会の中では党派
の枠を超えて『戦争反対
の演説をした』と新聞に
載っていた。これから草
の根の運動、職場の運動
が本当に大切になってく
ると思います。退職をし
た我々も頑張っていきた
い」との謝辞がありまし
た。歓談中に太田委員長
が到着し慰労の挨拶。
「長い間ごくろうさまで
した。引き続き退職者の
会にご加入をいただきた
い。組織拡大では６月１
日に加入者があった。み
なさんには是非お力をお
貸しいただきたい」とあ
りました。最後にみんな

組織強化･拡大
経験交流集会
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関連会社でも国労に入れ
る事が分かり、加入を決
意した。加入した事によ
りパワハラが無くなり、
就業規則の変更が行われ
た。☆国労にずっとオル
グはされていた。主任に
合格したことをきっかけ
に加入した。（参加者）
☆分会に温度差がある。
もう一歩前へ、汗をかく
行動があまり見られない。
☆個人の取り組みから分
会の取り組みへ。☆拡大
に向け係わっている人が
少ない。１人の対象者を
作っていくことが必要。
特別発言では、冨沢副
委員長から、信州ロジス
ティクスで２名の拡大が
あった事を報告し、参加
者全員から大きな拍手を
頂きました。
まとめでは、☆拡大の
サプライズ発言には驚い
た。このようなサプ
ライズなら何度あっ
てもいい。☆今後の
交流集会の進め方を
検討していきたい。
大胆に訴えることが
強化になる。☆決意
を持ち帰って実践と
総括をし次の運動を
展開していこう。
（報告 地本・坂本
義昌）

た 月 日に再び労働局
へ。２月に手帳の交付と
なりました。 月からは
同時に第２次申請者の取
り組みを始め報告会ギリ
ギリの所で全員手帳取得
となりました。
手帳取得者より感想を
頂き、神奈川労災職業病
センター 池･田さん、国鉄・
ＪＲ大船工場退職者会事
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筑波山京成ホテル
にて開催
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務局長・五十嵐さんの講
演を経て、地本執行委員 ･
坂本さんのお父さんのア
スベストによる業務災害
報告。お父さんは「アス
ベストによる肺炎」と医
者に診断され申請が大変
だったという話がされま
した。参加者はいつも以
上にしーんとした雰囲気
で聞き入っていました。
27

７月４日、国労長野会館において、アスベストの健康管理手帳申請者 名全
員が手帳を取得した事を一区切りとして、喜びの報告会が行われ、 名が参加
しました。

諏訪書記長の挨拶で始
まり、筆者（鈴木）より
この１年間の活動報告を
しました。とにかく初め
ての事なので申請書類を
何度も書き直し、申請者
にはその度にご迷惑をか
け、 月になりやっと申
請書類を揃え労働局へ行
きましたが書類の不備を
指摘され、年末も押し迫っ

６ １/２に回答のあるはず
が、待ちに待ったが回答
はされず、その日の 時
過ぎに一部の組合に対し
て行われ、絶対にあって
はならないし、許されな
い事。 日に抗議し回答
を受け、夏季手当は１．
３６ヶ月と毎回の超低額
回答であり、４月には、
祝日給・旅費の廃止と益々
社員はやる気をなくすば
かりで本当に死活問題で
す。やはり労働条件を改
善するには組織拡大が必
要と感じました。
次に本題である学習会
の内容は、『待機と休養』
についてでした。この
『待機と休養』は、まず
平成 年にダイヤ乱れ時
等における支社・支店及
び区での留意事項につい
て出され、平成 年には、
一部改訂及び追加で、列
車遅延時における『待機
と休養』にかかわる取扱
いの再徹底について出さ
れました。
右記に対する違い・追
加は、書面により指示す
る事を基本とする 様(式１・
様式２ 。)今までは決めら
れた様式はなかった。
新たに「休養」を指示す
るために必要な時間は労
働時間として扱う (分を

基本とする )
までを「待機」として取
「休養」を指示できる時 扱う。
間が、２時間以上であり、 以上の点を再度、学習
列車の到着時刻がわかり すると共に問題点や取扱
出勤時刻を指示できる場 いについて各職場の話し
合。もしくは、列車の到 を聞きましたが、完全に
着時間が不明な場合でも、 明確な遅れであればきち
２時間以上、列車の到着 んと指示はされている所
の見込みがなく確実に２ もあれば、列車の遅れを
時間以上の休養を指示で 把握するのが精一杯でそ
きる場合。
こまで行っている余裕が
出勤点呼、出場点呼で、 ない所もあり、各職場に
乗務する列車が所定の時 おいてだいぶ温度差を感
間から更に２時間以上の じました。
休養時間が確保できる場
いよいよ学習会も終了
合に限り「休養」指示を し待ちに待った宴会です。
行う。
宴会では、学習会で話し
到着点呼 折(返し点呼含む )足りなかった事や世間話、
で、乗務する列車の遅延 あらゆる話しと、盛りに
が明確な場合は、その時 盛り上りとても良い交流
点で「休養」指示を行な が出来ました。
う。この場合、所定の折
最後に今回学習した事
返し準備時間のみとし、 は、内容が変わっていて
新たに休養を指示するた 勘違いする可能性がある
めの時間 (分 は)設けな ので、今回で終わりでは
い。
なく自分でも再度勉強し
止むを得ず「休養指示を 職場の中でも伝えて行き
解除する必要」が生じた たいと思います。
場合。
貨物長野分会
運転士に対して、休養を
松崎伸也
解除した理由を説明する。
待機・休養確認表、指示
表を訂正する。
止むを得ず「休養」を解
除する必要が生じた場合
は、必要な労働時間とし
て実休養時間のうち 分
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第14回貨物運
転士交流会

平成 年６月 日～
日に茨城県筑波山京成ホ
テルにて貨物運転士交流
会が開催されました。
全国から、北は青森・
南は吹田と総勢 名、長
野からは２名が参加しま
した。
まず始めに、交流会主
催者の東日本運転協議会
長谷川議長と、各上層部
の方々から挨拶をいただ
きました。印象に残った
事がいくつかあり、山手
線の支柱が倒れる事故と
山形新幹線の架線切断事
故で一歩間違えば大惨事
になっていた事。
戦争法案を大会で議論し、
特に貨物の場合は、軍事
輸送にも携わっているの
で是非議論して欲しい。
反戦平和には、絶対に譲
れない事。そして、一番
問題視しなければいけな
い夏季手当の回答。当初、
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手帳取得者 土屋健一
手帳取得者 村松博
ずっと手帳を欲しいと思っていた
石綿に関しては悲惨な時代があっ
が、やってくれて嬉しい。ＪＲに証 たなぁと思ってる。 165･169
系の汚物
明を要請したら「４年間やった」と タンク改造を思い出す。雨水で鉄が
証明してくれた。「よかった」と思 腐る。そこをグラインダーで削る。
いすぐに労働局に用紙を出した。す その中で作業をしていた。また、キ
ると徳武書記長より「個人ではダメ、ハ のアスベストを取る仕事もあっ
すぐに取り戻して」と言われた。電 た。この二つは今でも頭にくる。あ
気職場、廃車解体、鉄工・製造職場 る時、業者を見ると、マスク・飛散
と関わった全ての職種を書いてくれ、防止をやっていたが我々にはない。
ということだった。改めてそれを見 その差にも怒りがある。手帳取得に
ると、 年間よくこんな過酷なとこ 大事なのは自分がいつ、どんな作業
ろにいたんだと自分でもびっくりし をやっていたかで、その記録は残し
た。関わってくれた方にお礼を言い ておいたほうがいい。当時、「奇跡
たい。手帳をもらっ
の繊維」ともては
たことで満足して
やされていたので
いて、昨日慌てて
仕方ないとも思う
東長野病院に検診
が。運動として結
の予約をいれた。
実してよかった。
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