
                                                                         

 

 

   2022 年 2 月 11 日 
第 39 回拡大委員会 

委員発言用紙  
（ 経過 / 方針 / 協約・協定 / 質問要望含む） 

所属： 長野  地本 委員名：柳原 昭治 
東北信支部は、JR 線のうち長野支社の、主に北陸新幹線職場とその乗務員、設備部門の社

員を中心に組織されています。これまで、組織の団結力向上のため、様々な企画を実施してき

ました。 

東北信支部として、花見、たけのこ狩りなど、季節ごとにレク活動を実施してきました。昨

年度からはコロナ禍のため、中止せざるを得なくなってきましたが、過去にはこの一連の行動

により、国労加入に結び付いたこともあり、今後も継続してゆく決意です。 

職場が広範囲であり、職種が多種にわたる為、それぞれの地域性を尊重した対応を迫られる

場面もありますが、冬期間は豪雪地帯を運行する飯山線の職場を抱えており、その豪雪対応の

ために赴任している社員（以前は組合差別の配属先だった）を激励する取り組みも実施してい

ます。最近は若い社員をあえて配属しており、配属された社員の中に国労組合員はいません。

他労組組合員や、若い非組合員の社員を激励しようと、これまで通り試みていますが、会社側

の抵抗にあい、断念せざるをえなくなりました。これまで散々泣かされてきた経験を業務に活

かし、地方交通線の安定輸送を支援する！国労組合の組織拡大に結び付ける！を目標に取り組

みを継続できるよう検討してゆきます。 

組織拡大の取り組みについては、新入社員に対する組合説明会の開催などを職場ごとに開催

してきましたが、コロナ化の影響で開催できない現況ですが、取り組み方法を工夫しながら継

続してゆくことが求められています。 

他にも多くの役割を求められてきましたが、地域労働運動を社員の居住地区で展開してゆく

地区協運動にも大きなウェイトを置いてきました。国労組合員の構成年齢が上がっている今日

では、地区協を中心としたつながりが、その責務を担うことになります。具体的には、反戦平

和の学習会開催、原水禁大会への組合員派遣などがあります。国鉄闘争団支援では、現在も「国

鉄闘争を語り継ぐ会」の支援を、長野県労組会議が中心となり、継続しています。特に物販支

援では、これまでで最高の売上を記録しています。 

以上のように、東北信支部という機関に課せられてきた役割は重大ではありますが、組織人

員の減少に伴い、組合員一人で４役、５役を兼ねているのが実態です。また、現状のまま組織

拡大が無ければ、３年後には東北信支部所属の現役組合員は、平成採用の３名のみになってし

まいます。このような状態を、若手の組合員にそのままの組織形態で引き継ぐことは、大きな

負債を彼らに負わせるという判断により、機関整備を進めざるを得ない状況です。 

機関整備を進める中で、いくつかの問題点があります。まずは、分会に所属する職場が増え

ることにより、連絡がしっかり取れるのか？全く違う職種の問題点を、正確に把握できるの

か？これまで、横のつながりを支えてきた地区協の支援をどのようにするのか？他にも多くの

不安や問題がありますが、一つ一つ解決目指して、丁寧に対処してゆくしかありません。機関

整備を進める、という作業は運動と言えるものではありませんが、この作業を進めてゆくなか

で、それぞれの運動や活動の重要性を、改めてかみしめている組合員もいます。同時に組織拡

大の重要さを訴える組合員もいます。 

いずれにしても組織拡大は、各組合員が職場の同僚と問題点を共有できること、その問題を

どのように解決に向けて取り組めるかにかかってくると考えます。そういった取り組みをバッ

クアップできる組織のあり方を模索しながら、取り組みを進めてゆく決意を添えて、東北信支

部の活動報告とします。 

※頂いた発言は、後日新聞等で取り扱いますので、簡潔にお願いします。 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇コロナ禍での地方本部の実態について 

 

 

 

 

 

 

 

   

新潟地本 藤井明人 



                                                                         

 

 

   2022 年 2 月 11 日 
第 39 回拡大委員会 

委員発言用紙  
（ 経過 / 方針 / 協約・協定 / 質問要望含む） 

所属：   東京地本 委員名：佐藤 敏幸 
 私の職場大船保線技術センターでは、国鉄採用が私を含め３名いてその他

の社員は全員ＪＲ採用者です。その国鉄採用３人とも来年度エルダー社員と

なります。先日エルダー先の会社が所長より提示され、私は第２希望の会社、

もう一人は第１希望、もう一人は３つ書いた希望とはまったく違う会社を提

示され、「何のために３つ希望を書かせたのか」と会社に対して不満を口にし

ていました。年金支給年齢が６５歳の私たちは働き続けなければなりません。

そういう中で自分の希望先ではないが生活のために契約しなければなりませ

ん。これからも続くエルダー制度に対し、本人の希望がかなうよう更なる取

り組みの強化を東日本本部に要望します。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、会社は収入源・赤字を理由に

修繕費を削減しています。そのため、苦情による除草、簡易な材料交換、軌

道修繕などをＪＲ直轄で行う状況となっています。また、その実績を金額に

換算して職場全体で、コストダウン金額２０００万円を目標にされています。 

 「変革２０２７」の実現に向けた組織再編に関する系統別説明が２月１日 

所長よりありました。内容は、計画グループで行っている一部の担当を各線

路科が行うということで、要員不足の中、業務が増大することで超勤も増大

することが予想されます。労働組合としてしっかりと検証し、安心して働け

る職場環境を求めていかなければなりません。 

 神奈川地区本部は、昨年１０月２３日に定期大会を開催し、２つの支部と

職能別協議会を凍結しました。凍結した支部担当執行委員２名を加え、職能

別協議会と貨物会社の代表を特別執行委員に任命し、新しい執行部の体制に

して分会を地区本部直轄体制としました。現状の定年による組織現状の現実

を踏まえて、現状に合わせた運動、組織整備をして持続できる組織を目指し

ています。 

 今年１月１５日、この間加入した青年１５名で神奈川地区本部青年部を結

成しました。国労運動の継承と発展を託すとともに仲間を増やすために、職

場で様々な努力をしながら、先進的な取り組みに学び、微力ではありますが

組織拡大に奮闘しなければならないと思います。 

※頂いた発言は、後日新聞等で取り扱いますので、簡潔にお願いします。 

 

 



                                                                         

 

 

水戸地本 

泉 秀俊 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、ＪＲ東日本は２０２１年３月期における国内最

大の最終赤字を計上。５７７９億円の最終赤字。１０年計画のビジョンが２０２０年からいっき

に強調され、今までにないコストダウンで黒字経営の転換を進めて行くとしています。現業機関

の営業関係の提案、会社説明は多く、私たちの身の回りでは、窓口で切符を購入出来る駅はどん

どん少なくなっています。 

水戸支社としての駅職場は１１３駅あり、その内訳は「本体駅１４・ＪＥＳＳ委託駅３６・簡

易委託駅１３駅・無人駅４９駅・臨時駅１」となっているのが実態です。 

そういった中で、２０２２年３月のダイヤ改正提案などからは、水郡線の一部ワンマンの拡大

や、駅無人化の内容も提案説明をされています。 

この間の現業機関における柔軟な働き方の実現という施策から、統括センターの内容が、水戸

においてはダイヤ改正の提案の中で説明されました。この内容から、２０２２年３月のダイヤ改

正からの解明要求を作成し１月１２日に提出し、作成した内容から第１回の職場総点検プロジェ

クト会議を１月２２日に開催し意思統一を図ってきました。 

プロジェクト会議では、今後の基本要求の考え方を解明要求交渉後、ダイヤ改正実施日までの

時間の関係を考えたとき、基本要求はすぐに提出とならざるを得ない。各機関において、ある程

度予想しながら基本要求作成に向けた取り組み提起を行いながら、２月１日に基本要求を提出し

てきた経過があります。 

統括センターの内容については、解明交渉においても具体的な急激な変化という部分は見えず、

しかしプロジェクト会議の中では、当たり前の事ですが、「やっていられない」という事を作り

出すことなく、辞めずに働いて行くスタンスを改めて強調し、働くにあたって何が必要になって

いるのかなどを考えながら、話して行ける材料を整理しながら、持ち帰り職場や機関で具体的に

働き続けて行くための材料として（実行できる素地として）いければと感じます。 

 乗務員の行路提案時に「乗務員の乗務等の見直し」内容が網羅されていましたので、本部＝本

社間の議論経過によっては「訂正」といった考え方を支社側で認識していることを確認してきた

ところです。解明要求にて「準備時間等の詳細」を求めてきていますが、会社回答としては「運

用行路に反映」という言葉しか返ってきていません。ここについては支社だけの問題ではないこ

とから本部として本社と交渉・折衝を強化して頂きたいと思います。 

 また、現業機関（電力職場）にフレックスタイム制も導入されていますが、グループ作業の勤

務体系の中では「なじまない」といった声が多く出されています。会社は「社員の自主性を尊重

する」といったことで話がされていますが、一定の社員いわゆる机上勤務者や管理者に対しての

もので縛るような施策として頂きたいと思います。 

次に組織強化・拡大についてです。 



                                                                         

 

 

水戸地本としては全分会委員長・書記長を開催し、社員代表者選出及びグループ会社とりわけ

ＪＥＳＳプロパーの組織化について議論経過を作ってきました。 

ＪＥＳＳプロパーの組織化については、一昨年土浦管区社員代表者選出の取り組みを大きな起

点として前進してきています。９月２８日に開催した「ＪＥＳＳ交流会」も社員代表選に関わっ

てくれたプロパー社員が中心となり参加者を集め９名のプロパーが結集しています。その会議で

は、職場の問題点を通して労働組合の必要性についての認識の一致が出来たと感じています。 

水戸地本としても社員代表を国労で勝ち取るといった目的ではなく、社員代表選出をきっかけ

に組織化を目指すという大きな目的へとつながってきています。 

私たちの運動を継承させる意味でも組織化は重要となりますので、すでに始まっている社員代表

選出の取り組みを工夫しながら強化していきます。 

また、組織の在り方についてですが、地本組織財政検討委員会を設置しながら２０２３年・２０

２５年に向けた議論を開始しています。内容については、分会の位置付け（統廃合も含めて）や

職協の在り方・地本事務所の持ち方などです。 

この間、水戸地本としては２支部（茨城・福島）の凍結をしてきました。そして今年６月には

５分会を４分会に統廃合をします。分会機能・運動をどうすれば継続・強化できるのか。という

課題もありますが、分会については体力に合った体制作りも考慮し進めていかなければなりませ

ん。もう一つは職協についてです。規約には「職協については置くことが出来る」となっていま

すが、上部機関の一定の整理がなければ地方としても動きが作れないのも現状であることから、

本部として組検などでの題材として取り計らいを要請します。 

２０２２春闘については２月２５日に地本事務所にてＷＥＢ視聴を中心に地方として出来る課

題を確認する意味で集会を企画しました。２０２１春闘時には「コロナの影響で手も足も出せな

い」といった声から、運動を止めないことを確認し地本ホームページの強化や各級機関に対して

は「通信費」いわゆる情報等の組合員への郵送の強化を目的とした春闘交付金を地本として捻出

しました。コロナだから出来ないのではなく、コロナの中でも出来ることを探す努力をしてきた

わけです。２０２２春闘に対しても「２．２％６０００円」を勝ち取ること、そして地方として

側面から支えることは勿論ですが、交付金の扱いについても検討して頂きたいと思います。 

また、スト配置については各方面からＦＡＸが届いていますが、「労働組合の存在が現状でど

うなっているのか」「なぜ、組織率が低下してきているのか」などをキチンと私たち経験値のあ

る国労は認識するべきであり、「あるべき論」ではなく「労働組合への結集」を視野に入れた対

応が現状では必要だと感じていますので、慎重な対応を求めたいと思います。 

 最後に国労フクシマです。廃炉作業は道すらさえ見えず、汚染水は、海洋放出が決まってます

が、反対運動も続いてます。今後とも国労本部と東本部で、学習交流の場の形や取り組みを、今

後もよろしくお願いします。



                                                                         

 

 

2022 年 2 月 11 日 
第 39 回拡大委員会 

委員発言用紙  
（ 経過 / 方針 / 協約・協定 / 質問要望含む） 

所属：石川町駅 地本東京 委員名：鈴木 雅典 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

   2022 年 2 月 11 日 
第 39 回拡大委員会 

委員発言用紙  
（ 経過 / 方針 / 協約・協定 / 質問要望含む） 

所属： 盛岡地本 委員名：及川 孝 
１月に入り新型コロナウイルスは、オミクロン株に置き換わり急速に感染

拡大している。「２年連続の赤字は避ける」として職場においても徹底した

コスト削減を図ってきたが今年度の赤字も避けられない状況である。昨春闘

でＪＲ東日本は「昇給係数２」という大胆な削減を行った。生涯賃金に置き

換えれば１００万円以上の減額となるが、多くの若手社員はその実態を掴ん

でいない。東日本本部が作成するダイジェスト版を手渡し説明してきたが、

今後も労働組合として必要な情報を提供して行くこととする。就業規則には

「昇給係数４以下」と記載されているが会社の経営状況で変更されるのは疑

問である。今春闘では「定期昇給の完全実施」に全力を上げること。その上

で、要求の実現に向け東日本本部を後押ししていく。そして失った昇給係数

２については早期に改善を図ることを求めたい。賃金や手当は、「労使が交

渉する」ことを職場でも訴え労働組合の存在を示していく。同時に、２月４

日から過半数代表者選挙の立候補の受付が始まった。職場環境の改善の取り

組みなど、国労らしさで労働組合の必要性を認識させ大きな成果につなげた

い。 

 

労働条件改善、安全・安定輸送の取り組みについて 

駅の業務委託・無人化、柔軟な働き方、組織の再編など矢継ぎ早な背策の

提案・実施がされている。コロナ禍により１０年間時間が早まったとして、

環境の変化を強調し変革のスピードアップを図る、としている。支社業務を

簡素化し現業機関で支社業務を担う体制に大きく変更しているが、説明資料

は大枠であり理解できない部分も多い。先日、全社員説明会が職場で開催さ

れたが、一方的な資料の説明で終始し質問については「詳細は不明」と一貫

した回答であった。現場管理者にも詳細は伝わっておらず説明会に参加した

社員からの疑問の声が上がっている。「新たな仕事と組織」を創る前に、安

全・安定輸送が置き去りにされないよう労働組合がしっかり提言しなければ

ならない。 

また、支社の体制も大きく変更し、首都圏エリア・東北エリア・新潟エリ

アに分けられ首都圏本部、東北本部で業務集約が始まる。支社組織の位置づ

けが不明確であるが、今後の交渉体制はどのようになるのか。盛岡地方本部

の組織現状を見ると２０２４年４月以降、国鉄採用組は全員が再雇用組合員

となり本体は４０代の組合員一人となる。交渉単位を考えれば、支社の体制

に合わせ地方本部の再編も考えていかなければならない。 

 

組織強化・拡大について 

昨年末、定年退職を待たずに国労の仲間が退職した。話を聞けば、「毎日

が残業。定時では帰れない。タブレットの扱いも不慣れで能力がついていか



                                                                         

 

 

ない」と嘆き「あと１年半は頑張れない」として会社に辞表を提出。職場に

は国労組合員が１人であり、相談できる仲間がいなかったこともある。会社

としても技術を継承し人材育成に貢献できる社員がいなくなることは大き

な痛手となる。地方本部としても大きく受け止め、１人組合員の実態把握に

努めるとともに「連絡を密に取り合う」「集まる場をつくる」ことを訴え組

織強化につなげていく。 

また、２０代・３０代の離職問題も現実化。コロナ禍で厳しい経営状況が

続く中、若手社員からは「賃金・手当・労働条件・福利厚生は重要」との話

しである。これまで人材育成に時間をかけ、一人前になる前に他の企業に転

職する傾向は優秀な社員ほど見られる。設備投資も重要だが、人への投資を

優先し次代を担う優秀な人材の離職にストップをかけることが重要である。

社員のモチベーションを維持させ、質の高い業務を遂行させるためにも労働

組合として人への投資を求めていかなければならない。 

地方本部は１月に開催した両支部の「分会代表者会議」で２０２２年度新

規採用者対策について提起してきた。これまでは１，８００人程度の採用か

ら２０２１年度は１，３００人、２０２２年度は７００人の採用数である。

ベテラン組の退職に採用数が追い付いていない状況に、安全を保ちながら通

常の業務が遂行できるのか疑問である。新採対策には、あいさつ、声掛けか

ら国労をアピールできる環境づくりに努めていく。また、東日本本部のＨＰ

の宣伝や、地方本部独自の新採用チラシについても作成したいと考えてい

る。 

盛岡地方本部として、組織拡大に向けた到達目標を「１名以上の組織拡大

を勝ち取る」とし、この１年間取り組みを強めていく。大きな目標であるが

役員ばかりでなく職場からの取り組みが重要となる。職場の中で組合員が同

じ方向を向いて、高い意識を持って取り組まなければ拡大はあり得ない。こ

れからも仲間の大切さを伝え国労組合員であることに誇りを持ち、職場から

組織拡大の芽を引き出せるよう奮闘することを誓い発言とする。 

 

※頂いた発言は、後日新聞等で取り扱いますので、簡潔にお願いします。 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

東京地本選出の早川です。３点発言します 。 

１点目は、賃金についてです。 

今年度は、夏季手当２ヶ月・年末手当２ヶ月の年間４ヶ月という低額回答と、定期

昇給半額になりました。この結果に組合加入者や未加入問わず、若手社員からは、社

員から落胆の声が聞かれました。 

東日本会社は「依然として楽観の許されない極めて厳しい経営状況にあります」と、

年末手当の回答書に記載されていますが、私を含めた若い社員は、極めて厳しい家計

状況にあります。 

物価は上昇しているが、賃金は上がっていないという話は、新聞を含めて報道で明

らかになっていますが、結婚・子育て・マイホーム・車・趣味や娯楽など、ひと昔で

きた当たり前の生活が、今は全てできません、普通に生活するだけの賃金・娯楽や余

暇を楽しむ賃金がないので、何かは我慢しないといけない社会になっています。 

極端な例ですが、若い人は毎日飲み歩いたりしておらず、コロナの影響もあります

が、食費や娯楽費を削り、会社管理者のプレッシャーを受けながらＪＲの安全を守る

ため、業務を懸命にこなしています。 

インターネットで子育て費用に悩む人の投稿がありましたが、そのコメントに「お

金無いのにこども産むなんて自己責任。将来を考えていない。」と、本気で書いてあ

り衝撃でした。東日本会社もそういう悲しい世の中にする気なのでしょうか。最悪、

ボーナスに頼った生活設計をさせるのではなく、住宅援助や扶養手当などを拡充し、

安定した賃金を保障すべきです。 

東日本会社が進める社員への「柔軟な働き方」と言うのであれば、社員や子育て世

代が不安なく安心して働き続ける賃金制度に変革してもらうため、今年度減額された

定期昇給を早期に回復させることが重要と考えます。 

定期昇給は業績では無く、私達が 1年間働き日々の業務で培ってきた技術や経験が

基になっているのではないでしょうか。定期昇給の半減はむしろ、未曾有の大災害で

あるコロナ渦で、様々な新しい取り組みや安定輸送のためコロナの感染リスクにさら

されながら、社員は協力し、日々の業務に取り組んできた事を評価せず、会社の業績

悪化を私たち社員へ転嫁するものであり、許されるものではありません。 

既に私の職場では現場社員に企画業務を兼務し、事務所の業務を割り振っています。

また、コストダウンや他の政策にも知恵を出し合い積極的な議論がされています。こ

れらの取り組みに価値が無いのでしょうか。定期昇給は業績ではなく、常に全額支給

されるべきです。 

若い社員にとって定期昇給が減額された分は、若ければ若いほど年令を重ねれば、

大きな金額となります。職場の若手も「ボーナスは業績というのは理解できるが昇給

は困る」「俺らのほうが行き先不透明」と、怒りを通り越して呆れています。私が、「加

入して一緒に文句言おう！」と勧誘しますが、「どうせ言っても変わらないから、加

入するぐらいなら辞めます」と、会社を見放している社員もおり、この事態は深刻で

す。 

東日本本部として、減額された定期昇給の早期回復の決意や今後の運動の考え方、

２０２２年春闘におけるベアを含めた国労要求獲得に向け、本社前での宣伝を含めた

具体的行動提起を要請します。 

 

２点目は、組織拡大についてです。 

要求を実現させる為には組織拡大は必要不可欠であり、加入には窓口が必要と考え



                                                                         

 

 

ます。 

最近の加入の経過も、私自信も身近に窓口があったから加入しています。私や役員

だけでは、全ての職場の窓口にはなれません。国労組合員全員に窓口になって欲しい

と思います。 

まず、自分の職場で国労組合員で有ることを名乗り、国労に何ができるのかアピー

ルすべきです。国労組合員で有ることを知っていれば、話しかけられるかもしれませ

ん。難しい相談を受けたなら所属の役員や上部機関に連絡しながらつながりを持つこ

とも良いと思いますし、難しい事はありません。退職だからと諦めている組合員の先

輩も、もう一度国労の誇りを見せて頂きたいと思います。 

 私の取り組みを紹介します。私の職場では、毎年新入社員が区所配属を含めて２０

～３０名程度実習生として配属され、私の所にも交代で実習にやってきます。仕事の

先生をしながら他愛のない会話で打ち解け、ティッシュとボールペンと名刺を渡して

います。「困った事があれば会いに来てくれ」それだけ伝えて実習を終えますが、最

初はこの程度で良いと思います。時期がきて困った事を相談されてからが本番です。

その時私は、所属の役員や各機関にご連絡しますので助けてください。よろしくお願

いします。いつでも対応できるように準備しておくことを要請いたします。 

 

 ３点目は、アスベスト問題についてです。 

昨年の大会でも発言しましたが、２年前の２０２０年７月に旧大井工場支部の元委

員長の黒沼さんが、肺ガンを発症したのはアスベストに起因する労災認定を受け、休

業補償を求め旧国鉄とＪＲ東日本を相手取り東京地裁へ提訴し、今日まで１回の進行

協議と６回の裁判が行われています。 

会社側は、当時たばこを２０本以上吸っていたことから「肺がん発症はアスベスト

発症は業務ではなく、喫煙によるもの」、「手術前後の診療録の大部分が欠落している」、

「車両数が減少し、外板修繕が必要なくなっていた」などと述べ、「原告の主張は速

やかに請求を棄却するべき」と主張しています。 

しかし、当時の作業や車両の修繕状況をきちんと調査・把握し、判断しない会社対

応は許されるものではありません。 

ＪＲが発足し３５年が経過しようとしていますが、建屋の取り壊しや補修で見つか

る、車両では室内のアンダーシールなどに使用されており、会社の責任で調査・除去

させる取り組みは重要となっています。具体的な取り組みは各地方本部となりますが、

時期を見て職協や地方代表者会議を開催し、調査・点検を含めた会議招集を行い、会

社に具体的対策を取らせる手立てを要請すると同時に、次回裁判は今月１５日１０時

からとなっていますので、継続した裁判傍聴をお願いします。 

また、この取り組みを通じて２名の組織拡大がありました。２名ともエルダー社員

ですが、１名の方は昨年９月７日付での復帰・加入でしたが、昨年６月の特殊健康診

断で異常が見つかり、精密検査で悪性中皮腫と診断され、先月下旬に手術を受けまし

た。当時東労組所属でしたが、相談するも対応の悪さから国労加入となっています。 

今後労災申請を行う予定にしていますが、本人・家族の不安を受け止め、安心して

治療や休業できるＪＲ東日本と出向先会社の真摯な対応が求められており、東日本本

部の尽力も併せて要請します。 

最後に、コロナの変異種により感染者の減少が見込まれませんが、「うつさない・

うつらない」ことを基本に、組織拡大を含めた国労運動の前進や要求の前進に向けて、

私自身奮闘することを申し上げ、文書発言とします。 



                                                                         

 

 

   2022 年 2 月 11 日 
第 39 回拡大委員会 

委員発言用紙  
（ 経過 / 方針 / 協約・協定 / 質問要望含む） 

所属： 高崎  地本 委員名： 清水 伸晃 
方針についての意見及び要請。 

 先ず始めに組織強化・拡大の闘いについて。 

 現在、JR東日本会社では「変革２０２７」を労働組合の存在を蔑にしながら、あらゆる職種・

職場で効率化という名の合理化を推し進めて来ている。その中身は、労働組合の組織率の減少

を背景に、労働者を競争させ分断し、すべてを「自己責任」そして、「自己解決」する事を強要

する会社に「変革」していくもので、社員間の格差も拡大し、まさにＪR版「新自由主義」と言

える。そうしたことに歯止めを掛けることができるのは労働組合しかないということを改めて

確認する必要がある。 

 この間高崎地本として、業務部と組織部で合同の会議を開催しながら、ＪR職場における労働

条件の改善、諸問題の解決、さらには、エルダー職場の様々な課題や問題点の解決に向け、エ

ルダー会社との直接交渉も含めて追求してきた。労働組合の必要性を職場での目に見える成果

で明らかにしていくことが、組織拡大に向けた闘いでは重要であることを確認し取り組みを進

めてきた。今後も職場の悩みや問題点について、泣き寝入りをするのか、辞職するのかという

選択肢以外に、労働組合に加入し、みんなで問題の解決を図っていくという選択肢もあるとい

うことを職場の取り組みを通して示していかなければならない。また、社会的には、新型コロ

ナウイルスの感染拡大により多くの労働者の首切りが横行している。職を失うことにより住む

ところも奪われ、生存権さえも脅かされているのが実態であり、自殺者も増加してきている。

国労として、JR での組織拡大の闘いと同時に、企業内組合主義から脱却し、こうした社会的に

弱い人たちに対する労働・生活相談活動を通して地域における多数派を目指す闘いもこれから

は必要であると思うが、東日本本部としての見解を明らかにされたい。 

 次に政治闘争について。 

 先の衆議院選挙において、改憲派の国会議員が３分の２を超える実態となり、いよいよ憲法

改悪に向けた動きが本格化してくることは明らかである。 

いうまでもなく「国鉄の分割・民営化」攻撃に対し闘い抜いてきた国労としては、改憲策動を

許さない闘いの際先頭で闘い抜かなければならい。高崎地本としては、この間も選挙闘争をは

じめとして、群馬平和運動センターの事務局も担いながら、反戦平和の闘いの中心になって闘

ってきた。今年７月に行われる参議院選挙勝利、さらには、本格化するであろう改憲策動に対

する闘いの先頭にたって全力で闘い抜く決意である。 

「憲法改悪」阻止の闘いを地方・中央を貫いて、国労総体で闘うことを要請して発言とする。 

                                       以上 



                                                                         

 

 

 2022 年 2 月 11 日 
第 39 回拡大委員会 

委員発言用紙  
（ 経過 / 方針 / 協約・協定 / 質問要望含む） 

所属： 仙台地本 委員名： 伊藤 稔 
※2022春闘について 

昨年の春闘で賃金アンケート調査では４万円程度の要求額であったが、5000 円

のベア要求を行ってきた。国労が本腰を入れて取りに行くという気構えが無いの

を見透かしたのか、会社は定期昇給にも手を付けて来ました。昨年もコロナ禍と

いうこともあり、主だった行動が制限されてきました。そんな中でも県支部とし

て街宣行動・チラシ配布行動を行ってきました。出来うる行動は行ってきました。

いまこそストライキで立ち上がるべきでないでしょうか。宮城県支部執行委員の

指名スト・貨物宮城分会の拠点ストを再度お願いします。 

※駅の窓口閉鎖問題について 

窓口閉鎖の当該駅には利用者から様々な苦情が上がってきています。団交の席

上その話を JR仙台支社に話しても「苦情は上がってきていません」「Livitの問題

なので JRに言われても」といった態度でした。自分達で利用者の声を掴もうとチ

ラシ配布と一緒にアンケートはがきの配布を行いました。280枚ほど配布し 56枚

（約２割）戻ってきました。年輩の方々のネット環境が無い方の e チケット購入

や視力が弱った人の自動券売機などサービス低下であってそのような方々のため

に窓口があるのでないか」などの意見が多くありました。今後の支社団交に生か

すとともに会社の言い分を再度チラシ配布したいと考えます。また Livit との団

交を早急に求めますし、組合掲示類の申請した箇所からの設置を要求して頂きた

い。 

※65歳以降の 70歳までの就業機会確保(努力義務)について 

 65歳で再雇用が終わり、その後 Livitの契約社員として１年以上働いてきて

いる人に誕生月以降、契約しない旨伝えてきた。会社の思惑に沿った人物しか

就業させない＝改正の趣旨に反することになる。また組合所属者を就業させな

いのは不当労働行為にあたります。現場では就業継続しない明確な理由の説明

を求めていますが、Livit会社は明らかにしません。このような観点からも職場

代表者を勝ち取っていかなければならないと思います。 

※Livit女性組合員への会社の嫌がらせについて 

早急に元職場に戻させられたい。また精神的に参っている社員も出て来てい

ます。 

上部機関から様々な運動の提起をお願いします 



                                                                         

 

 

   2022 年 2 月 11 日 
第 39 回拡大委員会 

委員発言用紙  
（ 経過 / 方針 / 協約・協定 / 質問要望含む） 

所属：   秋田地本 委員名：宮崎 和孝 
秋田地方本部の宮崎委員より職場の現状報告・要望を 4点ほど致します。 

 

・22春闘、夏季手当について 

  ・コロナ渦といえど昨年の定期昇給半減、夏季・冬季の手当の低額回答

により社員の収入が激減している。又、フレックス制導入につき若手

の超勤が減少し生活を直撃していると職場で耳にする。今、現場で組

合に求められているのは、自分達の暮らしを少しでも良くする為に闘

ってる姿なのではないだろうか？会社の低額回答には屈せずあらゆる

手段を使って会社に少しでも譲歩を迫る闘いが必要である。自分達で

掲げた目標を妥結せず突き通し最後まで闘わなければならない。その

姿を見せることにより組合未加入者に、組合の必要性を感じさせ組織

拡大に繋げていかなければならない。以上の事より、エリア本部には

会社の低額回答に決して妥結することなく、支給日が送れようとも自

分たちが掲げた要求を勝ち取るために最後まで闘っていただきたい

し、その闘いの詳細を全社員に向けて発信していってもらいたい。 

 

・組織改編、支社・技セ統合について 

  ・昨年末より柔軟な働き方の名のもとに設備系の支社・技セの統合の施

策が会社から出されている。現場において説明会が 2 回ほど開催され

たが、現場長レベルでは本社から来た書類の棒読みでこちらの質問に

対しては全く答えられない状態であった。又、説明も社員の働きやす

い会社、社員と家族の幸福など、言葉は悪いが、どこぞの新興宗教の

勧誘のごとく、胡散臭い理想論ばかりで中身のないものばかりであっ

た。これは、「電気部門の変革 2022」の導入時と全く同じ状態である。

「電気部門の変革 2022」では社員を減らし、仕事量は膨大に増え、そ

の業務をこなして安全がおろそかになり、施策以前には考えられない

ような事故を頻発させている。このように前回の施策から続く負のス

パイラルが増大し、我々、現場で働く社員の安全を脅かすのは目に見

えている。エリア本部におかれましては、上記を鑑み、本施策の本社

の目論見をあらわにしていただき、問題点を追及し社員の命を守って



                                                                         

 

 

ほしい。もちろん地方レベルの交渉においては私も業務部長として全

力で取り組みます。 

 

・職場代表選挙 

  ・現在、私の職場では国労 1名、東労組 1名、ユニオン 1名しか組合加

入者がいないが、昨年の職場代表選挙において東労組を立候補させ、

ユニオンも共闘し、19票の得票を得ることができた。今年も東労組が

組合から立候補しなければならない命令が来ているようなので、立候

補していただき、当選時は安衛委員の席を約束させ、組合連合を形成

して選挙に臨みます。80人職場なので前回より得票を伸ばせれば勝ち

負けに持っていけるので自分なりに頑張ります。手ごたえとしては、

度重なる会社施策に対し社員は懐疑的に見受けられるので、そこにう

まく乗っていきたいと思います。 

 

・代議員の選出方法について 

  ・1 票の格差が問題であるのであれば、現状の国の選挙政策を見る限り

小選挙区・中選挙区いずれにしても格差が発生するのは目に見えてい

る。これを解決するにはエリア全部を一つの選挙区にするしか方法は

無いように考えられます。しかしながら、秋田地本のように組織人員

が少ない地本は、代表を代議員として送り込むのが困難になります。

少数地本の声を本部に届けるために、各地本から最低 1 名を代議員に

していただきたいというのが本音です。エリア本部におかれましては

選出方法を公正にしていただきたいのと同様に、少数の声を反映でき

るよう取組をお願いしたいです。 

 

以上で発言を終了いたします。ともに頑張りましょう。 

 

※頂いた発言は、後日新聞等で取り扱いますので、簡潔にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


