編集責任者 武田 昌仙

十月二十七日、福島市内「青少年会館」において福
島県平和フォーラムと国労仙台地本の共催による「Ｊ
Ｒ不採用事件の早期解決を求める福島県集会」が国労

されるが、公正な判決を求
める署名を取組む。これま
での支援に感謝すると共に
最後までの協力を」とお礼
とお願いがされた。

続いて葛西忠夫闘争団
全国連絡協議会事務局長
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しても解決を勝ち取ってい
きたい」と解決に向けた決
意が述べられた。

角田政志福島県教組書 の」と題した報告がされ
記長 から「教育を巡る情 「規制緩和ではバス事業も
勢」と題して「教育基本法、 規制が取り払われ自由競争
教育関連三法が強行採決さ となった。貸切・路線バス
れた。教育現場では責任が への参入・撤退が原則自由
より重くなっているが、最 に。貸切りバスでは７０年
終責任がどこにあるのか不 に県内五社であったのが現
明のまま。変形労働時間制 在一二〇以上。二〇倍以上
が導入されようとしており、 に乱立し、運賃のダンピン
忙しい時は九時間、長期休 グ合戦。結果として殆ど儲
業時は七時間、子供が居な けが出ない状況。乗合いバ
い時は六時間労働とし、平 スの赤字補填に都市間バス
均四十時間労働でどうかと。 を開拓したが、格安運賃の
八十時間超勤しても問題に ツアーバスが新規参入で打
ならなくなる。少ない要員 撃。ツアーバス会社は殆ど
で効率的に働けということ が零細企業。安全に回す金
だ。父兄からの非常識な要 がなく安曇野観光バスのよ
求に対応出来ないと不適格 うな重大事故が多発。厳し
にされたり分限（処分）の い経営が続き、賃金の削減
対象にされかねない状況。 を始め労働条件の切下げを
また授業以外の業務量が 迫られているが、今後も公
増え、学校への苦情が増加 共交通を守る立場で闘いを
する中、精神疾患の病休者 取り組んでいく」私鉄の厳
が増加している」等、教育 しい状況を訴えた。
現場の実態が報告された。
会は集会決議（左記）を
採択し、浦井フォーラム代
表の団結がんばろうで終了
した。【福島・永山通信員】

「規制緩和がもたらしたも

また近藤良康私鉄福島
交通 労 組 書 記 長 か ら は
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次に二つの支援単産より
以下の報告がされた。

JR不採用事件の早期解決を求める福島県集会

団員を紹介する高橋団長

国鉄の分割・民営化が実施され既に20年となっているが、その際
に発生したJR不採用事件が今日まで解決することなく長期化してい
ることは憂慮すべき事態である。
2003年12月、最高裁はJR不採用事件で「不当労働行為があったと
するならば、その責任は国鉄ついで国鉄清算事業団が負う」との判
決を下している。
また、2005年９月1５日の「鉄建公団訴訟」に対する東京地裁判決
は、「JR採用候補者名簿の作成にあたっての国鉄の不法行為」を明
確に認定している。
さらに、2006年11月15日、ＩＬＯ理事会は本不採用事件に関する7
度目の勧告を採択した。勧告は日本政府に対し、「ＩＬＯ援助の受
入を真剣に検討するよう要請する」として、政治の場における早期
解決を促している。
この2０年の間、1047名の解雇された当事者の内、問題の解決を見
ることなく他界した者は46名にもなっており、家族を含め苦しみに
あえいでいる状況を見る時、これ以上の長期化は避けなければなら
ない。
私たちは、本集会の名において、政府に対しJR不採用事件の早期
解決を図るために、関係当事者と解決交渉のテーブル設置を図るよ
う強く求めるものである。

組合員と共闘の仲間ら 名を集めて開催された。

からは「今年三月に団員が
癌で亡くなり、一六名の闘
争団で三名が亡くなってし
まった。一〇四七名では四
六名である。団員の平均年
齢は五三才であり、年内に
一定の方向性を作っていき
たい。政府からは訴訟の取
下げを求められているが、
取下げは解決と同時。解決
内容は厳しいものになる事
を覚悟。要求全てが取れる
とは限らないが、路頭に迷
わない解決を目指す。「四
者四団体」が解決まで責任
を持ち、闘争団としても判
断を求められる。来年はな
い、という気持ちで取組ん
で行く」と不退転の決意が
述べられた。

更に高橋敏夫仙台闘争
団団長 からは福島県在住
の闘争団員の紹介と共に
「専売・電電・国鉄の分割・
民営化は、今日大きな社会
問題となっている規制緩和
の走りとなった。様々な不
安を抱えているが、関係者
の団結が深まった今、何と

JR不採用事件の早期解決を求める
福島県集会決議

発行責任者 橋本 昭二

国労を代表して橋本昭二
地本執行委員長 からは
「二十年を超える闘いであ
り、何としても節目での解
決を目指す。四党合意に伴
う内部対立もあったが９・
１５判決で不当労働行為が
認められ、解決に向けた環
境整備が進められてきた。
十二月に全動労判決が出

内閣総理大臣 福田 康夫 殿
国土交通大臣 冬柴 鐵三 殿
厚生労働大臣 桝添 要一 殿
（上記は各個別に送付させて頂きます。）

ＮO . 2506
2007年11月 20日
集会は鹿島保夫福島県平 強食の世の中であり、働く
和フォーラム事務局長の司 者への犠牲の押し付けが強
会で開会し、主催者を代表 められている。ＪＲ不採用
して浦井信義福島県平和 問題の解決に向け、党とし
フォーラム議長は「９・ て引き続き全力で努力する」
１５判決で不法行為が認定 と決意の言葉を述べた。
されて以降、関係者は団結
また大野恒夫連帯する
して解決に向けた取組みを 会福島県協議会会長から
強化している。今この時期 は「『四者四団体』が団結
の解決をみんなで実現しよ をし解決を目指している。
う」と力強い挨拶を行った。 喜多方連帯する会では交流
と会員継続のオルグを行っ
てきた。闘いも二十一年目
続いて来賓として挨拶に に入り国労は年末を最重要
立った真鍋健一社民党福 期間と位置付けている。解
島県連合幹事長が「弱肉 決に向け運動を更に広げる
必要がある」と提起も含め
た挨拶を行った。
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挨拶する浦井議長
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決意を述べる葛西氏

駐車違反で反則金！

らいたいとの返答であった。
十月十六日、会社から
「公安委員会から書面が来
たので本人が行くように」
と指示があり、本人は「支
払いは個人負担としても、

ＪＲ仙台病院が実施し で行うが、採血するのは
ている人間ドックの検査 社員の休憩時間で行うと
結果のデータの一部が消 している。しかし待って
失していたことが、受診 もらいたい。確かに人間
者への書面によって明ら
かになった。それによれ
ば、十月十日から三十日
の間に受診した血液検査
のデータの一部（白血球
分画）が新システムの不
具合により消失したとい
う。どのような理由にせ
よ、各々から採血し、分
析したデータを消失した
責任は病院側にあり、再 ドックは社員の任意（定
採血と謝罪は当然である。 められた年齢の人は別）
病院は採血を希望する によるものであり、社員
場所で行うための連絡を の休日など個人の時間で
電話やファックスで受け 対応している。だが会社
付けているが、あるＪＲ はそのデータを定期健康
の職場では、採血は職場 診断の代わりとして運用

九月二七日、郡山電力技術センター社員（
国労組合員） 事業主の振込み用紙で支払
が、郡山市内で業務用自動車を使用中、民間駐車監視 うと減点の措置がないため
員に駐車違反シールを貼られる事象が発生した。
そうしたい」旨の申し出を
更に会社の不適当な指導により、当該社員の免許点数 したが、会社は「本人が行
が減点２点、罰金（違反金）
も個人の負担、警察署へ
の出
き対応すること」と指示を
頭の対 応に年休を 使用させられるなど、今 後の業務 車
したため、自分の時間（年
両運転に対して重大な問題が放置されようとしている。
休）で警察署へ出向き反則
（金一万五千円）の処理を
した（事前に当該者の上司
と監督員から五千円ずつ預
かっており、支払わざるを
得ない環境にあった）。

当日、当該社員他二名は
竣工検査のため現場へ向かっ
た。監督員と竣工検査員
（電力課社員）を検査箇所
近くで降車させ、本人は地
変（電力設備）前に駐車し、
約三〇分後に戻ったところ
駐車違反のシールが貼られ
ていた。
業務用自動車を駐車する
判断をしたのは社員である
が、実はこの竣工検査とい
う作業に対し、作業員・作
業場所・作業分担・作業内
容などを具体的に指示する
「作業指示票」がないまま
に作業着手していることが
組合員と会社の話し合いの
中で明らかになっている。

駐車違反のシールが貼ら
れていたのを確認した本人
は郡山駅前の派出所に出向
き、処置の方法を尋ねた所
①事業主が反則金を支払う
②個人が反則金・免許点数
減点となる、の二者択一と
なるため会社と相談しても

退 職
九月二十日

地域間戻り

④十月九日付で郡山電力技
セ宛に来た文書をなぜ個人
に渡し処理させたのか明ら
かにすること。
⑤業務時間内で発生した事

お知らせ

国労会館建設資 金返済 業
務の取り扱い変更について

以上

所 定 の請 求 書 に必 要 事 項
を記 載 の上 「国 労 会 館 建 設
資金 受領之證」
とあわせて提
出してください。

〒９８４ ０
-０１５
仙台市若林区新寺 一丁目
４３
-１
名 称 国鉄労 働組合
仙 台 地 方本 部
担当係 岡崎
連絡先
ＴＥＬ０２２ ２９３ ７
-４６０
ＦＡＸ０２２ ２
-９９ ７
-４３５
請求方法

住所

国労会館建設資金返済
象に対し年休で対応させた
業務は１９９９年度末償還期
理由を明らかにすること。
限以降、（
財）
国労会館仙台
二、今後の対策として
事業部で取り扱いを行ってき
①業務用自動車運転に対し
たところです。
ては作業指示により管理者
このたび返済業務が一定の
が運転手の指名をすること。 整理を見たこと等から、（財）
②今後警察等への対応は勤 国労会館仙台事業部で取り
務時間内とすること。
扱 ってきた業 務 の残 りについ
③反則金等の事業所請求に て、国 労 仙 台 地 方 本 部 で引
対しては会社が処理をする き受けることになりました。
こと。
つきましては、今 後 の国 労
会館建設 資金返済請求 につ
いては下 記 に請 求 をしてくだ
さい。
記

ル大会を会社の施設利用
などで取組んでいる。
これからも教宣部の力
仙台総合車両所支部が
十 月 十 日 、 地 方 本 部 に お を借りながら組織のアピー
い て 教 宣 学 校 を 開 催 し た。 ル に 繋 げ た い 」 と の 挨 拶
同 支 部 の こ の 取 り 組 み があった。
は今回で３回目となる。
続いて地本武田教宣部
学校は山口支部教宣部 長から講演があり、エリ
長の開会挨拶と司会で進 ア・地本・他支部の活動
められ、支部を代表して 状況や機関紙作りの留意
原子書記長からは「ここ 点や定期発行に向けたコ
数年、教宣活動が活性化 ツなどについての話がさ
している。支部は勿論で れた。また、山口支部教
あるが、各分会の努力の 宣部長からは機関紙作成
賜物である。今後も継続 にあたってのセオリーな
することが団結の強化に ど教宣学校に相応しい提
不 可 欠 で あ る 。 ま た 支 部 起がなされた。
としても組合のソフトボー
引き続き行われた懇親
会では各分会の教宣担当
者から作成の苦労や悩み、
一方で担当者ならではの
醍醐味など多岐にわたっ
て活発な討論が交わされ
た。

示票を明らかにすること。
②運転の指示は誰が行った
のか明らかにすること。
③柵内立ち入りの許可は受
けていたのかを明らかにす
ること。

赤羽駅→仙台駅

加藤良明さん

十月七日

渋谷駅→仙台車セ

福原育夫さん

九月三十日
渡辺茂行さん
仙台信通区
吉田留雄さん
郡工・
車体科

今回の事象については経
過と処理のあり方について
疑問があり、また当該職場
での社員の質問等に対して
も誠意を持った回答はなく、
また継続すると約束した話
し合いを突如打ち切るなど
したため地本は会社に対し
文書で以下の質問を行った。
一、経過について
①当日の作業内容と作業指
しているではないか。ま
してや今回のデータを消
失させたのは病院側であ
り、個人には全く落ち度
はないのである。「病院
のミスなのだから採血の
時間は労働時間で行うべ
き」という社員の声に対
し、病院は「採血は短時
間で済む」と主張してい
るようであるが、そうで
あればなお更でないか。
苦痛を伴う採血をせめ
て労働時間（勤免）で行
うべきでないかという要
望を頑なに拒む姿勢から
は、データを消失させた
事に対する反省・謝罪の
気持ちは見えてこない。
ＪＲ病院は今回のデー
タ消失の事象を重く受止
め「お客さまの声」を最
大限尊重する対応をすべ
きである。

統一

抵抗

団結

２００７年１１月２０日

国労せんだい
第２５０６号

