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集会の冒頭、主催者を代
表して橋本委員長は「ＪＲ
貨物会社に働く組合員には
この８年間ベア・ゼロであ
り、各種減税の廃止や見直
し、教育・医療費の負担増

ＪＲ貨物会社は十一月二十二日、２００７年度年
末手当について、２．０ヶ月の超低額回答を行った。
この回答を受けて地方本部は組合員・家族の期待
を裏切った貨物会社に対し、再回答を求める抗議集
会を宮城・福島の各県で開催した。

宮城県集会は貨物宮城野
駅北門前にて開催され、緊
急な取組みにも関わらす、
宮城県支部・仙総支部の仲
間約７０名が駆けつけた。

など、実質賃金が低下し続
けている状況だ。こうした
中での超低額回答に対して
は正に満身の怒りをもって
抗議をする」と挨拶。

貨物協議会岩井議長

貨物東北協議岩井議長か
らは今日までの本社・本部
間の交渉経過と貨物協議会
の取組みが報告され「回答
での席上、本部は『すべて
の組合が２・７ヶ月以上を
要求する中で、社員の努力
に応えていない』『十月ま
での収入は前年対比７億の
経常利益を確保している』
『慢性的な欠員状態の中で
安定輸送確保に努力してい
る社員の労苦に報いるべき
である』と指摘し、再検討
と再回答を強く求めてきた」
とする組合側主張の経過を
報告。その一方で貨物会社
は「下期に引き続き経営は
厳しい状況にあり、総合的
に判断したものであり最終
回答である」と、家族・組
合員の切実な要求に応えよ
うとしない貨物会社の態度
に怒りを露にした。また年
末手当獲得の闘いの報告と
して、現場長への申し入れ、
寄せ書き・ＦＡＸ行動、ジャ
ンボはがきの送付、署名な
ど他労組を巻き込んだ取り
組みや、貨物本社前総決起
集会、国交省・国会議員要

請行動など客・貨一体となっ
た中央での取組みなどが報
告された。

続いて宮城県支部秋山委
員長、仙総支部原子書記長
からそれぞれ激励と連帯の
挨拶を受けた後、貨物宮城

十一月十七日、第４８
回国労福島県支部定期大
会が郡山市地域職業訓練
センターにおいて開催さ
れた。冒頭挨拶で小檜山
委員長は
①２０年の長きに渡り国
鉄闘争を闘ってこれたの
は共闘の皆さんの支えが
あったからこそ
②ＪＲ採用差別事件の政
治解決は年末・年明けを
最重要期間と位置づけ行
動に集中して欲しい
③一括和解以降、郡山駅
連分会の取り組みのよう
に「仲間を思いやる」粘
り強い関わりが結実し、
国労東日本全体でこの一
年間で２０名の組織拡大
が図られ組織拡大の展望
を切り開くものになった
④東労組内部では、浦和
事件の有罪判決以降、運
動のあり方に対し東労組

阿部分会長から「この低額
回答は本当に苦しい。旅客
の皆さんが２ヶ月の回答だっ
たらどう思うだろうか」と
超低額回答に対する貨物組
合員の痛みを訴えると共に
「貨物は今後も旅客の仲間
と連帯し、諦めずに粘り強
く闘い続ける」と力強く決
意を表明した。
集会は集会宣言（案）を
全体の拍手で採択し、橋本
委員長の団結頑張ろうで終
了した。また、福島県では
同日昼に、郡山綜合車両セ
ンター前で抗議集会が開催
され、夕方には郡山連帯す

組合員が疑問を抱き始め
ている
⑤私たち国労は他労組組
合員の小さな呟きも職場
要求として取り上げ、掲
示板に貼り出すなど、国
労と一緒に職場を改善し
ようという労働者的な和
が広がりつつある
⑥若い仲間とは仕事やプ
ライベートにおいても信
頼され、自然体で関われ
るようになっており、柔

る会の地区集会においてこ
の内容が紹介された。

なお、国労本部は「社員・
家族の切実な要求、厳しい
生活実態から不満の残る回
答であるが、社員の生活等
を考慮し『０７年度末手当
妥結にあたっての申入れ
（闘申７号）』を行い、別
途『年度末生活改善資金』
を求めることとし、十一月
二十八日、正午をもって妥
結することとした」とする
５項目からなる本部見解を
発信した。

軟性をもって、楽しく持
続可能な組織強化運動を
展開していこうと訴えた。
【小檜山通信員】
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貨物会社が超低額回答！

決意を述べる阿部分会長

受けた後、四
者である当事
者からの決意
として国 労闘
争団全国連
絡会議の神宮議長は
「政治解決なくして解決は
なく、団結・大衆闘争・裁
判闘争を強化して一人も路
頭に迷う事のない解決に向
けて前面に出て闘う」との
決意を述べた。全 動 労 争
議 団 の 工 藤 副 団 長 から
は「四者・四団体の結成か
ら１０４７名の団結が図ら
れ今日を迎えた。何として
も勝利し解決したい」との
決意が示された。鉄 建 公
団 訴 訟 原告 団 の 酒 井 団

大同団結から総団結へ！
◆ 月 日、日比谷野外音楽堂において、 年の節目、 に向けた流れは待ったなし」
総力をあげた闘いで勝利を！「
ＪＲ採用差別」
全面解決 であると年度内解決に向け
を迫る、 ・ 全国大集会が開催された。
た強い決意を示した。
同集会は不採用問題の関係者＝４者・
４団体が主催と
次に呼び掛け人を代表し
なり、この問題の早期解決を目指し、関係者の意思統一 て芹 澤 高 知 短 大 名 誉 教
と団結の強化、世論へのアピールを目的としている。
授 は「本集会を機に当事
国労仙台地本もこの集会の成功へ向け、組織の総力を 者が満足する解決の為に更
挙げ取組みを行い、山形県置賜地区共闘から 名の参 に闘うことをお願いする」
加者を動員するなど、組合員・
共闘組織で 名の結集 と参加者に訴えた。続いて
を勝ち取った。
全動労裁判の加 藤 健 次主
任 弁 護 士 から現状報告を
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退 職
十一月三十日
畑山 謙一さん
仙台信通区分会
小野寺 薫さん
仙台電車区分会
長い間お疲れ様でした

長 は、鉄道運輸機構原告
団の決意も兼ねて「我々は
奪われた二十年を取り戻す
ために闘ってきた。四者・
四団体が向かっている方針
は政治解決でありその道に
全力を挙げる。本日を出発
点にして頑張っていきたい」

との決意を表明した。
集会の訴えの最後に三名
の闘争団家族が登壇し、当
事者を超えた心に響く報告
がされた。
最初に国労熊本闘争団
の 野 田 ゆ み さ ん が「夫
を紙切れ一枚で路頭に迷わ
せたあのときを忘れない。
運命をかけた闘いをしてい
る中で闘ってきたことを喜
びに感じている。この闘い
は１０４７名だけの闘いで
はなく政府に対する大きな
闘いだ。生半可な解決では
納得できない。怒りの拳で
闘い抜きたい」と力強く決
意を述べた。次に全 動 労
争 議 団 家族 か ら は 渡 部
雅 子 さ ん が「首を切られ
二十年、収入を経たれ十七
年、夫は闘いのために単身
赴任で東京へ、私は千歳空
港が嫌いになった。帰って
くる夫の迎えは良いが、送
るときは辛い。家族に対し
心苦しさを夫も持っている
だろう。私達は、永久に裁
判を闘うつもりはない。人
間として踏みにじられた二
十年を取り戻したい。公団・
機構は一日も早く交渉の場
に着いて欲しい。人間性を
取り戻す闘いを成就させて
欲しい」と切々と訴えた。
家族の訴えの最後に、鉄
建公団原告団家族から音
威 子 府 の藤 保 美 年 子 さ
ん が登壇し「解雇撤回を
求めて二十年、皆さんの支
援で夫と共に闘って来れた。
夫の解雇は撤回でなければ
ならない。当時は小さなこ
どもを抱えどうすれば良い
のか生活も闘いも手探りだっ
た。人生を狂わせた二十年、

三要求（雇用・年金・解決
金）はどれも譲ることは出
来ない。責任は政府にしっ
かりとってもらわなければ
ならない。夫と共に解決要
求を勝ち取るまで闘う」と
の決意を述べた。二十年に
も及ぶ闘いを継続出来たの
は一番に家族の支えがあっ
たからではあるまいか。
闘争に埋没する当事者の
闘争団員よりむしろ家族の
苦悩の方が大きかったと推
察される。子供にこの闘い
をどう教えたら良いのか、
自分の実家だけではなく夫
の実家や親戚そして近所や
知人・友人など・・。そし
て状況を知らない人には心
ない言葉をかけられたりも
したことだろう。家に残り
これらを一身に受けながら
も懸命に夫を支え闘い抜い
てきた。裏表があるわけで
はないがもう一つの１０４
７の闘いを闘争団家族は闘っ
てきた。心から敬意を表し
たい。
集会は、山口弘文中央共
闘事務局長のアピール案を
全体で確認し、佐藤稜一建
交労委員長の閉会挨拶を受
けて、二瓶久勝共闘会議議
長の団結がんばろうの後、
銀座・東京駅へ向けデモ行
進を行い終了した。

統一

抵抗

団結

11

本年四月、分割・民営化
されたＪＲ各社は発足から
二十年を迎えたが、それは
同時に卑劣な「差別・選別」
によって私たちの仲間が国
鉄から新会社のＪＲへの採
用を拒否され、約九千人が
首を切られてからの二十年
でもあった。当時彼らは
「あなたは新会社に採用さ
れませんでした」という不
採用通知を理由を示される

区と仙台の違いや問題点が明らかになっ
た。◆また会に先立っての午前中、当
日勤務などで参加出来ない仲間の職場
（浜松町駅・東十条駅・渋谷駅）を訪
問し激励を行った。久し振りに仲間と
顔を合わせ、歓談が出来た職場がある
一方、利用者が途切れる事のない窓口
業務に着いている仲間とは、会話をす
るいとまもなく「視線」を合わせるだ
けに終わるなど「激務ぶり」を改めて
認識されられた。
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ことなく渡され「働かない
者」とのレッテルと汚名を
着せられた。その地位と名
誉の回復を決意し闘いを始
めて二十年、幾多の苦悩を
抱えた生活と闘争は家族は
もとより全国各地の仲間達
の支えによって今日まで闘
い続けて来れた。七三〇〇
人という、ここ十年来の過
去最高の結集は「国鉄闘争」
を解決する意気込みを内外
に示す結果となった。
最初に登壇した高 橋 国
労 委 員 長 は「二十年を超
させないと四者と共に闘い
を進めてきた。虐げられた
日を我が事のように支えて
くれた全国の仲間があって
頑張って来れた。四者・四
団体は今や不動のものであ
り、裁判も足並みが揃いＩ
ＬＯの評価も受け当事者能
力を示してきた。東京地裁
不当判決から十年の今日、
流れは変わりつつあり、政
治を動かし勝利をこの手に
しなければならない。解決

挨拶する鈴木さん（左）と大内 さん

◆12月1日、第33回国労仙台地本地域
間異動者交流会が国労新橋支部の事務
所において開催された。制度の改正に
より地域間異動者は減少し、今回は異
動者とその家族７名および激励者と来
賓など15名の合計22名の参加者で開催
された。会は大内さん（八丁堀駅）の
司会で始められ、異動者を代表して鈴
木さん（大久保駅）が「毎回の事だが、
こうした激励と交流があるから頑張れ
る。本当にありがとう」と感謝の挨拶
を行った。
仙台地本を代表して中島執行副委員
長が激励の挨拶と仙台地本の状況など
を報告。また受け入れ先地本である東
京と千葉の両地本と交運共済から挨拶
を頂いた後、宮城県支部から山田書記
長、福島県支部からは佐藤書記長より
それぞれ支部の状況報告を受けた。さ
らに地域間異動者全員から近況報告と
職場の問題点などが報告され、東京地
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