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様が悪質であったとして
いうに等しく、また、不
も、時効による消滅を認
当労働行為救済手続とこ
めることが、著しく正義
の訴訟手続とを同時並行
に反し不当であるという
声明
８名が損害賠償を請求し して遂行することを強い
ことはできない」とし原
◆１ 本日、東京地裁民 た訴訟があり、前者につ るものであって、本件採
告らの受けた損害を「時
事第１９部は、国労の闘 いては東京地裁民事第３ 用差別問題の性格をわき
効」の二文字で終わらせ
争団員ら３５名が鉄道運 ６部が２００５年９月１ まえない非常識極まる判
ている。鉄建公団訴訟の
輸機構を被告として提訴 ５日、後者については、 断である。
難波判決、全動労訴訟の
佐村判決も事実を分析し、 していた雇用関係存在確 東京地裁民事第１１部が ◆３ 国労はこれまで、
採用差別があったと不法 認等請求事件について、 ２００８年１月２３日、 関係団体とも大同団結し、
それぞれ組合員に対する 本件採用差別問題の公正
行為を認めた。しかし中 判決を言い渡した。
こ の事 件は 、１ ９８ ７ 不当労働行為があったと な政治的・全体的解決を
西判決は差別の有無を確
定することなくして時効 年の国鉄分割民営化に際 して請求の限られた一部 図るため全力を挙げて取
し、ＪＲ職員の採用侯補 ではあるが、一人当たり り組んできた。２００６
に入って逃げている。
最 高 裁 判 決 に 従 え ば 、 者の選定に当たった国鉄 ５００万円ないし５５０ 年１２月に国労本部及び
まず不法行為の存否の判 が、分割民営化に反対し 万円の慰謝料等を認める 国労闘争団員ら５４５名
断をしなければならない た国労組合員らを採用候 判決を言い渡している。 狐鉄道運輸機構を被告と
これ らの 判決 は、被 告 して採用差別国労訴訟を
はず。今回の中西判決は、 補者名簿に登載せず、Ｊ
一定の範囲での救済を認 Ｒ不採用に至らせ、さら の消滅時効の主張を排斥 提起したのも、その一環
めた鉄建公団判決、全動 に１９９０年４月に国鉄 し、組合員らの損害賠償 である。
労判決の流れにも反する、 清算事業団を解雇したこ 請求権の時効は、２００
本日 の判 決は 、２ １年
正義を省みない極めて不 とが、不当労働行為、不 ３年１２月２２日に最高 に及ぶ闘争団員やその家
当な反動判決といわざる 法行為等に当たるとして、 裁が、国鉄改革法の解釈 族の苦闘に目をそらし、
を得ない。
国鉄の権利義務を承継し としてＪＲ不採用の使用 国鉄分割民営化の負の遺
ている被告に対して解雇 者責任はＪＲではなく国 産であり、戦後最大の不
無効による地位確認と損 鉄が負うべきものだとし 当労働行為事件というべ
害の賠償を求めていたも て、労働委員会のＪＲに きＪＲ採用差別問題の解
のである。
対する不当労働行為救済 決を阻害するものであっ
本 日の 判決 は、 原告 ら 命令を取り消した判決の て、われわれは憤りをもっ
に対する解雇の効力を認 時から進行するとした。 て本日の不当判決に強く
めて地位確認を否定する
とこ ろが 本日 の判決 は、 抗議する。われわれは今
とともに、原告らの損害 組合員らが労働委員会を 後、その誤りを正すため、
賠償の請求は消滅時効に 通じてＪＲに対する採用 全力をあげて裁判勝利に
より認められないとして、 取り扱い等を求め、これ 向けて取り組むとともに、
その請求を全面的に棄却 を認める不当労働行為救 公正な全体的解決を実現
した。この判断は、厳し 済命令が存在している間 するためさらに奮闘する
く批判されなければなら にも、他方で国鉄に対す ものである。
ない。
る損害賠償請求権の消滅
◆２ 本件と同種の先行 時効が進行するというも ２００８年３月１３日
する事件として、国労の のである。これは、組合
闘争団員ら２９７名が同 員らに対し、労働委員会 国 鉄 労 働 組 合
様の請求をしたいわゆる の救済命令が取り消され 国労闘争団全国連絡会議
鉄建公団訴訟、及び全動 ることを想定して損害賠 国 労 弁 護 団
労 現
(建交労 組)合員ら５ 償請求訴訟を提訴せよと 国鉄闘争支援中央共闘会議
ページ）の判決文（時効論の展開）で私
たちの人生、二十一年の苦闘をいとも簡
単に切り捨てたのです。
二○○三年十二月、 最高裁は「ＪＲに
使用者責任なし」の不当判決を示しなが
らも、「不当労働行為があった場合、そ
の責任は旧国鉄次いで清算事業団にある」
としました。つまり、最高裁判決に従え
ば、東京地裁は、まず不当労働行為の存
否の判断をしなければならないはずです。
ところが、その責務 を放棄し、最高裁
判決が出た時点ではすでに時効が成立し
ていたという判断を下したのです。最高
裁判決をも否定をする反動判決に他なり
ません。
このような不当判決 に屈するわけには
いきません。決意を新たに、控訴審にお
ける勝利判決獲得にむけ、そして、四者・
四団体による取り組みに集中し、納得い
く解決を勝ち取るまで闘い抜く決意です。
仲間の皆さんの最後 までのご支援・ご
協力をよろしくお願いいたします。

また 採用差 別が あった
のかどうかについては
「加害行為の主体が国鉄
や事業団であり、その態

効とはいえない」とし、
「国鉄改革法二十三条」
による、選別雇用という
不当労働行為の根源となっ
た枠組みを承認した。

ＪＲ不採用差別事件で三月一三日、東京地裁民事第
十九部は原告に対する解雇を認め、地位確認を否定し、
損害賠償については時効により認めないとした不当極
まりない判決を下した。原告は国労の闘争団員ら三十
五名で、「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に地位
確認と損害賠償を求めたもの。

東京地 裁民事 第十九 部
（中西茂裁判長）は、原
告の請求を全面的に棄却
する判決を言い渡した。
判決で は「国 鉄改革 関
連八法は憲法違反といえ
ず、解雇は再就職促進法
の失効を受けてであり無

三月一三日、鉄道運輸 機構訴訟判決が
東京地裁から出されました。判決は、不
当労働行為の存否の判断を一切行わず、
時効を持って請求を棄却するという全く
許しがたい不当判決でした。
本州闘争団は、国鉄時 代の不当処分を
理由に、本来あり得ない欠員状態で不採
用となりました。したがって、処分の不
当性を明らかにするために、二度にわた
り（意見陳述と個別立証）法廷の場に立
ちましたし、七十数ページにわたる陳述
書を裁判所に提出してきました。
また、原告代理人によ る最終準備書面
は千五百ページにもおよぶ膨大なもので
した。
ところが東京地裁は、 本文わずか六三
ページ（裁判所の判断部分はわずか二八
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国労仙台総行動から
国労東北協議会と国労仙
台地本は二〇〇八年春闘勝
利に向けた取組みの一環と
して、仙台市内において大
衆行動を展開。
三月七日には国労東北総
決起集会（国労せんだい速
報版二五一六号参照）を開
催、翌八日には国労仙台総
行動を開催した。

て頂いたき、連帯と激励の
挨拶を受けた。

チラシ配布行動

集約集会に移り、地本大
沼書記長は「連日の集会に
も関わらず、多くの組合員

が結集し、昨日の集会には
約四百名（内仙台地本二九
三名）、本日は二九八名と
両日合わせて延べ人数では
副委員長、福島県支部小檜 地本組織の六割の動員を勝
春闘川柳表彰
次にアトラクションとし 山委員長、山形県支部原田 取った。
両日の行動力と団結を職
て定着を見せている春闘川 委員長、仙総支部庄司委員
柳の表彰式が行われ、投票 長からそれぞれ力強い決意 場においても実践し、諸要
求の獲得と諸課題の解決に
獲得数上位十句（別掲）が を述べて頂いた。
また味が好評の「玉こん 向けて奮闘する事をお願い
紹介され、入賞者へ橋本委
員長から景品が手渡された。 にゃく」のカンパ額二七、 したい」と集約を行い、最
四八○円は全額橋本委員長 後に橋本委員長の団結頑張
決意表明
から高橋団長へ手渡された。 ろうで集会を締めた。
一同は隊列を組み、仙台
集約集会とデモ行進
駅前までのデモ行進とシュ
プレヒコールで市民へのア
ピールを行った。
続いて各支部等からの決
意表明として、仙台闘争団
高橋団長、宮城県支部秋山
委員長、東北自動車支部大
倉委員長、郡工支部大河原

第一位
安いけど 何でもこなす
二等級
陰の主任

第二位
試験場 一目で分かる
組合員
詠み人知らず

第三位
年毎に 増える控除
減る手取り 詠み人知らず

第四位
事故起きて やっと備わる

で頑張っている。また、
指導車掌に見られるよう
に、国労が指導者として
指定され、国労についた
見習い者はまじめに取り
組む姿に感銘を受けてい
る。一昨年までは入社＝
東労組、日貨労と言う状
況を作られていた。しか
し昨年からは個人情報保
護法の施行や東日本との
一括和解、貨物の和解協
議が続く中で、現場配属
まで未加入の状況になっ
ている。
東 日本 本 部と 各 地 方、
地区本部は、グリーンア
ドバイザー・チャレンジ
サポーターに国労組合員
を指定することや配属日
に他労組を優遇すること
なく公正・公平に新規採
用者に労働組合の説明を
させることを本社、支社
に対し申し入れしている。
和 解の 周 知徹 底 と 合わ
せ、新採獲得にむけて全
分会の創意工夫した取り
組みが重要となっている。

安全設備 詠み人知らず

事故究明 原因見ずに
人を見る
ジプシー

第六位
ねじれてる 偉い人ほど
ねじれてる
スタピー

面談で 話す科長
子と同年
涙の操

第八位
受験票 持ってる数は
社内一 ぶんぶんタカハシ

経験足らずを受からせて
ベテラン不合格 それで「真
のプロ」とは いとおかし
貧乏髪

春闘の 最後の相手は
我が女房
小作人

ご協力誠にありがとうござ
いました。【春闘事務局】

〇八年新賃金は今日まで
三回の交渉を重ね、三月十
三日に回答（左記）。東日
本本部は「持ち帰り検討」
と回答した。
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座り込み開始
総行動は仙台市匂当台公
園において十一時から開催
され、参加した組合員が整
然と座り込みを開始した。
主催者を代表して挨拶に立っ
た橋本委員長は「企業は史
上空前の利益を上げる一方
で、我々労働者の生活はど
ん底に喘いでいる。労働運
動が停滞している中で、少
しでも市民にアピールし、
運動と連帯の輪を広げよう」
と訴えた。また集会へは政
党・友誼団体・国労議員団
など多くの方々に駆けつけ
恒例となっている、Ｄ５
１合唱団による歌声を鑑賞
した後、市内三箇所に分か
れてのチラシ配布行動を展
開し、春闘・アクセス線ワ
ンマン運転・不採用問題な
どのチラシ約三千枚を市民
に配布した。また来賓とし
て参加の本部田中執行副委
員長からは春闘情勢とＪＲ
不採用問題、組織問題等に
ついて報告と提起を頂いた。

ず、西労組に相談しても
何もしてくれなかった。
そ もそ も 労働 条 件 が劣
悪でやめようと思ってい
三 月 二～ 三 日、 国 労 本 昨年新規採用者が一名国 た。その時に国労の組合
部主催の「組織拡大経験 労に加入したが、テンポ 員が話を聞き掛け合って
交流集会」が熱海におい ラリースタッフ当時から くれたことなどを通し、
て開催された。参加者は つながりを持ち続け、現 働き続け、再度来年も正
全国から結集したエリア・ 場配属日には他労組だけ 社員の試験を受けること
地方代表と、この間拡大 の接触を持たせないため と、国労加入を決意した」
を勝ち取った分会代表な に分会が取組みしたこと、 と報告がされた。
ど総勢九十名。参加者は 分 会 組 合 員 の 名 刺 を
分散会では、各会社の
組織拡大に向けた教訓の
突き合わせを行い、今後
の新規採用者獲得に向け
た取り組みの強化など全
体で意思統一を図った。 作 り 新 採 者
状況や拡大
東 日 本か ら は、 二 月 に に挨拶し手渡したことな にあたっての悩み、財政
拡大を勝ち取った新潟地 ど加入に至るまでの経過 的な負担について本部に
本と上野支部から報告が や支部・分会の取り組み 求めることなど様々な苦
され、新潟からは「東労 が報告された。
労や意見が出され、二日
組が混乱している状況で
ま た 、西 日 本か ら は、 間の交流は拡大に向けて
今やらなければいつやる 加入したばかりの若い組 自信につながるものとなっ
のか、助役試験も受かっ 合員の参加があり、参加 た。
てるが五十五歳になって した契約社員の組合員か
特 に東 日 本の 状 況 は特
発令はないだろう。自分 らは、「西労組に加入す 筆に値し、一括和解以降
も国労として頑張りたい」 れば正社員になれると言 二十四名の仲間が勇気を
と述べていることが伝え われ何もわからずに西労 持って国労に加入、不利
られた。上野支部からは、 組に加入したが登用され 益を受けることなく職場

基本給額
都市手当
扶養手当
合 計 額
定期昇給額
基準内改善

ミニ学習会
更には「青空ミニ学習会」
として、①アスベスト問題
を東工所分会の菊田書記長
より、②アクセス線ワンマ
ン問題について宮城県支部
山田書記長より、③貨物問
題については東貨協岩井議
長より、それぞれ報告と問
題提起をして頂いた。

平均勤続年数

2008年度
60,500人
43.5歳
22.7年
308,450円
19,975円
10,384円
338,809円
6,742円
930円

新賃金諸元
社 員 数
平均年齢
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