発行責任者 橋本 昭二
編集責任者 武田 昌仙

季 二．七五 、年末 二．
七五 )
・深 夜勤務手 当、別 居手
当等改訂
四 国
・ベアゼロ
・職 務手当一 部改訂 、単
身赴任の支払条件改善
九 州
・五 十五歳以 下・仕 事給
三〇〇円加
・五 十五歳以 上・基 本給
一一〇〇円加算
・夏 季手当二 ．六六 ヶ月
六
( 月三十日支給 )
貨 物
・ベアゼロ
・五 十五歳以 上の賃 金改
善一三〇〇円加算
・扶 養手当、 自動車 通勤
手当・宿直手当等改訂

て具体的に進められてい
る。配属される職場を中
心に国労加入を是非勝ち
取って行きたい。」との
挨拶を行った。

「係争事件」包括的和解
協議については、前日開
催した代表者会議に出席
した佐藤地本法対部長か
ら、①本部の和解に向け
た決意と目的②十一回に
及ぶ和解調査の経過報告

③貨物会社がこだわった
解決金の扱いを中労委が
提示したこと③勧告書と
確認書を準備し、三月二
十七日に調印に向けて進
んでいることの報告がさ
れた。また、代表者会議
の質疑では、ベアゼロに
対する本部の判断として、
「諸要求の前進を含め総
体的に妥結の判断をした、
今後も交渉は続くことに
なる」。謝罪の扱いに対
しては、「和解である以
上労使の歩み寄りと理解
して欲しい」「全体が理
解しての状況ではないが、
差別根絶のために和解へ
の理解を深めていきたい」
というもので、和解後の
運動と具体的な改善が重
要な課題になると感じた、
との報告がされた。

貨物宮 城分会 の阿部 分
会長からは、二〇〇八春
闘の取組みについて意思
統一し、大衆行動は五割
動員し、独自行動として
要請はがき、アパートチ
ラシ、門前組合旗掲揚、
現場長交渉を取り組んで
きた。三月二一日の回答
を聞いて「またか、貨物
だけかよ」「三島会社含
めた構造矛盾、これでやっ
ていけると試算した役人
に責任とってもらう」
「四十から五十代、子ど
もの教育に金がかかる、
通年の闘いが必要」「和
解で抗議ができなくなる
のかと不信もある」「三
十名の分会であるが今後

も精一杯がんばる」との
決意報告がされた。

閉会 のあい さつ として
大沼書記長からは、和解
という関係からすっきり
した集会にはならなかっ
たが、本日確認したこと
は①貨物の交渉で引き続
き残された要求を求めて
いくこと②地本内の春闘
は現在進行で進んでいる
こと③新入社員の国労加
入に向けた具体的な取組
みについて地本を上げて
追求していくことなどで
あり、和解を武器に一歩
踏み込み現状を変えてい
こうと締めくくられ、橋
本委員長の団結ガンバロー
で報告集会を終了した。
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賃上げ 交渉の 経過報 告
について東北貨物協議会
三月二一日、ＪＲ貨物会社は二〇〇八年度新賃金要 岩井議長から、①三回の
求について、ベアゼロの回答を行った。
交渉経過を通し、会社側
この回答を受けて地方本部はＪＲ貨物賃上げ交渉報 はベア実施が難しいとの
告集会を宮城・福島で開催した。
経営判断を示しているこ
地 方 本 部 を 代 表 し 橋 本 と②国労が取り組んだ署
委員長は、「①貨物会社 名については一七四〇筆
三 月 二 十 六 日 、 地 方 本 との包括的和解の扱いも と組合員の二倍の協力が
部はＪＲ貨物における二 あり、腑に落ちない点も 得られたこと③結果、九
〇〇八春闘賃上げ交渉報 あると思われるが、抗議 年連続ベアゼロ、五十五
告集会をこくろう会館に 行動にならなかった状況 歳以上の一三〇〇円など
おいて開催し、大沼書記 を意思統一していきたい。 改善の回答と、闘申一〇
長の司会で開会した。
②新入社員の対策につい ‐六項要求については別
に扱う、という内容で具
体的には見えないことな
ど、本部が席上、抗議の
意思を示しているように
抗議行動の準備をしてき
た。諸要求での改善につ
いてはこれまでにも一定
の前進はあったが、今回
の抗議行動の回避につい
ては、和解の影響と理解
している、との報告がさ
れ た。
北海道
・ベアゼロ
・扶養 手当、別 居手当 、
単身赴任代用証改訂
東日本
・五十 五歳以下 基準内 賃
金改善原資九三〇円
・五十 五歳以上 基本給 額
に九〇〇円加算
東 海
・三十 五歳ポイ ント基 準
内賃金に九〇〇円加算
・夏季手当三．〇ヶ月 六
(
月三十日支給 )
・休日 等の超過 勤務手 当
一五〇／一〇〇に改訂
西日本
・ベアゼロ
・初任給五〇〇円加算
・シニ ア・契約 社員の 基
本賃金五円加算
・年間臨給五．五ヶ月 夏
(

が限界」というのであれば国労
は喜んで力を貸そう。構造矛盾
は解消しなければならないとい
う認識は一致しているのだから。
そもそも国鉄の分割・民営化に
よる構造矛盾は当時から指摘さ
れていた。それを政治にゴリ押
しされたのだから、その借りを
返そうではないか。
ただその前に、経
営陣はこの２０数年
間に他社ＪＲとの間
にどれだけの格差が
生じたのか、しっか
りと検証すると同時
に「我慢に我慢を重ねてきたが、
もう限界！」という社員の声に
対し真摯に耳を傾け、改善と実
行を要請したい。
３月２７日、本部と貨物会社は
貨物紛争事件についての和解を
成立させた。和解とはお互いの
歩み寄りである事は論を待たな
い。ただ、反省と総括を持たな
い歩みよりに真の和解と信頼の
構築はない。まず実行を持って、
態度で示す時がきている。

今回もベースアップは見送ら
れた。実に９年連続である。貨
物会社が「Ｖ９」という某野球
チームのかつての栄光と自らの
姿をなぞらえているとは考えに
くいが、貨物社員の実感はどう
だろうか。他球団（他ＪＲ６社）
は当初から自力に勝るものもあ
れば、そうでないもの
もあった。しかし各球
団とも監督以下コーチ、
選手が一丸となって闘
い抜いて、一定の成果
を残した。それぞれの
球団は、ゼロに等しい
がそれでもほんのささやかなが
ら報酬をアップしてきた。
さて一方貨物会社はどうだろう
か。社会状況にもめげず、汗と
埃に塗れながらも選手は一生懸
命頑張ってきた。スポンサー
（国）の補助もある球団にも負
けずに。しかし結果は９年連続
報酬アップゼロ。
これでは選手の士気が上がる筈
はなく、腐る一方ではないか。
「いや、構造矛盾であり、これ
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長い間お疲れ様でした

小野 明さん
新庄連合

木村 昭光さん
貨物宮城

三月三十一日

横山 照雄さん
山形連合

大須賀 昇さん
仙台・宮城野運輸区

二月二十九日

退

え、会杜の健全な発展に寄
与する諸政策については、
協力していくとの基本的立
場に立ち、真摯に会杜と向
き合うことを確認する。③
会杜は、人事・労務管理に
当たっては、本和解の趣旨
等を踏まえ、公平・公正に
行う。④会杜と組合は、今
後、労働組合法及びその他
関係諸法令を遵守し、労働
協約の精神に則り、相互の
権利を尊重し、誠実に義務
を履行して、労使紛争が生
じないよう努める。」こと
を旨とする中労委の勧告書
を労使双方で確認した。
もとより基幹的輸送にとっ

三月二七日、国労はＪＲ貨物会社との間で、今後の
健全かつ正常な労使関係の確立や公正・公平な人事・
労務管理など中労委が示した「勧告書」を労使双方で
確認し、調印を行った。
この「和解成立」を受けて本部は以下の声明を発す
るとともに、この和解における経過と到達点を全体に
徹底するため、各級機関に会議等の開催を早急に行う
ことを指示している。

本日三月二十七日、中労
委において貨物係争事件に
ついての和解が成立した。
これによって私たちが労
働委員会の場で二十年もの
長きにわたり係争してきた
ＪＲ各杜との労使紛争がほ
ぼ解決し、ＪＲ発足二十二
年目という節目に名実共に
「健全かつ正常な労使関係
の確立」に向け、大きな一
歩をしるすこととなった。
申立てから今日まで、す
でに退職された組合員をは
じめ、粘り強く奮闘されて
きた組合員そして地方機関
の皆さんに心から御礼と感
謝を申し上げるとともに、
今回の和解の環境づくりの
ためにご尽力をいただいた
中央労働委員会をはじめ、
関係各位に衷心より御礼を
申し上げる。
今回の和解にあたつて、
国労はＪＲ貨物会杜との間
で「①会杜と組合は、本件
事件に係る紛争を一括して
解決し、未来志向を基礎と
した健全で良好な労使関係
の確立に努カする。②組合
は、本和解の趣旨等を踏ま

今回の「和解成立」にあ
たり、健全かつ正常な労使
関係を築くため、私たちを
支え、ご尽力いただいた関
係者に御礼申し上げ、国労
は残された最大の課題であ
るＪＲ不採用間題の政治的・
全体的解決実現に向けて組
織の総カをあげて闘う決意
をここに明らかにする。

二〇〇八年三月二十七日
国鉄労働組合
国労貨物係争事件弁護団

切望するものである。
私たちは、これまで十数
回にわたる中央労働委員会
での貨物係争事件の和解協
議を通じて相互に確認する
ことができた到達点、そし
て醸成されてきた信頼関係
を機軸としながら、会杜の
健全な発展のために労働組
合として主張すべきは主張
し、杜員が働き甲斐のある
企業風土を構築するため全
力をあげることをここに表
明するものである。

て安全・安定輸送の確立と
利用者へのサービスの向上
は、労使が立場の違いを超
えて取り組むべき課題であ
り、そのためには、双方の
努力によって杜員が誇りと
信頼を持てる職場を確立す
ることが不可欠である。
また同時に、地球規模で
進む環境破壊の温暖化が叫

の二の舞である。【山形】
●今後ビックロモが会津
若松に配備になるときに
考えられる問題点
◆只見線の片道八十キロ
におよぶ長距離運転操縦
が連続で、しかも往復運
転させられる恐れが。
現 行の 乗 務員 の 体 制は
往路が終了後、復路まで
三時間の休憩がある。生
身の人間なのだから、除
雪といえども乗務員並み
の余裕が欲しいもの。
◆ビックロモに対する設
備（車庫ピット、融雪マッ
ト、機器具）を整えな
ければならない。
●まとめ
◆新庄・山形で頻繁に発
生した故障を検証し、故
障の起きない頑丈なビッ
クロモが配備されるよう
に要求しなければならな
い。
◆運転操縦しやすい機械、
必要な要員体制、無理の
ない除雪パターン、十分
な設備を整え、冬期の安
全安定輸送を確立しなけ
ればならない。
【山形佐藤通信員】

ぱれる今、鉄道貨物輸送を
杜会的使命とする良識ある
企業として、ＪＲ貨物会杜
は当然のことながら法令を
順守し、コンプライアンス
を確立することが内外から
厳しく問われている。
私たちは今回の和解成立
を機に、国労組合員が「不
公平感」を感じることのな
い「健全かつ正常な労使関
係」を確立するため、ＪＲ
貨物会杜が不退転の姿勢で
臨むことをあらためて強く

三 月 二十 九 日、 国 労 仙 との基地線での試験除雪 がうんともすんともいわ
台工務協議会は国労山形 作業で故障が発生した。 なくなる。構造が複雑す
県支部（北山形）におい 立ち会っていた保線課長 ぎて訳がわからず対処で
て「ビックロモ検討会議」 は「ウイングを閉めろ」 きないのが現実だ。【新
を開催した。
と叫んでいた。【新庄】 庄・山形】
こ の 会議 の 位置 付 け は、 ②短絡走行に対しての問 ④Ｐ会社主体の要員体制
来冬期にビックロモ（新 題点
◆Ｐ会社のビックロモ要
型投排雪列車）が会津若 ◆信号機の見方・種類・ 員がいなければ、ＪＲ対
松・小牛田に配備される 確認方法、構内配線等、 応となるが、ＪＲ社員の
予定となっており、既に 半日の教育訓練でプロパー・ 訓練が少なく、自信を持っ
配備されている新庄・山
形地区からの問題等を集
約し 、 要 求・ 交 渉 へ と
結び つ け る議 論 を 行 う
としたもの。
●出された問題点は、
①ビックロモの構造上の 下請け社員が乗務員並み て運転・操縦できる人が
欠陥
の短絡走行をしている。 少ない。【山形】
◆華奢な作りのため、少 長い教育訓練で苦労して ⑤パターンダイヤの見直
ない雪でもウイングが曲 乗務員になった人はどう し
がったり、軸が曲がった 思うだろうか。Ｐ社社員・ ◆日中、ビックロモの基
りとありえない故障が多 その下請け社員は理解し、 本ダイヤが「列車が優先」
く発生した。出すたびに 把握しているのだろうか。 の線引きで、板谷に一時
故障が起きて除雪機械と 【新庄・山形】
間、大沢に三時間置かれ
いえない。【新庄・山形】 ③教育訓練の不備
る。冬期は除雪優先でな
◆前後のウイングを取り ◆ビックロモ操作時に、 ければおかしい。この基
外して新潟で修理し、修 スイッチの順番や入れる 本ダイヤでは、数年前の
理完了して取り付けたあ タイミングひとつで機械 「長時間のつばさ足止め」

訂 正とお詫び
国 労 せんだい２５１６号
２面 、江 刺 家 代 議 員 の所
属 分 会 は組 立 分 会 へ、ま
た４面 の本 田 代 議 員 の所
属 分 会 は装 置 科 分 会 に
それぞれ訂 正 をお願 い致
します。関 係 者 の皆 様 に
は心 よりお詫 び申 し上 げ
ます。

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

国労 会館 建 設資 金 返済
業務は１９９９年度末償還期
限以降、（
財）
国労会館仙台
事業部で取り扱いを行ってき
たところです。
このたび返済業務が一定の
整理を見たこと等から、（
財）
国労会館仙台事業部で取り
扱 ってきた業 務 の残りについ
て、国 労 仙台 地 方 本部 で引
き受けることになりました。
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
住所
〒 ９８４ ０- ０１５
仙 台市 若林 区新 寺 一 丁目

４ ３-１

名称 国鉄労働組合
仙 台 地方 本 部
担当係 岡崎
連絡先

ＴＥ Ｌ０２ ２ ２ ９３ ７
-４ ６０
ＦＡ Ｘ０２ ２ ２-９９ ７
-４ ３５

請求方法
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。

以上

統一

抵抗

団結

２００８年４月１４日
国労せんだい
第２５１８号

第２５１８号

国労せんだい

団結

抵抗

２００８年４月１４日

統一

