当労働行為を行った場合には、国鉄もしくは国鉄の法的地位を引き継いだ清算事業団は

平成１５年１２月２２日に最高裁が、「仮に国鉄が採用候補者名簿の作成に当たり不
使用者責任を免れない」との判断を下したことに留意し、ＩＬＯ（国際労働機関）は、

平成１６年６月に日本政府に対し、問題解決のため、政治的、人道的精神に基づき、す
べての関係者と話し合いを推進するよう、６度目の勧告を出しました。

労訴訟」判決では、それぞれ東京地裁が、「採用に当たって不当労働行為があった」こ

さらに平成１８年９月のいわゆる「鉄建公団訴訟」判決と、平成２０年１月の「全動
とを認めています。

問題発生から既に２１年が経過し、不採用のままとなっている当時の職員も高齢化し

よって、政府においてはＩＬＯ条約批准国の一員として、ＪＲ不採用問題の早期解決
に向けて努力されるよう強く要望します。

以上、地方自治体法第９９条の規定により意見書を提出します。

編集責任者 武田 昌仙
福 田 康 夫 様
内閣総理大臣

日のアポ取りを行った。
一〇 日は宮 城県 支部、
仙総支部、仙台闘争団の
計七名が、一二日には宮
城県支部、仙台闘争団の
計八名が参加し、宮城県
出身議員一七名に対し要
請書を手渡し「ＪＲ不採
用事件解決のため力を貸
して下さい」などの要請
行動を行った。
自民 ・公明 両党 議員に

「精一杯、党として取り
組んでいく（菅野哲雄議
員）」「早急に解決でき
るよう取り組む（高橋千
鶴子議員）」「党として
いろんな場で話していく
（岡崎トミ子議員）」な
ど議員から直接言葉をも
らい、要請行動に参加し
た組合員が勇気付けられ
る取り組みとなった。
今後 は、与 党議 員への
直接的な浸透を課題に要
請行動を取り組むことを
参加者全体で確認した。

額に汗して働く人の権利を守り、世話
役活動や福祉活動を行う
◇一九九〇年「山岳渓流釣倶楽部 群遊
会」を結成 釣り・山遊びをはじめ環
境保護活動にも精力的に取り組む
◇〇三年四月 米沢市議会議員当選
◇〇四年三月「おきたまユニオン」結成
に参加
◇〇七年四月米沢市議会議員二期目当選
（我妻とくおＨＰプロフィールより）

ついては、残念ながら直
接議員への要請機会は作
れなかったが、民主、社
民、共産各党の議員の方々
は、意識的に時間帯を調
整して面会するなど、要
請を快諾してもらった。
特に今 回は郡 山から 闘
争団に参加してもらい、
生の声を伝えることが出
来た。また「早く解決し
ないとね（郡和子議員）」
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印
明
山 村
米沢市議会議長

果を自信に代えて更なる
米沢市議会議員 我妻徳雄
拡大に結び付けたいとし
◇一九六〇年一一月六日 米沢市生まれ
ている。
◇
米
沢
中
央
高
校
卒業
米沢市 議会の 意見書 採
◇国鉄入社
山形保線区今泉支区配属
◇国労米沢連合分会
択により全国的な累計は、
執行委員長
七六八自治体、一一四五
国労山形県支部
本（一九都道府県・二四
執
行副委員長
九市・四二七町・五七村・
米沢地区労常任幹
事などを歴任
一六特別地区）となった。

六月一 〇日と 一二日 、
通常国会の会期末を迎え
る中で、宮城県協議会の
役員、分会代表らが、地
元国会議員に対するＪＲ
不採用事件解決のための
「解決交渉テーブル」作
りなどの要請行動を行っ
た。要請前段には、各支
部が分担して議員事務所
に連絡し、日程調整や当

６月２４日、福島県教育
会館において「国労への不
当労働行為を許さず労働者
の人権を守る福島地方共闘
会議」の定期総会が、役員、
共闘の仲間含めて１０５名
の参加の中で開催された。
湯野川議長（県職労）は に触れ、２２年の闘いを組
主催者を代表し「国鉄の分 合の団結を武器に強めてい
割・民営化の目的が明らか きたいとの決意が述べられ
になってきている。総会で た。また、本部濱中書記長
提起する課題に全力を挙げ が「不採用問題と当面する
取り組んでいきたい」と挨 課題」として講演を行い、
拶。来賓挨拶として浦井県 仙台闘争団と福島地区分会
平和フォーラム代表は、こ 星分会長から御礼と決意表
の間の県としての取り組み 明がされた。

ＮO . 2527
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平成２０年６月２６日

発行責任者 橋本 昭二

には米沢市議会本会議に
おいて全会一致で採択が
行われた。
これ は山形 県支 部が議
会に請願し、我妻徳雄米
沢市議会議員（国労議員
団）の議会内での奮闘が
大きな力となったもので
ある。県支部としては保
守色の強い地域特情の中
での採択であり、この結
ていることから、人道的見地に立って速やかに現実的な問題解決を図ることが必要です。

国労山 形県支 部（原 田
好太郎委員長）は六月、
山形市議会と米沢市議会
における「ＪＲ不採用事
件の早期解決を求める議
会意見書」の採択に向け
た取組みを進めてきた。
残念な がら山 形市議 会
においては六月二五日、
常任委員会で継続審議扱
いとなったが、翌二六日

生した職員の不採用問題が未解決のまま長期化しています。
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ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書

国鉄が分割民営化され、ＪＲ各社が発足してから２１年が経過したが、その過程で発

第一七回地本アスベ
スト対策委員会報告

ロックウール等の検体
収集の結果報告
地本アスベスト対策委員
会は、石綿含有疑義のある
会社施設の建材等について、
調査を行うことを決定し、
取り組みを進めていた。
今回は仙台総合車両所支
部から提出があった検体に
ついて専門業者に検査依頼。
五月一五日、その結果報
告が地方本部に届き、報告
書によれば幹総内倉庫壁の
吹き付け材にアスベストの
含有はないことが判明した。
分析方法と内容は、採取
した試料を粉砕し、顕微鏡
による分析とＸ線を使用し
て分析したものであり、試
料中には主に繊維状ガラス
物質と方解石と石英が確認
されたがアスベストは確認
されなかった。
今回の検査はアスベスト
対策委員会が宮城県支部か
らの調査依頼を受け、北部
現業の吹き付け材を調査
（含有なし）以降二度目と
なる。
同委員会では調査要望の
ある建物等があれば試料の
提出をするよう各支部に呼
び掛けている。
また郡工支部に対し「郡
総については年間にどのよ
うな車両が入ってくるのか

が事前に把握できる。古い
車両にアスベスト含有の可
能性があり、慎重に対応を
されたい」と要請を行った。
各支部の取組みや報告
◆宮城県支部
・特殊健康診断の結果につ
いて集約を図る。
・支部学習会を具体化する。
◆福島県支部
・貨物ではアスベストの特
殊健康診断が毎年受診か一
回のみか選択をさせられた。
・貨物で毎年受診できるよ
うにならないか。
・貨物も旅会社も個々の社
員について曖昧。例えば郡
山工場から地域間に行って
帰ってくると石綿の特殊健
康診断がなくなる等。
・受診案内票の「事業所記
入欄」に会社は未記入。適
当である。
・郡タでは、「アスベスト
は危険」という意識付けを
している。
◆仙台総合車両所支部
・一人の組合員が体の調子
が悪いため、ＪＲ病院で検
査したところ「胸膜肥厚」
と診断。会社の特殊健康診
断では発見できず。
・支部のアスベスト学習会
を七月下旬から九上旬に開
催したい。地本から本部に
講師派遣の要請を。学習会
は会社施設で開催予定。
◆郡山工場支部
・「特殊健康診断の結果通

知書」の集約分は本日提出。
・国労東日本本部作成のア
スベストのチラシ配布終了。
・「鉄道退職者の会郡山工
場支部」作成のチラシを本
日持参したが、国労の「鉄
道退職者の会」と会社の
「ＯＢ会」のどちらにも属
していない方が埼玉の清算
事業団本部で業務災害の手
続き申請。終了後、白石田
さんに業務災害の手続き完
了の連絡をしたが、間もな
く本人が死亡。その後は。
・福島県でアスベスト処理
施設の建設問題が浮上して
おりチラシを持ってきた。
◆自動車支部
・福島県で持ってきたチラ
シにはダイオキシンやアス
ベストの危険性が書かれて
いる。もっとこれらの危険
性を宣伝すべき。また特殊
健康診断は将来を考えて勤
務時間であろうと、自分の
時間であろうと受診すべき。
◆分会から
・貨物のことが出たが、貨
物は特殊健康診断受診にあ
たり、一回きりか、継続し
て受診かというアンケート
を取った。特殊健康診断を
受診する人自体が少なかっ
た。
討論から
◆貨物。アスベストは暴露
後二〇～三〇年後に発症す
る病気。最初の一回の検診
のみとなならないのでは。
本部や貨物協議会と相談
し、仮に特殊健康診断で一
回のみと申し込みした場合、

また当初申込みを行わなかっ
た場合でも、社会的問題に
なっている現状から受診の
希望者が存在しているとい
う現実を踏まえて要求すべ
きではないか。
◆郡山工場の「どちらにも
入っていない人」が死亡し
たとのことだか、何らかの
かかわりが国労として必要。
「退職者の会」と相談し家
族の力になるべき。
◆仙総支部学習会は本部か
らの講師派遣であり、支部
に拘らずに宮城県支部等か
ら参加しても良いのでは。

◆組合として
①経過・観察について地本
として把握する。
「特殊健康診断結果報告」
を地本で管理する。
②職場や設備等において、
アスベストやロックウール
の存在把握と会社への対応
の要求。
③〇八年四月～十月の間で
支部・分会の「アスベスト
学習会」を開催する。
⑥次回アスベスト対策委員
会（第一八回）の日程
〇八年八月二三日（土）
一三時～ こくろう会館

【国労みやぎ三九〇号より抜粋】

事業団に入れられた夫が家に帰っ
てくると無口になり、耐えられず
抗議に行ったりもしました。家族
皆でアルバイトをし、弟を大学に
入れるために姉は進学を諦めると
いう状況もありました。
最高裁で の不当 判決に は、大 き
く落胆をしました。九・一五判決
では、こんな解決水準ではどうし
ようもない、もっと本気でやらな
くてはと思い、三年前に一四年ぶ
りに家族会を再結成して新たな気
持ちで闘っています。
そんな中、三月六日 家族会の仲
間（四九歳）が二人の子供を残し
て亡くなりました。こんなに時間
がかからなかったら、もっと楽し
く生きていられたのにと悔やまれ
ます。彼女のためにも闘い続けて
行きます。家族も働かないと貸付
金が出せなくなるので、少しくら
いの病気でも働きに出てがんばっ
ています。早く解決を勝ち取って
二度と路頭に迷わないようにした
い。もうちょっと力を貸して欲し
い。もう少し応援して下さい。
お願いします。

来るということ。
④ロックウールの調査も必
要と考えている。最近はロッ
クウールも「安全とは言え
ない」と問題に。これはア
スベストの代用品として広
く使用されている。仙総支
部で以前から指摘している
が、地方大会の発言にもあっ
たように「危険な物」と捉
える必要がある。
本社へ
①アスベストの存在が明ら
かになったＪＲアパートに
居住する家族への健診を要
求していく。

皆様には、稚
内団結祭りへ
の参加や物資
販売に協力い
ただきありがとうございます。
こ の間の思 いは、ど んど ん湧い
てきてまとまらなくなります。

今後の取組
◆会社に対して
仙台支社へ
①特殊健康診断の結果につ
いて明らかにさせる
◎「再検査」の必要な人数
◎「軽度の異常」の人数
②現場でアスベストが出て
きた場合の対応マニュアル
を会社に作成させる。
③車両の履歴を調査し対応
をすべき。個々の車両につ
いてアスベストの撤去の有
無等、調査で分る。作業の
際、認知の有無で対応が違っ
てくる。注意して作業が出

闘 争 団激 励 家族 交 流会
六月二 八日、宮 城県支 部は稚 内
闘争団を激励し、交流を深めるこ
とを目的に稚内闘争団激励家族交
流会を国労会館において開催した。
来賓と して地方 本部橋 本委員 長
から挨拶を受け、『国労「闘争団
を支える会」』からは相沢氏夫妻
（教組）など総勢で約五〇名が参
加した。

国 労 闘争 団 を励 ま す集 い
また翌 二九日に は、『 国労「 闘
争団を支える会」』と宮城県支部
の共催による第六回国労闘争団を
励ます集いが榴ヶ岡市民センター
において開催された。参加した八
〇名の組合員・共闘の仲間は、闘
争団の家族の思いに胸を打たれな
がら早期解決に向けて決意を固め
合った。
家族の決意 田中廣子さん
宮城県 支部や支 える会 の仲間 の
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