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国労仙台

２０１０年４月３０日

４月９日︑４者・４団体
は︑４党から提示された解
決案で﹁和解﹂することを
決定した︒政府の解決案は︑
１︑原告に対する和解金＝
一人平均１５６３万３７５
０円︵高裁判決金利子込み
１１８９万３７５０円︑訴
訟費用等３７４万円︶︒
９１０世帯約１４２億円︒
２︑団体加算金︵４者・４
団体に対する団体加算金︶
＝５８億円︒総額︵①＋②︶
＝２００億２６７１万２５
００円︑一人当たり︵９１
０人︶として約２２００万
円︒※団体加算金は︑今後
の原告等の就職活動︑自営
業の資金等に活用可能とし
ている︒
３︑雇用問題＝①ＪＲ北海
道︑九州等の各社を中心に
２００名位の採用を要請す
る︒
②他の雇用についても政府
として努力する︒
４︑政治解決にあたって
①上記１から３については︑
この完全実施をもっての政
治解決を強く要請する︒
②雇用問題は︑ＪＲ各社に
おいても人道的見地から︑
全面的な受け入れを強く要
請する︒
③上記１の和解金及び上記
２の団体加算金については︑
解決金として一括支払うこ
とが望ましい︒
④以上の政治的合意に基づ
き︑裁判上の和解を行い︑
すべての訴訟を取り下げる︒
以上の解決内容で民主︑
社民︑国民新︑公明︑各党
が幹事長名で政府に申し入
れ︑４党と国交相・財務相・
り︑特に貨物は 年連続の
ベア・ゼロと合わせて定期
昇給の半年先送りの実施と
期末手当の年間３ヶ月も提
案され︑会社間格差は拡大
の一途を辿っている︒新賃
金の詳細は以下の通り︒
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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
新賃金諸元
社 員 数
平均年齢
平均勤続年数

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

2010年度
6,682人
39.3歳
19.5年
251,889円
12,324円
6,827円
271,040円
10/1実施
0円
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23年の時を経て、ようやく決着に辿りつ
いた。ただ、解決の報を聞くことなく旅
立った仲間が53名もおり、時間の長さを
あらためて感じる。
当事者・家族の思いとして「23年間の苦
闘が少しは報われた」一方で、「全て満
足・納得」ではないのも事実。
特に雇用問題については、現状
では全く不透明だ。ＪＲ各社に対
する正式な政府の要請はまだない
が、各社の態度は、西日本会社が
話し合いに応ずる姿勢を見せてい
るものの、北海道、九州、東日本
会社等は「困難である」「既に解
決済みの問題」とコメントしてい
るように、雇用する気配は見られない。
しかし、雇用確保を実現しないかぎり、
「路頭に迷わない」解決はない。
ＪＲ各社は、今後正式に要請されるであ
ろう政府からの雇用要請を真摯に受け止
め、更には「雇用が十分に確保されては
じめてJR不採用問題は全面解決すること
を忘れてはならない（北海道新聞）」
「ＪＲ各社は雇用を受け入れることで、2
3年間引きずってきた負の遺産を清算し、
健全な企業として新たなスタートを切る

団結

抵抗

ことができるのではないか（鉄建公団訴
訟原告団・佐久間事務局長）」という世
論と被解雇者の主張を重く受け止め、雇
用の受け入れに応じるべきである。また
我々国労も引き続きそのための闘いに全
力を挙げなくてはならない。
そして何よりも、この決着までに我々国
労は闘いの過程で多くの血を
流したことを忘れてはならな
いだろう。「１０４７名の解
雇撤回・ＪＲ復帰」の闘いの
あり方をめぐり、「４党合意」
での意見対立、その後の組織
分裂など、決して小さくはな
い代償を支払ったからだ。
だが国労は、「鉄建公団訴訟勝利判決」
から本来の「国労らしさ」を取り戻し、
その後、４者・４団体での団結を実現し
現在に至る。そして国労の統一と団結の
接着剤を担ってきたのも他ならぬ、この
不採用問題なのである。
この経験を今後の国労運動の発展、山積
する諸課題の克服の原動力として遺憾な
く発揮していくべきだろう。
それこそが、この長く苦しい23年間の闘
いから得た「糧」ではないだろうか。

統一
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安全問題を検証する集会 仙台・郡山
東日本本部業務部長会議
地本電気協議会定期委員会

平均勤続年数

2010年度
58,700人
43.0歳
21.9年
306,808円
19,639円
9,802円
336,249円
6,594円
0円
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４・
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新賃金諸元
社 員 数
平均年齢
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編集責任者 武田 昌仙

４・５ 地本三役会議
４・６ 第６回地本執行委員会
４・
地本アスベスト対策会議
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発行責任者 橋本 昭二

内閣官房長官の７名が署名︒
４者・４団体も４月 日
に正式に受け入れ確認書に
調印︒今後︑被告である運
輸機構がこの解決案を受け
入れ︑組合側は６月を目途
に訴訟の取り下げを行い︑
﹁和解﹂の手続きをするこ
とになる︒
会見で︑国労高橋委員長
は﹁ 年目にして︑解決の
大きな扉を開くことができ
た﹂と政治決着を導いた政
党関係者や︑ 年間支援を
続けてくれた関係者に感謝
した︒ただし︑雇用問題に
ついては大きな課題であり︑
路頭に迷わない解決の実現
を目指すとしている︒
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国労は４月 日︑第 回
臨時全国大会を開催し︑第
１８０回拡大中央委員会以
降の経過や︑当面する具体
的取組︵①裁判上の和解手
続︑②ＪＲ各社への雇用要
請︑③中央︑地方における
報告集会の開催︑④闘争団
生活援助金の今後の取扱い︶
について確認した︒

２０１０年度新賃金につ
いては︑国労東日本本部と
東日本が３月 日︑国労
本部と貨物会社については
３月 日︑それぞれ妥結を
行った︒
共にベア・ゼロ回答であ
JR

Ｎo . 2581
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紙ろばた︵左記︶を参照︼
ところが︑佐藤氏は着任
２日目に異動先の秋田で体
調不良を訴え︑病院での診
察の結果﹁不安障害﹂と診
断され現在も休養している︒
分会は︑佐藤さんを仙台
に戻すよう︑会社との交渉
を行っており︑また分会と
宮城県支部は今後の対応を
検討している︒
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も遠距離出向に出す行為が
理解できない︒全く不当な
人事だ﹂と満身の怒りをもっ
て会社に対し︑撤回を求め
る抗議文を提出︒
また簡易苦情処理会議を
開催したが︑対立のまま結
果は覆らず︑残念ながら佐
藤氏は異動に応じざるを得
なかった︒
︻経過の詳細は同分会機関

ティングは一般社員にプレッ
シャーを与える◆超勤︒要
員削減で負担大︒設計科で
は Ｈオーバー数人︒昼休
みや早朝︑夜遅くまで残業︒
サービスも多い︻仙台電力︼
◆春闘︒要求を執行委員会
で議論︑会社に提出◆大越
駅での事故︒現場と輸送指
令との連絡が合わず︑無遮
断に近い状態が︒指令に上
げる事は最低必要◆若手が
﹁ルールを守ります﹂の勉
強として︑暗唱させられて
いる︒結局︑精神論のよう
で浅はか◆職場内で︑東労
と国労がそれぞれ組合説明
会を実施
︻郡山信通︼
◆要求書を基に現場長と交
渉を実施︒検証の意味でも
継続したい◆時間外労働
条の適用が人によって違う︒
超勤時間管理の策か◆新採
にパンフ手渡しと話しかけ
を実施
︻仙台信通︼
◆今冬期間は連日連夜︑障
害事故が発生︒少ない要員
であり︑技セ・メセの組み
合わせを気にしてしまう◆
設備検査の規定値外の扱い
があやふや︒ とＰ社の意
見が違う◆安全問題︒ルー
ルを守れと言うが︑例えば
只見線で見張体制を組めば
何人必要か︒実態として無
理である ︻若松地区信号︼

３月 日
菅野 勉さん
岩沼駅連合

退職のお知らせ

40

斎藤志津子さん
郡山駅連合
エルダー
長 い間 お疲 れ様 でし た

統一
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団結

この班ニュースに対し、支社は地方本部に「事実と違うので撤去する
ように」と抗議。理由は「4月1日に資格者を配置した」とのこと。組合
は「4月1日に配置されたことは周知されていないため、ニュースを掲示
した時点では分からない」と主張したが、不在であった9ヶ月間の法令
違反には触れず、11日間だけを問題にしており、法令違反に対する反省
は無いようだ。

先週末に、掲示板から撤去された

支社は、先週末に掲示板からニュースを撤去するという暴挙を行い、
他の分会でも撤去するように指示された箇所も。

圧力をかけ黙らせるという支社のやり方は第２の信濃川発電所不
正取水問題を引き起こす

JR東日本は、全社を挙げてコンプライアンスを取組んでいるが、支社
の今回のやり方からは、そういう構えが全く感じられない。支社は、信
濃川不正取水問題から一体何を学んだのか？あのような問題を2度と引
き起こさないためには、会社が謙虚な姿勢を持ち、労組や社員の意見に
耳を傾け、風通しのよい職場、企業風土を作らなければならないと考え
る。違反した実態の曝露に圧力をかけ隠蔽をはかったり黙らせるという
支社のやり方では職場に問題があっても表面化せず、第2の信濃川発電
所不正取水問題が引き起こされてくると思う。

事 務
佐々木 茂
会計監査 長谷川義浩
会計監査 鳶
修二
本中島副委員長がそれぞれ
の立場から挨拶を述べた︒ 委員の発言から
議事に入り︑経過︑会計
︵決算・予算︶︑運動方針 ◆郡山は外注エリアであり︑
について質疑応答が行われ︑ 直轄は目視での検査だが︑
全て承認された︒新役員は 隠れて補修作業をしている︒
以下の通り︒
点検と摘発の強化を︒◆春
議 長
千葉
薫
闘はあらゆる闘い取組んだ
副議長
堀切
彰
が不満︒ストで闘うべき︒
事務長
大橋
康
◆日貨労は意味のない残業
︵分科長︶
で生活費を稼いでいる︒超
変電︵兼︶堀切
彰
勤指示を出せと言っている
幹線電力 立山 昭仁
が改善されず◆検修工事︒
在来電力 橋本 幸一
盛岡テムズでは﹁︵儲から
通 信
梅宮
繁
ない︶貨物の仕事はしない﹂
幹線信号 佐々木 照
と明言◆ボウリング交流会
在来信号 小林 康広
は良い取組み︻貨物福島︼
貨 物
木元 敏彰
◆始業前の管理者の全体ミー

JR

東北工事事務所分会所属
の佐藤典彦氏に対し︑ＪＲ
会社は４月１日付けで︑第
一建設工業︵秋田︶に出向
発令を行った︒
しかし︑佐藤氏は以前山
形への出向の際︑体調を崩
して入院しており︑自宅療
養を経て現在に至っている︒
同分会では﹁一度病気で
戻された人間を再度︑しか

JR

法令違反を反省することなく組合に圧力をかけ隠蔽をはかる支社
国労仙台地本電気協議会
は︑４月 日︑こくろう会
館において第 回定期委員
会を開催した︒議長に結城
委員を選出し︑冒頭挨拶に
立った千葉議長は︑① 東・
貨物における電気職場を取
り巻く実態② 職場︑とり
わけ貨物会社における制度︑
労働環境の悪化③技術力の
継承と将来を見据えた組織
拡大の取組み④職場・分会
活動を検証・交流し闘いの
確認の場に︑と述べた︒
また︑来賓として︑東日
本電気協議会から高橋事務
長︑盛岡電協佐々木議長︑
秋田電協佐藤議長︑仙台地
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さ れる可 能性があ
る ︒面談 で希望地
を 言えば ︑その逆
の 発令をし てくる
の であれば ︑怖く
て 言えない ︒今回
Ｊ Ｒ 会 社 は ４月 １ 日 付 け で ︑ 佐 藤 典 のＪＲの態度は特にひどいものがある︒
彦氏に対し第一建設工業︵秋田︶への 怒りを確認し︑戻す闘いを取組もう﹂
不当な出向発令を強行してきたが︑そ と述べた︒
れに対する抗議集会がこくろう会館で
行われた︒佐藤氏は 年４月に同じ第 健康で生活する自信がない・・︒
一建設工業︵山形︶へ出向に出され︑
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国労仙保班は、仙台保技セにおいて衛生管理者が9ヶ月間選任されてお
らず違法な状態であることを指摘。また資格のある国労組合員が存在す
るが、なぜか選任されないことも曝露した。
16

JR
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出向途中の 年５月に体調を崩し︑一ヶ 佐 藤 典 彦 氏 が 現 在 の 状 態 を 次 の よ う
月の入院とその後三ヶ月の自宅療養を に述べた︒﹁前回の出向で発病︵不明
余儀なくされた︒
熱と診断︶し︑原因が分からないとさ
れているが︑明らかにストレスからき
﹁事前に話しはしている﹂
ている︒環境が変わり︑やったことも
と回答しつつ︑一発発令
ないことをしたため熱が出た︒ＪＲは
そのことを認めたくないだろうが︑今
分会 で は ︑ 今 回 の発 令 前 の ３ 月 日
回の出向で病気になればはっきりする︒
付けで︑﹁①４月１日以降の出向予定
前回の出向で︑妻が円形脱毛症に な
について︑会社の考えを明らかに②人
り︑今回の件でも相当落ち込んでいる︒
事異動に際しては︑本人の意思を尊重
今は︑前回出向前の体力に戻りつつ
し前広に実施すること﹂を行い︑その
あり︑これも妻の協力があったからで
打合せの中でもＪＲ側は︑﹁いきなり
ある︒なぜ自分が秋田に出向で行かな
の発令はない︒事前に話はしている﹂
ければならないか分からない︒健康で
と回答している︒その舌の根も乾かな
生活する自信がない︒自分をコントロー
い内の一発発令である︒
ルするのが大変な精神状態である﹂と
集 会 で は ︑ 舟涛 委 員 長 が ﹁ 病 気 で 返
悲痛な状態を明かされた︒
された佐藤さんを再び同じ会社へ出向︑
集会では︑今回の不当発令に対す る
それも秋田である︒なぜ佐藤さんなの
抗議と︑撤回させる闘いを引続き行う
か︑全く分からない︒いじめとしかい
ことを確認し終了した︒
いようがない︒これから東北各地へ出
07

前号の班ニュースは衛生管理者が未選任の違法状態を曝露したもの
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２０１０年４月３０日
国労仙台
第２５８１号

