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県支援共闘の高橋博久議
長は「２・ 総決起集会を
開催するなど地方から闘い
をつくってきた。ようやく
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上京行動から急きょ来長
した紋別闘争団の清野隆団
長は「一定の結論が 出たこ
とに素直に喜べない のが今
の実感。雇用問題が きちん
とされないと喜ぶわけには
いかない。ただ、年 金・解
決金についてはホッとして
いる。これからが最 後の詰
めとなる。４者４団体は雇
用問題の解決まで維持して
いく。組織自活体制につい

解決に「ほっ」！
素直には喜べない！

じた中身となった。雇用に
ついて努力義務となってい
るが大変厳しい状況にある。
雇用問題が解決されるまで
は闘争を継続していく。最
終解決まで変わらぬ支援を
お願いする」と闘い の継続
を訴えた。

ＪＲ不採用問題で政府は４月９日、与党３党と 公明党が提示した解決案につ
いて、訴訟取り下げを条件に受け 入れることを決め、国労を含む４者４団体も
受け入れることを 日に正式に表明した。
こうした中央 の情勢を受け、地方本部と国労支援長野県共闘会議は、４月
日に合同で代表者会議を開催した。緊急の会議となったが 名の代表者が出席
し、解決に至る経過と今後の取り組みについて議論した。
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県支援共闘の喜多英之事
務局長は「まずは素直に喜
びたい。ＪＲに何人かが採
用されるまで支援を続けて
いく」と喜びと決意を示し、
続いて、①当面は雇用問題
の解決に向けて支援を継続
していく ②今後の運動形
態については、今までとは
変わらざるを得ない状況と
なるため皆さんと相談し考
えていく ③解決以降の美
幌・紋別両闘争団との関係
は、今後も運動・各種事業
等の面でつきあい続けてい
く。と提案し、全体で確認
した。

力強く「団結ガンバロー」 提示され受入れを決定した。
ホッとしている部分もある 闘争団・家族の
頑張りが最大の力！
が、残された雇用問題に全
力をあげていく」と解決に
本部元書記長の吉田さん
至る厳しい状況を語ってく
も駆けつけ「 年間闘って
れた。
きて良かったと素直に喜び
支援共闘の
あおう。当事者・家族が頑
今後の対応は…
張ったことが最大の力であっ
た。そこに、支援共闘 の仲
間の支え、国労のがんばり
があって解決へとつながっ
た。労働者の首切りを許さ
ない、労働組合としての強
い決意と運動、労働組合の
団結と統一を維持強化させ
てきた。この２点で解決を
勝ち取ったことは大きな意
義がある」と解決の喜びを
述べた。
太田耕三副委員長の閉会
あいさつに続き、高橋 議長
の団結ガンバローで会議を
終了した。
ても維持していく方向で考
えている。闘争体制を継続
し、最後まで緊張感を持っ
て闘い抜く」と複雑な心境
を吐露した。
美幌闘争団の長縄孝則団
長は「４月７日の上京行動
時点では、和解自体がつぶ
れるかもしれない状況であっ
た。そうした中、政府案が
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解決へとつながった。解決
金・年金は一定の整理がつ
いたが、雇用については、
保証はできないとの文言が
入っている。雇用
を含めての解決が
なされるまで闘い
を継続する」と、
解決の厳しさと共
に雇用問題の解決
に向けての決意を
述べた。
地方本部の太田
克彦委員長は「こ
れまでの支援共闘
の仲間の支えに心
から感謝を申し上
げる」と冒頭に御
礼を述べ、解決案
の受入れの決定に
いたる経 過を説明
するとともに「雇
用・年金・解決金
の３要求にほぼ応

↓ ４党及び政府合意文書 (２面に｢４者･４団体の署名｣)

発行所
国鉄労働組合長野地方本部
長野市中御所3-2-22
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↓「４者･４団体」の署名 (１面に｢４党及び政府合意文書｣)

鉄

長

野

ＪＲ不採用問題に解決が 名、吉田進元書記長、地本
見えはじめてきた３月 日、 執行委員３名の計 名で、
県支援共闘２名、各支部４ 栂池高原スキー場でアルバ
イトをしている紋別闘争団・
柴田義弘さんの激励を行っ
た。
柴田さんは「新聞報道の
３党案が実現すれば最 高の
解決になるが、実現には少
なからず疑問もある」「Ｊ
Ｒへは何としても復職した
い。ただ、母が高齢でもあ
り地元での復職を希望して
いる」「いずれにしても、
自分たちが望んでいる解決
実現のため、あと少し頑張っ
ていく」と解決を目前にし

国

第1469号

2010年4月15日

( 2 )

10

10

ての気持と決意を語った。
懇親会で柴田さんは、闘
争団の仲間と初めて長野に
来た時、出費を抑えるため、
車で 数時間かけて紋別か
ら長野まで、すべて一般道
を使って来たことの思い出
などを語った。また、解決
案の完全実施に大きな期待
を持ちすぎて、納得がいか
なかった場合は不満が出て
くるのではないかなどの話
がされた。
国鉄闘争が解決し、みん
なで喜び合える願いを込め
ながら、和やかな雰囲気で
現地激励行動を終了した。
10

北信越ブロック５県の平
和統一行動として、沖縄連
帯キャラバンが４月 日か
ら 日の日程で取り組まれ、
県内では、県護憲連 合のも
と、 日に沖縄からのオル
グ受入れと県集会が 開催さ
れた。
地方本部、車両所支部、
東北信支部でキャラバン隊
の呉屋悟 西原町議 さんの
オルグを受け入れ、長野駅
前街頭宣伝にも参加した。
南千歳公園で開催された
「普天間基地即時返還！新
16
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(
)

集会アピール（抜粋）

設ＮＯ！、普天間基地の国
外・県外移設の実現！」な
どと市民にアピールしなが
らデモ行進を行った。

２０１０年４月１３日
普天間基地の即時返還！新基地建設ＮＯ！長野県集会参加者一同

30

る現地からの訴え、連帯決
意表明がされ、集会アピー
ルを採択した。
続いて「普天間基地の即
時閉鎖・返還！、新基地建

沖縄・普天間基地の移設をめぐり、鳩山連立政権が自ら期限とした５月末
が刻々と迫っています。
普天間基地は、人口約９万人の宜野湾市のど真ん中に位置する世界で最も
危険な軍事空港です。アメリカ本国の基地の設置基準に照らしても建設して
はならない欠陥空港が沖縄に設置され続けてきたのです。
鳩山首相は、総選挙で沖縄／新基地建設は「最低でも県外」と公言してき
ました。さらに、沖縄県民の負担軽減の観点から、在日アメリカ軍基地のあ
り方を見直し、普天間基地問題を５月までに決着させると国民に約束しまし
た。
（中略）
日米安保条約締結から５０年、沖縄では軍用機の爆音被害、墜落事故、自
然の破壊、そしてアメリカ兵による殺人・暴行・傷害事件などの犯罪、頻発
する交通事故などアメリカ軍が日本に駐留することによって引き起こされる
被害が、今もなお絶えません。
県民の皆さん！沖縄県民の軍事基地による苦しみは、沖縄だけの問題では
ありません。日本政府がアメリカ軍に提供している基地の敷地面積は、７５
％が沖縄県に集中しています。さらに、日本のアメリカ軍駐留経費は、約５,
０００億円で、韓国の５倍以上もの私たちの税金を負担しています。
（中略）
沖縄県では県民の願いと総意を踏みにじりかねない鳩山政権に対して、日
ごとに県民の怒りの声が高まっています。こうした中で４月２５日に、沖縄
県議会の超党派の呼びかけで鳩山政権に対し「県民の大同団結で県内への移
設を許さない島ぐるみの声を突きつけていこう｣と１０万人規模の県民大会が
開催されます。
私たちは、基地のない島・沖縄を求める沖縄県民の切実な願いと訴えに連
帯し、普天間基地の即時閉鎖・返還！、新基地建設ＮＯ！、普天間基地の国
外・県外移設の実現！を心から訴えます。
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基地建設ＮＯ！長野県集会」
には、県下各地から２３０
名が結集し、地方本部から
は約 名が参加 した。
集会では、呉屋さんによ

普天間基地航空写真
（宜野湾市ホームページより）

11年連続「ベア・ゼロ」
定昇実施は10月1日
２０１０年春闘は、リーマンショック
による景気低迷、高速料金１０００円な
どにより、厳しいものとなった。
東日本会社が「ベア・ゼロ、定昇のみ」
「夏季手当２．７０ヶ月、６月２９日支
払」、貨物会社は「ベア・ゼロ」「定昇
は１０月１日まで先送り」の結果となっ
た。
特に、貨物会社は１１年連続の「ベア・
ゼロ」、さらに当初は「定昇なし」の回
答がされるなど、怒りがこみ上げる内容
だった。今春闘では、先送りではあるが
定昇は確保された。
今後、社員・家族へ犠牲を強いる貨物
会社に対し、客貨一体となった取り組み
を強化しよう！

会社別
北海道
東日本
東 海
西日本
四 国
九 州
貨 物

ベア 夏季手当
０円 別途回答
０円 ２．７０
０円 ２．８０
０円 ２．５０
０円 別途回答
０円 ２．４３
０円 別途回答
（定昇半年先送）

支払日
６／２９
６／３０
６／３０
６／３０

◆退職の際は、鉄道退職者の会への加入を！◆
◎鉄道退職者の会 長野地方連合会
電話 026-226-6658

◆交運共済からのお知らせ◆
マイカー共済の新規加入を！
◎全国交運共済生協 長野事業部
電話 026-291-5057 JR:067-2583

