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つくろう職場に労働運動を！
ひろげよう闘いを
職場に、地域に、全国に！

「不採用問題の早期解決に向けた闘い」
二三年 有余の長きにわたる 不採用 事
件を中心 とした国鉄闘争は、 与党三 党
及び公明 党が取りまとめた解 決案を 、
政府とし て合意し、国労を始 めとす る
４者４団 体は、四月一二日に 正式に 受
け入れ、 四月二六日第七八回 国労臨 時
大会で機 関として決定、六月 二八日 、
最高裁第 三小法廷において鉄 道・運 輸
機構と係 争していた国労訴訟 を含め 五
つの裁判 の一括和解が成立し 、ＪＲ 不
採用事件 の訴訟は終結するこ とにな っ
た。
しかし 、解決金・年金は不 十分な が
らも解決 することになったが 、約二 〇
〇名のＪ Ｒ採用への雇用につ いては 未
解決とな っている。六月一五 日、４ 者
４団体が 民主・社民・国民新 党・公 明
党四党へ 、ＪＲ採用希望一八 三名・ 関
連・公的 機関を含む希望者三 二二名 の
名簿を提 出し、来年の四月一 日まで の
採 用を要 請し た。
国労と して雇用は必ず実現 を図ら な
ければな らない課題であるこ とは当 然
のことで あり、その実現に向 け、各 与
野党と政 府の確認に基づきＪ Ｒ各社 へ
の採用を あらゆる面で強く推 進する こ
とが求め られている。国家的 不当労 働
行為を法 律の名において強行 し、多 く
の組合員 を差別し不採用とし たＪＲ 各
社は、企 業の社会的責任を自 覚し政 府
の要請に こたえ採用すること が求め ら
れている 。今後、国労として 主体的 な
力を発揮 すると共に、４者４ 団体の 共
闘もしっ かりと行いながら、 ４党及 び
全政党と 政府が、責任を持っ てＪＲ 各
社に反映 させる立場を貫ぬか せる取 り
組みを強 化し、政府が自らの 責任で 雇
用を実現 してこそ、国鉄問題 の最終 解
決 である と言 える 。

二三年 間の血と汗のしみ込 んだ闘 い
によって 、ここまでの解決を 引き出 し
たことは 、不十分さが残って いたと し
ても、大 きな成果と教訓とし て確信 と
していくことが重要となっている。
「安全輸送確立の闘い」
福知山 線脱線死傷事故から 五年が 経
過した。 現在、リスクアセス メント を
中心に事 故概念の見直し、技 術向上 ・
コミュニ ケーションの改善・ 安全報 告
等が各職場で取り組まれているが、ホー
ム要員の 配置や安全要員の増 員など の
根本的な 議論や要求となると 、現状 で
の対応と なり、重要な問題が 欠落し て
いるとい わざるを得ない。安 全と企 業
体質の変 革の取り組みは表裏 一体の も
のであり 、安全基本計画など の問題 点
を明確に しながらも、安全を 守る会 社
に転換さ せる労働組合の役割 を、国 労
として発 揮することが重要な 職場運 動
になっていることは言うまでもない。
この間 、国労西日本本部は 団体交 渉
や労使安 全会議などの議論を 通じ、 要
求を取り 入れさせるなど、運 動とあ わ
せながら 闘いを前進させてき た。Ｊ Ｒ
の安全へ の取り組みを強化す るだけ で
なく、関 連やグループ会社に も安全 を
徹底させ 、労働災害の三大事 故の原 因
となって いる、ＪＲ関連労働 者の労 働
条件の向 上と確立を目指す闘 いも重 要
となっている。
過日、 山陽新幹線トンネル 内での 保
守用車脱 線事故は、子会社社 員の安 全
確認の欠 落などで発生したが 、作業 日
程の連絡 のあり方・見張りの 認識度 な
ど、安全 に関わる基本が不十 分であ っ
たといえ る。外注化によって 子会社 ・
協力会社 にしわ寄せが多くの しかか っ
てきてい る実態も踏まえ、作 業に対 す
る安全面 などの点検や、リス クの比 重
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などを精 査することや、保守 点検作 業
での輸送 障害や労災事故・退 避不良 や
車両故障 ・脱線事故などの根 絶を目 指
す闘いも重要となっている。
今後も 国労西日本本部は、 要求・ 交
渉・運動 の観点で職場運動を 強化し な
がら、安全最優先の職場の確立に向け、
労働条件 の向上・権利の確立 など各 級
機関との 連携を更に強化し、 運動を 取
り組む決意である。
「組織強化拡大の闘い」
労働組 合の基本は要求の前 進と解 決
にあるが 、その源である組織 と組合 員
が強固な 団結と組織の強化拡 大を作 り
上げ、多 数派となることが大 きな課 題
となって いる。昨年の西日本 本部大 会
から八名 の組織拡大を実現し てきた 。
組合員一 人ひとりが職場を基 礎に、 多
くの意見 を反映させているこ とが、 国
労への期 待へと大きく変化し ている こ
とは事実 であり、職場の民主 化を図 り
多数派と なりうる役割と力を 発揮し て
いる 。
貨物職 場では昨年二一歳の 青年労 働
者が「率 直に意見が言える職 場にし た
い」と加 入、この八月二日に は吹田 機
関区で二 二歳の青年が、「所 属して い
る組合は 意見を聞いてくれな い。国 労
は楽しい 雰囲気の中で要求を もとに 頑
張っているから」と拡大が進んでいる。
また、関 連労働者が「悪化す る労働 条
件のもと では、我慢にも限界 がある 」
と自ら国労への加入を決意している。
今まで 新規採用者への個人 情報が 特
定する労 働組合へ伝達され、 職場配 属
までに一 括して特定の労働組 合に加 入
するなど 、法律違反が明らか となり 、
本社での 交渉などを取り組み 、各地 方
本部とも 連携を取り合い、不 当労働 行
為の具体 的事実に基づく支社 交渉の 取
り組みな どで、研修中には加 入する こ
とはなくなった。
西日本 会社では青年部を中 心とし 各
地方機関 が工夫を凝らしなが ら、本 社
入社式宣 伝、吹田研修センタ ー前で の
行動、貨 物関西支社では機関 区前で の

宣伝行動 を取り組んできた。 また、 各
職場・各 分会毎に会議室の利 用など を
現場長に 申し入れ、組合説明 会行う な
ど一定前進してきている。
誰もが 自由に労働組合を選 べ加入 出
来る権利 を保障する会社へと 是正し て
こそ、企 業の体質を変えてい く第一 歩
である。 安全輸送の確立・労 働条件 の
向上と権 利の確立・職場の民 主化を 図
るには組 織強化拡大であるこ とを明 確
にし、四 ，〇〇〇名組織にむ け着実 に
運動を進めていく決意である。
「政治的課題の闘い」
一〇ヶ 月前に自公政権を退 陣に追 い
込んだ鳩 山民主党政権は、米 軍普天 間
基地の問 題や、政治とカネの 問題で 国
民の期待を裏切り、辞任に追い込まれ、
変わって 菅政権のもとで参議 院選挙 が
行われた が、菅政権は公約違 反など を
反省する どころか、アメリカ と財界 に
忠誠を誓 い、普天間基地県内 移設の 日
米合意の 実行や、大企業の法 人税減 税
とセットにした消費税増税を持ち出し、
結果とし て民主党が惨敗した ことは 、
菅政権に 対しての不信任であ ること は
明らかである。
国民の 多くは、昨年の総選 挙で自 公
政権に退 場の審判を下し、今 回の参 院
選では民 主党政権に厳しい審 判を下 し
たことは 、政治のあり方につ いて真 剣
な模索と探求を続けているものであり、
国民はま だ模索の過程にある 。各政 党
はそうし た国民の思いを生か し、政 治
のゆがみ を根本から正す方向 を示す こ
とが、日 本の政治を転換でき る大き な
条件となっている。
広範な 国民と共に協力し消 費税増 税
を断念に 追い込み、米軍普天 間基地 の
無条件撤 去・平和憲法を守れ ・大企 業
優遇によ る「非正規」労働の 是正・ 年
金、医療 、社会保障制度の拡 充など に
向け、国 政の革新を実現する と共に 、
国鉄闘争 の残された課題の実 現・安 全
輸送の確 立・労働条件の向上 ・組織 拡
大に向け、奮闘する決意である。
共に頑張ろう！

