貨物会社
年末手当「超低額回答」
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安全を守る
職場風土へ
変える先頭に

実態 を全く 無視 した もの でし
かな い。③ 経営 の根 幹に ある

経緯 を踏ま えれ ば、 全く 整合
性が ない回 答で ある 。② 「鉄
道事 業部門 の赤 字の 解消 」を
最大 の目標 とし て社 員の 生活

歳に 到達し た社 員の 扱い につ
いて は従前 どお りと し、 支払
日は 一二月 一〇 日以 降、 準備
出来次第と回答しました。
国 労本部 は、 ①前 年度 の支
払い 実績と 決算 、今 年度 の収
入動 向及び 中間 決算 等を 基本
に基 準額の 回答 を行 って きた

一 一月二 六日 一九 時四 〇分
に、 貨物会 社は 「二 〇一 三年
度年 末手当 の支 払い に関 する
申し 入れ（ 闘申 第二 号） 」に
対す る回答 を行 いま した 。冒
頭会 社は、 回答 予定 日か ら一
〇日 以上遅 れ、 本日 の回 答に
つい ても遅 くな った こと につ
いて謝罪してきました。
回 答は、 超低 額回 答の 「基
準内 賃金の 一． 一ヶ 月分 」と
し、 社員の 労苦 に応 え「 〇．
二ヶ 月をプ ラス する 」、 五五

回答は、 社員 ・家 族の 期待 を

裏切るも ので ある と同 時に 二
五年度中 間決 算が 対前 年で 増
益となっ てい る現 状で 、昨 年
度の年末手当支給実績を下回っ
ていることは回答に値しない」
と改めて 抗議 し、 「再 回答 を
求める」ことを通告しました。

国労は、貨物会社に対し
「二〇 一三年 度年 末手 当に つ
いて、 社員の 厳し い生 活実 態
と切実な要求に応え「再回答」
を行う こと。 」と 国労 闘申 第
三号を申し入れました。
また 、闘争 指示 第一 三号 を

家族の思いと、抗議を集中し、
「再回答 」に むけ 全力 で大 き
な行動を展開しましょう。

要請行動 は一 二月 三日 まで と
します。
夏季手 当に 続い ての 社員 と
その家族 の期 待を 大き く裏 切
る超低額 回答 に強 い怒 りが わ
いてきます。
職場か ら再 度、 社員 とそ の

を全力 で展開 する こと 。」 を
指示し ました 。な お、 抗議 と

発信し 、「各 級機 関は 貨物 年
末手当 の超低 額回 答に 対し て
本社・支社に対する抗議と
「再回 答」を 求め る要 請行 動

超低額回答の抗議と
再回答を求める要請行動を
全力で展開しよう

問題を 先送り し、 その 場し の
ぎの経 営を行 って きた 経営 幹
部こそ責任を負うべきであり、
社員と 家族に 更な る犠 牲を 強
いる低額回答は認められない。
と強く抗議を行いました。
また 、「年 末手 当の 超低 額

低額回答は認められない

社員と家族に
更なる犠牲を強いる
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