昨年 の四月二五日︑ ＪＲ
西日本 会社の福知山線 で発
生した 電車の脱線・転 覆故
か ら 早 一 年 が 経 過 した ︒
地方 本部では四月二 五日
を﹁安全問題を検証する日﹂
と制定 し︑宮城・福島 の各
県 で 集 会 を 開 催 し た︒

主催 者を代表して冒 頭挨

急列車脱線転覆 による乗客

の感電死亡︑羽 越線での特

ないことを強調 し︑組織と

拶に立 った橋本地本副 執行

い事が 大切であり︑そ のた
め地本 としても議論し て今

して安全問題に 対してより

乗員の死傷事故 ︶でも引き

日の集 会を開催した﹂ と集

一層の取り組み の強化をし

委員長 は﹁一年前の尼 崎事

会開催 の趣旨を説明す ると

ていかなければ ならないこ

故を教 訓化して風化さ せな

共に全 国各地で同様の 集会

と を 強調 し た ︒

仙台支社︵山形車両センター
でのＰ 社下請労働者の 感電

に立った佐藤執行委員は

また地方本部 の問題提起

日本だけでなく東日本会社︑ ◆分 割 民 営 化の 歪

報告し た︒また﹁事故 は西

が取り 組まれているこ とを

起こされている ﹂として︑
決して他会社・ 他人事では

◆全国各地で集会！
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死傷︑ 奥羽本線赤岩〜 板谷

てきたが︑正に現状はそ

全が損なわれると主張し

営化＝儲け優先となり安

﹁十九前の分割・民営化
反対闘争当時︑我々は民

どについ て報告・提起を し

して地方 本部の取り組み な

し︑原因 の究明と課題︑ そ

これまで の重大事故を報 告

過ぎた効 率化・合理化に 対
して警鐘 を鳴らした上で ︑

残念であ る﹂と述べ︑行 き

◆ 立 山 氏報 告

ただ会社側も請負会社の

論が噛み合わなかった︒

き な いも の にな っ て いる ︒

あり︑全車両をカバーで

く︑設置箇所にも不備が

工事業務全般の仕組みに

加重労務や工事発注側の

た︒

の通りとなっており至極

武田昌仙
編集責任者

去る四月十九日に奥羽

年から連続して発生して

交渉後︑組合側より昨

議論 かみ合わず も
協議の場 を約束

本線赤岩・板谷駅間での

いる重大事故を鑑み︑業

も問題 点はあると 述べた︒

感電死亡事故について

会社

発防止策を求めて団体交

被災者は電力のＰ会社社
員３２歳︶原因究明と再

要望した︒会社側はどう

議する場を設置するよう

さないため︑労使間で協

破損する重大事故が起き

耗も増加し︑パン本体が

最近はパン擦板の段磨

︵昨年十 二月八日 に発生︑ 務 全 般 を 見 つ め 見 直 し 二
度と悲惨な事故を繰り返

渉を開催した︒

ある︒数

てもおかしくない状態で
ル違反が

千万円も

いう形になるかはわから
原因であ

は本人︵被災者︶のルー

ると断定

ないが 検討すると 答えた︒ 導 入 し た 今 の 所 長 は 撤 去

掛けた装
置だから︑
し請負会
社への感電事故防止教育

来れば止めざるを得ない

しないだろうが︑時期が

◆我妻氏報告

の再徹底で再発防止が可
能とし︑組合が主張する

だろう︒

また制輪子が

﹁新体制の問題点や弊害

走り続けた事象も発生し

極端に磨耗して仙山線を

による構造的な背後要因﹂ 金をかけたから要員減
では納得 出来ない
を掘り出した主張とは議

ている︒私たちは乗客の

出して訴えて行かなけれ

要因削減を目的のため

に導入されたパンタすり
板自動測定装置だが︑カ

ばならない︒

安全を守る立場から︑もっ
とこうした問題を前面に

メラ自体も良いものでな
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地 本電気 協議 会︵ 地電 協︶
は ︑国労 会館 にお いて 第○

去る四 月八 日︑ 国労 仙台
差 別感 を無 くし て組 織拡 大
へ とい う取 り組 みだ が︑ 職

◆和解問題をどう捉えるか︒

○回定期委員会を開催した︒ 場 では 人間 関係 も含 めて 戸

以 降加速 度を 増し て劣 悪に

長 は﹁メ ンテ ナン ス合 理化

冒頭挨 拶に 立っ た千 葉議
を 強化 して 行く しか ない ︑

と は仕 事を 通じ て取 り組 み

惑 いも ある ︒一 番大 切な こ

質疑 では 例年 通り 議長 の

などの挨拶を受けた︒

条 件や職 場環 境に 対し ︑諦

取 り計 らい で︑ 全て の職 場

り︑そ れぞ れの 職場 の近 況

から状 況も 含め て発 言が あ
来た︒

を報告 し確 認す るこ とが 出
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◆１９８ ９年 当時 貨車 解体

ある︵郡山工場支部︶

時に 本人に 対し ても 十分な

人数 を明ら かに させ ると同

必要 な人数 と軽 度の 異常の

☆よろしくお願いします

佐々木

業務に従 事し た組 合員 が危

説明 をさせ るこ と② 本人が

照

幹線信号分科長

議が こくろ う会 館で 開催 さ

険である とし て訴 えた こと

特健 を希望 した 場合 は受診

去 る４月 ２２ 日標 題の 会
れた ︒会議 は地 方本 部の ア

﹁ 処分 ﹂と

結果 報告と いう こと で本 人

診断 ︵以下 特健 ︶の 結果 が

されて

ら出

か

に団 体加盟 をし ︑ア スベス

奈川労災職業病センター﹂

機関 とし て ﹁ 社団 法 人 神

た︒ また 地 方本 部は 組 織

地域間異動 異動

３月３日付
◆箭内 喜八氏
仙台車セ↓渋谷駅

４月４日付
◆渡邉 斉氏
仙台駅↓東十条駅

◆生出 宏彦氏
古川駅↓渋谷駅

復帰

４月１９日付
◆小室 勝則氏
東京駅↓白石蔵王駅

地域間異動

◆千葉 祐悦氏
東京駅↓多賀城駅

出 席 報 告 願い ま す

その他 ５月１０日まで

会費 千五百円︵家族無料︶

場所 東京地本会議室

１３時から

日時 ５月２７日︵土︶

地域間 異動者激 励会

◆山本 善昭氏
渋谷駅↓仙台運輸区

◆白鳥 勝則氏
中野駅↓仙台駅
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な ってい る電 気職 場の 労働

挨拶する千葉議長

め ずに粘 り強 く闘 いを 組織
し よう﹂ と挨 拶し ︑電 気労
働 者の地 位向 上の ため 奮闘
し 合おう と組 織へ の結 集を
訴えた︒

スベ スト対 策委 員︵ 佐藤 勝

が

させることを求めていく︒

組 合とし ては ①特 健を求

める 組合員 に対 して は受診

させる②地方本部として

﹁特 健結果 報告 ﹂を 管理す

る︒ 各支部 は結 果を 地本に

に配 布され てい るが ﹁軽 度

いる︒名

トに 関して 疑問 等が あれば

社

して会

執行 委員座 長︶ と各 支部 の
対策 委員で 構成 され ︑今 日
まで の経過 を全 体で 確認 し
討論 をした ︒
各 支部か らの 報告 では ◆
支部 として 第２ 回の アス ベ
スト 対策会 議を 開催 して き

の異 常﹂と いう 人も いる ︒

誉回復は勿論の

仙台 地本と して 相談 が出来

集約すること等を決定し

本人 は心配 して おり 説明 す

こと︑実 損も 回復 する 手立

るこ ととな った ︒詳 しくは

た◆ 昨年１ １月 の特 殊健 康

べき である ◆再 検査 の人 も

てを︵福 島県 支部 ︶︑ など

定︒

会議 は６月 １７ 日︵ 土︶予

おり ︑不安 の無 い様 説明 す

今後の 取り 組み とし て︑

活発な意見報告がなされた︒ 地方本部へ連絡を︒次回の
◆２ 人が死 亡し てお り遺 族

会社に対 して は① 再検 査の

べき︵以上仙総支部︶
が労 災申請 手続 きの 最中 で
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◆ 安全 ・安定 輸送
が困 難に！
また来 賓と して 東日 本電
気 協議会 の高 橋事 務長 から
は ◆技術 力継 承の 問題 であ
る が︑５ ０歳 以上 が４ 割を

占 める一 方で 平成 採用 が非
常 に多く なっ てい る︒ 事故
対 応が困 難で 教育 もそ の場
し のぎ︒ 安全 ・安 定輸 送の
確 立が困 難に なっ てい る
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