の超低額回答に対し︑抗議と再回

月の回答を行った︒地方本部はこ

０６年度夏季手当について１．８７ヶ

ＪＲ貨物会社は６月１９日︑２０

た︒

北貨物協議会議長の報告を受け

れ激励の挨拶を受けた後︑木村東

執行委員長から貨物の状況にふ

開会し︑主催者代表して太田地本

に貨物宮城野門前でそれぞれ開

﹁ 貨物会社内の全ての労組が２・

りを露に報告した︒

各機関を

えようとしない貨物会社に対し怒

仕事をしている組合員の努力に応

差をつけられながらも一生懸命

造的矛盾を指摘すると同時に格

応えていない﹂と分割民営化の構

働いている組合員の労苦になんら

しい生活実態の中︑昼夜を問わず

各社をも大幅に下回る回答は︑厳

け完全民営化出来ないでいる三島

確保する中で未だ国の補助を受

決算で昨年を上回る経常利益を

出来るものではない︒２００５年度

ける超低額回答であり到底容認

ア・ゼロの上に更に追い討ちをか

での今回の回答は︑七年連続のベ

貨物会社も業績が安定している中

５ヶ月以上の要求を提出し︑ＪＲ

会事務所で︑宮城では６月２２日

日に郡総門前︑郡山分会連絡協議

答を求める集会を福島は６月２１

発行責任者 太田博二

代表して宮城県支部からは秋山

五十嵐敬

い﹁
七年連続のベア・
ゼロの上に超

委員長がそれぞれ決意表明を行

委員長が︑仙総支部からは庄司

は諦めない・
腐らないが身上だ︒我々

てしまった︒しかし貨物の組合員

員で頑張ったが残念な結果になっ

貨一体となって最後まで支援し

く決意を述べた︒集会は中島副委

最後まで諦めず闘い抜く﹂
と力強

低額・格差回答は許せない︒客・ は旅客の仲間の力を背景に最後の
共に闘う﹂
と激励と連帯のエール

全体の拍手で確認し︑橋本副委員

員長が提案した集会宣言︵案︶を

最後に決意表明に立った阿部

長の団結がんばろうで締めくくら

れた︒◆国労貨物は再回答

を求め六月二十三日まで抗

議の闘いを展開したが︑会社

の頑なな態度は変化せず︑極

めて不満の残る回答結果で

いなほ１４号が脱線転覆し︑

で昨年十二月二十五日︑特急

◆庄内町榎木のＪＲ羽越本線

をめどに鉄橋を含む事故現場

防止策として︑今年十一月末

る︒◆一方ＪＲ東日本は再発

ており捜査は道半ばとしてい

を調査するため鑑定を続 け

原因とみられる突風の関 係

ほ１４号の脱線過程と事 故

線転覆事故では運転士が速度

た︒◆ＪＲ西日本での尼崎脱

応してほしい﹂と結ばれてい

題で︑ＪＲ東日本は誠実に対

遺族と負傷者のケアや補償問

くなった乗客が五人もいる︒

災害なのかもしれないが︑亡

﹁もしかすると︑事故は自然

はあるが同日妥結した︒

三十七人が死傷した事故は六

周辺の線路西側約二・三㌔区

超 過し

背景にある営利優先から生ま

いう 節目

間に防風柵を完成させること

れた労務管理と安全軽視の体

た のが

２６日に社会面に特集を組ん

にしており資材搬入路の整備

質はＪＲ関係者なら周知の事

を迎えた︒

で事故当日の様子を乗客の証

を進めている︒また防風柵を

実である︒翻ってＪＲ東日本

直 接の

言を元に再現した記事や尼崎

設置するまでの間現場周辺は

の場合はどうであろう︒原因

◆地 元の

脱線事故の負傷者らが脱線転

四十五㌔の徐行運転を継続す

は突風︵自然災害︶だけなの

原 因と

覆事故現場を訪れ︑一万羽を

るとしている︒◆乗客証言の

か︒また仮にそうであっても

山形 新聞

超える千羽鶴を供え︑犠牲者

最後に﹁デッキに立って突風

防ぎ様はなかったのか︒徹底

さ れて

の冥福を祈ったとの記事を載

を直接感じたこともあり︑脱

した調査が望まれる︒

では ６月

せた︒紙面によれば山形県警

線の原因は風と確信している﹂

いるが︑

貨物会社に対し抗議と仲間の激励に駆けつけた組合員（約７０名）

２５ 日と

月二十五日で発生から半年と

決意 表明 する 阿部分 会長

分会長は﹁様々な取組みを全組合

を送った︒

編集責任者

庄内捜査本部は現在特急いな
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貨物宮城野門前で報告する貨物協議会木村議長

２００６年７月１２日
国労せんだい
第２４６８号

月四日付けで渡辺書記長が東十条
国労宮城県支部
の解消を図ることが主な目的であ

運動に支障が生じていたためにそ

◆執行委員長
秋山 正浩
︵ビルティック・出向︶

◆執行副委員長
曽我 浩之︵中野栄駅︶
◆書記長
山田 芳夫︵山下駅︶
◆執行委員
内田 五郎
︵貨物・宮城野駅︶

転手をしていたが、バス会社分離の時全員がバス会社出向の取り扱いなのに
JR本体に残され、逆出向差別があった。この間の中労委和解協議の進展によ

駅に地域間異動発令をされ︑支部
は七月七日こくろう会館において
る︒

手復帰歓迎会と村木美之さんの退職送別会を開催した。北山さんはバスの運

役員改

第四十七回臨時支部大会を開催

望職場が既に廃止、体調の関係も
あり退職された。

選では定数通りの立候補者があり︑

◆執行委員
立山 昭仁
︵仙台電力技セ︶
◆執行委員
宮本 広美
︵仙台車両センター︶
◆執行委員
八巻 孝夫
︵小牛田運輸区︶
◆婦人部長
三上 敦子
︵仙台病院︶
◆会計監査
後藤 武志
︵小牛田運輸区︶
◆会計監査
村松 孝一
︵宮城野運輸区︶

さんも申立者の一人だったが、希

した︒この臨時大会は︑石垣副執

◆執行委員
村上 正博
︵東照宮駅︶
◆執行委員
畠山
満
︵小牛田運輸区︶

東北仙台支店に配属された。村木

村 木さ んと 北山さ んを 囲ん で

り、希望通り運転手としてJRバス

新役員が決定した︒新役員は以下
の通り︒
り安 全な方向に 対応す るのが
ベタ ーであると 指摘し ている
こと が報告され た︒◆ また今
回の ことに鑑み ︑今後 アスベ
スト の存在が明 らかに なった
場合 ︑現場での 我々の 対応を
決め ておくこと が必要 との認
識で 一致した︒

ＯＢの労 災 申 請 の状 況

新執行部を代表して挨拶する秋山委員長

◆ 郡山工場支 部ＯＢ の労災
申請 については 二家族 が五月
十五 日および十 六日に 郡山労
働基 準監督署に 申請し たこと
と︑ また郡山工 場支部 退職者
の会に複数の方から相談があっ
たことも合わせて報告された︒

今 後の取 組みについて
◆① 対策委員会 は来年 八月ま
で二 ヶ月に一回 のペー スで開
催し ②途中来年 ２月地 本学習
会の 開催③支部 ・分会 段階の
学習 会の開催④ 特殊健 康診断
﹁石 綿﹂への受 診申し 込み⑤
特殊 健康診断結 果報告 書﹁石
綿﹂ の地本への 提出等 を確認
した ︒次回開催 は八月 十九日

六月二十日、こくろう会館において東北自動車支部は北山修司さんの運転

行委員長が今年三月末で体調の悪
化を理由に退職したその直後︑四

耐震補強工事でアス
ベストの所在 が明 ら かに

を
行
い 交
渉を行っ
たこと
が報告
され た︒◆後日 会社か らはサ
ンプ リングの取 得箇所 によっ
て含 有率が違っ ている 明らか
にさ れたが︑分 会とし てはよ

◆二 つ目として 東北新 幹線福
島南 部高架橋耐 震補強 工事に
おい て︑アスベ ストの 存在が
明ら かになった 問題が あり︑
東
北工事事務所
分会が会
社に申
し入
れ

第 五 回 アスベスト
対策委員会を開催
六月 十七日︑第 五回アス
ベス ト対策会議 がこく ろう会
館で 開催された ︒会議 は今日
まで の取組みを 全体で 確認し
課題 について討 論をし た︒

アスベスト作 業 拒 否
で処 分 ！
◆ その一つと して郡 山運輸
区当 時︵１９９ ０年︶ にアス
ベス ト作業を拒 否した 組合員
が処 分された問 題に対 して︑
地方 本部執行委 員会に 諮り︑
地方 本部として は趣旨 了解で
あり ︑資料の調 査整理 を図り
進め ることを報 告した ︒◆郡
山工 場の宇宙服 を着て の作業
は﹁ ＰＣＢ﹂撤 去作業 ではな
かっ たか︑との 疑問に 対し郡
山工 場の大橋委 員から ﹁アス
ベス ト作業であ ること は間違
いな い︒郡山工 場の北 側︑現
在の 廃車解体の 場所で 当時ア
スベ スト作業を してい た︑と
明快 な回答を得 た︒

地域間異動 復帰

◆片岡 誠志氏 ７(月１６日付 )
四街道︵都賀︶↓仙台駅
◆田村 孝一氏 ７(月１６日付 )
品川駅↓新庄駅
◆鈴木 清美氏 ７(月１６日付 )
品川駅↓会津坂下
◆佐藤 博通氏 ７(月１６日付 )
立川駅↓松島海岸駅
◆鈴木
実氏 ７(月１６日付 )
八王子駅↓仙台車両センター

お知らせ

国労会館建設資金返済業務
の取り扱い変更について

国労会館建設資金返済業
務は１９９９年度末償還期
限以降︑︵財︶国労会館仙
台事業部で取り扱いを行っ
てきたところです︒
このたび返済業務が一定
の整理を見たこと等から︑
︵財︶国労会館仙台事業部
で取り扱ってきた業務の残
りについて︑国労仙台地方
本部で引き受けることにな
りました︒
つきましては︑今後の国
労会館建設資金返済請求に
ついては下記に請求をして
ください︒
記

住 所 〒９８４ ０‑０１５
仙台市若林区新寺一丁目
４ ３
‑１
名称 国鉄労働組合仙台地
方本部 担当係 岡崎
連絡先

Ｔ Ｅ Ｌ０２２ ２９３ ７‑
４６０
‑
Ｆ ＡＸ０２２ ２‑
９９ ７‑
４３５

請求方法 所定の請求書に
必要事項を記載の上﹁国労
会館建設資金受領之證﹂と
あわせて提出してください︒

統一

抵抗

団結

２００６年７月１２日
国労せんだい
第２４６８号

