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地方本部内ではこの数年、教宣活動が活性化し、機
関紙を発行する機関が増加の傾向にあります。
先駆けている機関に学びながら、教宣・機関紙活動
を通じて組織の強化・拡大を図りましょう。

む。②業務用車を運転して
戻る場合はパーキング等で
休養をとることの報告を受
けたが、これは「自己責任
論」である。監督員詰所を
造って現地でゆっくり仮眠
できる設備をつくること。
一人勤務でなく二人勤務
とすることが交通事故防止
には絶対ではないのか。そ
のためにはゆとりある設備
と要員が必要だ。電力技セ
等では深夜帯に遠隔地に行っ
て作業をして帰ってくると
いう。我々と同様に交通事
故が心配。夜勤に伴う業務
用車運転は共通の問題。間
違えば命を失う。統一した
要求と共同行動で改善しな
ければならない課題である。

六年前の二〇〇二年五月
一日、箭内喜八氏は郡山工
場から仙台電車区に強制配
転されました。
それから二〇〇六年まで
の四年間、片道三時間にも
及ぶ遠距離通勤を強いられ
たのです。
箭内氏は当時、ＰＴＡ会
長を務めていましたが、帰
宅が二一時頃になるため、
平日の活動が不可能になる
などの支障が出ました。ま
た、病気を患い入退院を練
り返していた七〇歳を超え

る父母や、小学生、中学生
の子供の世話は、奥様一人
が担うことになる等、箭内
家の生活は一変しました。
彼は会社に対して、機会
あるごとにこの実態を訴え、
「郡山に戻してほしい」と
言い続けましたが、聞き入
れられることはなく、悩み
抜いた末、東京への地域間
異動に応じることにしまし
た。地域間異動に応じれば
郡山に戻れる道が開かれる
ことを、会社が示唆してき

たからです。二〇〇六年、
異動先の渋谷駅でホーム案
内係となりましたが、その
労働環境は予想を超えるす
さまじいものでした。毎日
のように乗客から苦情を言
われ、怒鳴られ、身の危険
を感じることもしばしばで
した。「自分の人格が崩壊
してしまいそう」になりな
がら、二年頑張れば郡山に
戻れる、それだけを拠り所
に、耐えて耐えて耐え抜き
ました。しかし、彼の頑張
りに対する会社の答えは、
七月四日付「仙台車両セン
ター車両係を命ずる」でし
た。労働者は、労働力を会
社に売り、賃金を得ていま

す。そのかわり、会社の指
揮に従う義務が生じます。
一方会社は、労働者の人
権を尊重しなければなりま
せん。労働者は結婚してい
る限り、夫婦として生活を
共にし、それにとどまらず、
円滑な夫婦関係を築くこと、
その下で子供を慈しみ育て
ること、年老いた両親とと
もに安らかな生活をおくる
こと、地域社会の一員とし
て様々な活動を行うこと。
会社は、これらを尊重し
なければなりません。しか
し実態は、会社の業務命令
によって、人権はいとも簡
単に軽んじられ、「奴隷」
にまで落とし込められてい
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時間布団で横になれたこと
は、業務用車を運転する体
にはよかった。この陰には、
きれいなシーツ
数ケ月ぶりの夜勤、現場 汚れて交換された「マクラ
まで業務用自動車により移 カバー・シーツ・布団カバー」
動のため、休養室で仮眠を を洗濯に出す事務センター
取ることにした。一年前の のみなさんの心遣いがある。
あらためて感謝である。
仮眠室は、汚れたままの
これからは、使う側の姿
「マクラカバー・シーツ・
布団カバー」で十分も横に 勢が問われる。
なっていれば体が痒くなる お岩様が？
ため、ブースの椅子を並べ
二度目の夜勤。前回を教
て仮眠を取る状況だった。 訓に今度は裏街道で帰るこ
しかし、組合の要求で改 とにした。車など全然こな
善され、今は洗濯された いので安心であるが、山の
「マクラカバー・シーツ・ 中・川の隣で極めて不気味。
布団カバー」が常備されて、 「お岩様」が後部座席に乗っ
自分で交換して気分良く仮 ていないかとバックミラー
眠を取ることができる。お を時々見る。国道のトラッ
かげで勤務開始の三十分前 ク野郎も怖いが真っ暗な道
までゆっくりと横になれた。 を一人で走るのも怖い。恐
熟睡は出来なかったが長 怖の連続である。五時近く
な る と明 る く なっ て き て
「お岩様」の恐怖がなくなっ
た。ホットすると睡魔が襲
う。窓を開け、眠くないと
言い聞かせながら工事区に
到着。夜勤は怖い。
運営会議の報告で、交通
事故防止で、夜勤の場合は
①ゆっくりと仮眠をとり休

国労東日本本部は各地本・支部・ 優秀表彰
分会における機関紙の発行など、教 ①今年度中に30号を発行した機関紙。
宣活動に功績があった機関紙等の表 ②サークル活動を通じ団結強化に功
彰を行っている。これは教宣活動の 績のあった取り組み。
向上、ひいては組合活動の強化に資
することを目的としており、本年度 ○地本内該当機関紙は以下の通り。
称 ろばた
も各地方本部に選考を依頼している。 ★ 名
発行機関 東北工事事務所分会
仙台地本はその選考基準に基づき
表彰理由 年度内53号発行
検討した結果、以下の四機関の機関
紙が該当する事を確認し、東日本本
★ 名
称 郡工情報
部へ表彰報告を行った。
発行機関 郡山工場支部
対象は今年度中（07年7月1日～08
表彰理由 年度内52号発行
年6月30日）に次のいずれかに該当
するものを表彰するとしている。
称 ガンバ組立
なお、表彰式は東日本本部大会に ★ 名
発行機関 仙総所支部組立分会
おいて行われる予定となっている。
表彰理由 年度内40号発行
最優秀表彰
①通算500号に達した機関紙。
称 団結
②今年度中に50号を発行した機関紙。 ★ 名
発行機関 仙台総合車両所支部
③特別な雑誌の発行、長年にわたる
表彰理由 年度内33号発行
学習会の継続など。
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一昨年の八月二二日（火）
一六時一〇分頃、協力会社
（ＴＫＫ）社員が、車体塗
装場乾燥室で車体と扉に挾
まり死亡するという痛まし
い事故が発生しました。
そして、昨年の八月八日
には一五スポットにて車両
出入りロからの落下事故も
発生し、同じ関連会社で二
年続けて大きな事故が発生
しています。ＪＲ直営側を
見れば傷害、微傷害、ヒヤ
リハット等は減少しつつあ

ます。評論家の佐高信氏は、 れに対し船引駅長は、駅舎
を忘れないため、また「安
が経過したが、現状は核廃
編集部より
日本の企業労働者を指して 内の工事ではないのででき
全とは何か」という事をお
絶や反戦平和に逆行する改
機関紙の 掲載につき
「社畜」と命名していると ないと一蹴。
互いに確認し合うために、
憲が目論まれ、教育基本法
ましては紙面の関係上、
おりです。
しかしそういう杓子定規
アスベスト問題を含めた学
の改悪や労働法制の改悪が
一部の機関紙の掲載に
箭内さんを早期に郡山に で物事を判断するのは間違
習会を開催します。是非多
進められている。
とどまりました。ご了
戻せ！すべての強制配転者 いです。現実に眠れなかっ
くの組合員の参加をお願い
平和な社会、安心して働
承 く だ さ い。な お 国 労
を郡山に帰せ！人権尊重に た事実があったのですから、
します。
き続けられる職場を作るた
せんだ いでは機 関 紙 を
反するＪＲの合理化施策を 社員に対しては超勤手当等
めに、反核平和の火リレー
随時紹介していきます。
許さず闘おう！ 人間らし も含め、迷惑をかけた責任
運動を通し、今後も出来る
く働くために声を上げよう！ を果すべきです。
りますが、大幅に減少して
ことをやり続けていく事が
共に闘いましょう！
駅構内の作業が知らされ いるわけではなく、これが？
宮城県協議会で確認されて
ないまま実施され、住民の と思われる事象がヒヤリハッ
いる。
苦情を招いたことはどうな トとして扱われていたりし
国労は青年部活動一時休
のか？営業職場では、お客 ています。
止以降、こうした取り組み
の苦情に対してしつこいく
支部は、これらの大きな 八月五日から九日にかけ への参加も厳しくなってい
らい責任追及する。
事故の検証はもとより、こ て、第二一回宮城県反核平 るが、仙総支部ではランナー
工事責任者は郡山保線区。 の間発生した傷害等の検証 和の火リレー（日本青年学 として参加し、また宮城県
外注化し、短期間で安上 を支部労働安全委員会を中 生平和友好祭宮城県実行委 支部ではリレー成功に向け
がりに工事で済ませる。請 心に行い、再発防止に向け 員会主催）が開催され、県 た物資販売が取り組まれる
負会社はＪＲ専門に工事を た取り組みを強化し、会社 内七百キロを広島の平和公 など、青年共闘運動の継続
やっているわけではないの 側に改善を求めてきました。 園に灯る火を携え「憲法改 が図られている。
で、状況判断が甘い。事前
私たちが安全に日々の作 悪反対・あらゆる核の廃絶」
広島と長崎に人類初の原
に駅と打ち合わせれば、今 業を行うために、これまで を訴えてきた。
爆が投下されてから六三年
回のようなことは防げたは 団交等で指摘してきた箇所
～組織戦争に打ち勝つに
ず。住宅付近の工事は日中 が改善されているのか再度
やるべきだ！
点検し、されていなければ
は更にもう一歩進んだ運
改善を求めていく等の取り
動が不可欠。有利な状況
組みを強めていかなければ
を活かし流れを掴もう。」
なりません。また、自分た
と挨拶を述べた。
ちの日々の作業で不安全な
七月 三 〇 日 、 山 形 県 支 在の数字ではなく、先輩
経過ならび に議題の活
ことを何気なく行っていな 部新庄地区協議会は第一 達が闘いながら勝取って 動方針案などについては
いか、あらためて足元から 六回定期総会を開催した。 きたもの。ここを忘れず 満場一致で採択がされ、
見直しをしていきましょう。 冒頭 挨 拶 に 立 っ た 若 野 再度原点に戻ると同時に、 二〇〇八年度の活動方針
協力会社の労働環境・安 議長は「ＪＲ東日本では 企業内だけでなく労働者 と新役員体制が確立され
全問題は、同じ幹総で働い 社員数が六万人を切り、 全体の問題とし、底上げ た。
ているものとして、また再 発足当時から見れば三分 を図らなければならない。」
新役員体制 は以下の通
雇用制度等に見られるよう
の二。東日本が最大の収 と述べた。
り。
に、退職後の職場間題とも
益を上げてこれたのは人
また来賓 の山形県支部
直結し見過ごせません。
員削減が最大の理由。我々 原田執行委員長は「①一 議 長
若野 伸一
これまで以上に、協力会
の運動は間違ってはいな 〇四七名問題～解決に向 副議長
能登井康夫
社を含めた広い意昧での自
いが、しかし三万人近い かって良い流れ。更に全 副議長
山口 恒好
ら職場の安全を守る視点に
茂
立つ運動が今求められてい 人数が減らされたのは事 力を②政治闘争～年内に 事務局長 池田
実。再度反合理化の闘い 衆議院解散総選挙。山形 幹 事
早坂喜久雄
ます。
山村
渉
私たち国労仙総支部は、 を強化しよう。また年休 三区から社民党から立候 幹 事
二年前の痛ましい死亡事故 や労働時間も初めから現 補の決意③組織強化拡大

七月一六日二三時頃、保
線担当の業者が船引駅に来
て、いきなり、二三時一二
分の最終列車発車後、駅構
内のＰＣ枕木交換作業に入
ると言ってきました。作業
は二日間、始発列車前まで
かかると。Ａさんは、駅社
員の休養施設のすぐ傍での
工事なので「駅構内の作業
なら駅側に事前連絡するの
が当然なのに、どういうこ
とか説明を求めた」が、工
事監督者は頭を下げるだけ。
Ａさんは、騒音で朝まで
ほとんど眠れませんでした。
翌朝駅長に話したら、駅
長自身、工事のことを知ら
なかった。その後住民から
騒音に対する苦情が上がり、
二日目の工事は中止。九月
に延期される失態。
沿線住民に挨拶したかど
うか定かではないが、少な
くとも住宅に接近した場所
での深夜作業は慎重にすべ
きです。駅社員の寝泊りす
る傍で工事するなら、ホテ
ルの対応も検討すべき。そ

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

ＴＥＬ０２２ ２
-９３ ７
-４６０
ＦＡＸ０２２ 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。

以上
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