08
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捕・社長が辞任︒︵営利優
先による︶スピードアップ
と安全無視が原因︒
◆取水事件とコンプライア
ンス問題︒︵何かあれば︶
私達は詰められるが︑会社
自体は法令順守せず︒
◆ 西日本で 日間の日勤
教育︒裁判では 万円の慰
謝料が認定︒﹁日勤教育は
ダメ﹂が裁判で明らかに︒

JR

◆検修職場は全面外注化の
動き︒運転士職場では三原
則︵睡眠・食事・トイレ︶
を基本に各職場で要求を作
成︒
◆要員不足とワンマンでは
団交で我々と会社の考えに
大きな隔たり︵安全︑サー
ビスの対策なし︶︒
◆ダイ改でワンマンになっ
た線区〜車両故障や雪害を

佐藤委員
︵小牛田運輸区︶

地方代表者会議
第 回定期全国大会
第 回地本アスベスト対策会議
東日本本部書記長会議

ていたか全て求められ︑運
転士はデータで丸裸に︒そ
のためのＡＴＳ︲ＰやＡＴ
Ｓ︲ＰＳ︒その観点から︑
我々も保安装置についても
勉強を︒
◆事故を起こしているのは︑
下請け︑孫請けの人︒不十
分な教育で作業に就く︒こ
こに事故の芽がある︒運転・
検修職場は︑下請けが本体
を支える構図︒三年前︑幹
総で塗装の下請けの人が死

亡事故︒法律的面だけでな
く考えていかないと︒
◆仙台運輸区では車掌を含
め女性は 人︒運転士見習
いには︑先生として少し前
に運転士になった人を付け
る︒車掌も同じ︒技術継承
と言いながら︑人を育てる
時にこの手法︒理由は誰で
もやれるという体制の確立︒
だから車両も簡単でなけれ
ばダメ︒そして生産力を上
げる観点︒ここには安全も

統一

抵抗

団結

けたかも全て出る︒﹁これ
は保安装置であり︑運転保
安上の施策﹂と会社︒しか
し一方では国交省から︑尼
崎の運転士のように何をし

31

各支部の 役員の皆 さんな
ど︑岡崎 さんとゆ かりの
ある方々 がかけ付 けて︑
それぞれ 感謝の言 葉など
を述べ︑ 長年の労 をねぎ
らった︒

7

８・
８・ 〜
８・
９・３

人が回らず技管が泊まり勤
務に︒人を出して職場が回
らなくても補充なしは納得
がいかない︒日勤をしなが
ら２徹︑指摘をしても改善
せず︒
◆車両故障に必要な部品が
無い状況︒故障対応を後回
しにし︑そのまま走らせて
いるのが現状︒
◆検修に助役２人いるが仕
事は二の次︑イベント等を
必死に︒仕事に対する意見
に耳を傾けず︑現場対応で
助役は飾りか︒今回区長が
代わり︑挨拶で﹁人を大切
にする﹂と︒強制配転者︑
遠距離通勤者︑単身赴任者
は︑心身共に疲れており改
善を︒

09 87 82 78 77

22

佐々木委員
︵仙台運輸区︶

地方本部は８月７日︑仙 岡崎さんの略歴
台ガーデン パレスに おい
て ︑ 本 年 月 末 日 を 持 っ 年 仙台地方本部入職
て 定 年 退 職 さ れ た ︑ 地 方 年 東北自動車支部
本 部 書 記 の 岡 崎 均 さ ん に 年 仙台工場支部
﹁ 感 謝 す る 会 ﹂ を 開 催 し 年 仙台地方本部
た ︒ 主 賓 の 挨 拶 と し て 岡 年 月 日 退職
崎さんは﹁ 多くの苦 楽が
あった︒特 に分割・ 民営
化の時は︑ 様々な意 味で
苦労をした が︑皆さ んに
支えられて 定年まで 働き
続けることが出来た︒
今後は体調を整えまた皆
さんとかか わりを持 って
いきたい﹂ とお礼と 感想
などを述べた︒
会には歴代の地方本部役
員の皆さん ︑国労会 館や
交運共済の 皆さん︑ また
7

編集責任者 武田 昌仙

◆小牛田でポイント制限
を で通過︒現在︑乗務
員試験の時は﹁出発進行﹂
でノッチをフル︵ ノッチ︶
に︒その延長線上にあった
事故︒
◆ブラックボックスから引
き出したデータでは運転中
に何処で非常ブレーキが掛
かったかもわかる︒７０１・
７１９には︑ＡＴＳ︲ＰＳ
が︑７２１には︑モニター
が付いており全て記録可︒
いつ車掌がどのドアを開

35

Ｎo . 2562
2009年9月5日
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◆昨年 月郡山総合車両セ
ンター郡山派出から小牛田
に強制配転︑一方で帰った
人もおりバーターか︒遠距
離配転者を帰すための配転
だが︑期間の違いはあって
も東労組は帰っている︒
反面︑国労は出される一方︒
一括和解でも変化なしだが︑
打開の取り組みを︒
◆検修は泊り勤務が主だが︑
11

15

24 77

5
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仙台地方本部運転協議会︵運転士・検修︶は︑７月 考えると運転士一人の判断
日︑こくろう会館において定期委員会を開催し︑各 で対応するのは大変︒これ
委員の真摯な討論から当面する諸活動の取組みと闘い からも訴えていく︒
◆組織拡大〜運転士や車掌
の意思統一を行った︒
は若い人が多く︑新採に限
委員会は宮本副議長の挨
らず日常的な活動と世話役
拶で開会し︑座長に郡山運
活動を通じ拡大に︒
輸区の大和委員を選出し議
◆遠距離通勤︒１〜２時間
事が進行された︒
の通勤が７〜８年を超えて
委員会では各委員の活発
いる人も︒地本の取組みと
な討論と質疑答弁などが行
合わせ︑協議会も各方面へ
われ︑新役員を選出して最
働きかけをしていく︒
後に︑三塚議長の団結頑張
◆昨年７月︑会社が新車の
ろうで閉会した︒
導入基本方針を提出︒エリ
ア協議会と連携をし改善を
図る︒

JR

30 21 20

70

18

◆ダイ改・駅無人化・ワン
マン化・設備メンテ等︑年々
合理化でどこも要員が厳し
い︒
◆仙台運輸区では４・６両
のワンマン運転による労働
強化と乗客は戸挟みの恐れ︒
◆鉄道での暴力事件は 年
が４７０件︑ 年では４５
２件︒駅無人化やワンマン
運転など︑人員合理化に起
因か︒
◆福知山線脱線事故では︑
西日本の三役が更迭・逮

km

２００９年９月５日
国労仙台
第２５６２号
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技術継承も無く︑会社の経 きん出ており運転士・車掌 社からゴーサインが出たと 黒羽委員
して通勤すると︒会社と受
営方針上の問題のみ︒ここ は監視されている︒ストレ 聞く︒後４〜５年すると検 ︵
郡山車セ磐東派出︶ け入れ側のズレがあり︑着
を追及しなければ︒
スが激しくなり︑２人の女 修の主体的な退職︒エルダー
任１ヵ月後に早番を言われ︑
◆支社の実行計画︒社員の 性運転士が誕生したが︑１ 等で活用を図ることを考慮 ◆郡山派出から藤田香さん 話しが違うというと︑﹁そ
年令別構成人員がグラフに︒ 人はうつになり病休に︒車 すれば︑外注化しながらそ が小牛田運輸区に︒郡山と れは本体での話しでしょう﹂
大きな山が無くなるのが 掌を１年以上経験した人︑ こに出向か︒
比較し業務量が多く大変だ で終わり︒１〜２ヶ月で辞
後 年︑ここに国労が居る︒ 必ず運転士の試験を否応な ◆ここ３年〜５年の平成採 と︒小牛田運輸区との交流 めた人は国労で２人︒年取っ
年後︑どう生産を維持 し受けさせられる︒結婚・ が中心になり検修が回され 会を検討したい︒
てからの単身赴任はおかし
していくのか︒経営ビジョ 出産など女性に関する問題 ていく状況︒熟練工は外注 ◆昨年国労に加入した小田 い︒状況を緩和するために
ンが 年スパンで出てきた は更に出てくる︒女性に対 化され︑技術力の伝承にな さん︒今年 月から足腰が 窓口を作って︑安定した働
意味だ︒本社の経営ビジョ し会社は冷たい︒これも弱 らない︒車両もそのように 悪いために ヶ月間病欠︒ き甲斐のある職場を作る前
ンの中には﹁創造的破壊﹂ 点︒この辺の事を皆でやっ しなければ対応できない事 ６月１日から職場復帰し 提で進めてもらうことを地
の表現︒かつて議論したス ていきたい︒
態も︒車両センターいつ丸 軽作業に︒小田さんはビジ 本に要請する︒
クラップアンドビルド︒意
ごと外注化されてもおかし ネス駅ネットを希望してお
図的に使用しており︑その 我妻委員
くない状況︒自分 ％カッ り戻すための取り組みを協 菊地委員
スタンスに立って物事を考 ︵
ト︒今後も ％カットの組 議会と地本に要請する︒ ︵
仙台電車区︶
小牛田運輸区︶
えチャレンジしろと︒ここ
合員続く︒より快適な車両
に合理化の全てが集約され ◆４月にポテンシャル１名 を提供するという主旨から 本田委員
◆郡山から佐藤勝雄さんと
ている︒国労と和解せざる が配属︒分会で花見を計画︑ 外れている︒そうしたもの ︵
会津若松運輸区︶ 同時に配転されて来た人が
を得なかった理由をこのグ 平成採の 人全員に案内状 との闘いが我々国労に求め
７月１日付けで地元に戻っ
ラフは全て表している︒
を出したが︑東労組からク られる︒
◆若松派出は 人で回して た︒和解したと言っても差
◆仙台支社は本社の実験台 レーム︒平成採の人は我々
いる︒要員不足︒要求して 別はある︒同じように帰れ
化している︒アクセス線も と一緒になって仕事をして 古川委員
いるが改善されない︒
る取り組みを︒
含め︑車両の作成もいろん おり︑仕事上は距離を置け
◆検修合理化の噂︒関連会 ◆職場は要員不足︒宮城Ｄ
︵
仙
台
電
車
区
︶
な条件を詰め込んで作らせ ないため心中複雑だと思う︒
社の話しでは技管以外は全 Ｃで陸羽東線にＳＬ走った
る︒データ化し何処かで展 ◆新型車両が導入され３年︒ ◆交番検査︒社会人採用の て外注とか︒郡工は昨年よ が要員が取られ大変だった︒
開していくスタンス︒ただ 車両不具合が目に付く︒ 見習いが全々はかどらない︒ り仕事が五割り増しでその また具体的な作業指示がな
大急ぎでやっているため弱 ブラックボックス化され 原因は頻繁な研修︑パワー 分外注に︒外注にするから いのに︑名前を貼り付けら
点もある︒それは我々がやっ てノーメンテナンス前提だ ポイントの講習とか︑仕事 人も行けと７〜８人やられ れ︑分からなくても仕事に
てきたワンマン反対︒工場 が検修側では大変︒部品が とは関係のないことで時間 ている︒若松も技管以外は 就くしかなく︑本来業務が
のマザーベース化により現 すぐに入ってくる状況にな を割かれ︑本来の仕事が身 そうなるのでは︒
回せないくらい忙しかった︒
場に部品がない︒都度発注 い︒７０１系の床下機器の に付かない状態︒結果とし ◆若松の将来展望は？今後︑ 別要員を確保する取り組み
し部品が届く︒そういう矛 取替で︑６月末に出した車 て要員不足に︒健康診断が 車両の外注化は進むと思う︒ が必要︒
盾点を突き詰め積み上げて 両が１週間もしないでパン 始まるが︑人が回らず健康 エルダーも含めて︒同じ ◆組織拡大は難しい︒福島
いくしかない︒会社はシス ク︒原因追及︑犯人探しの 診断に行けない人も︒技術 社員であっても︑本体と外 での国労の組合説明会は良
テムを変換し︑大変大きな 事情聴取で︑数日前から大 伝承を考えていないのでは︒ 注では休日等労働条件が低 いと思う︒各職場で説明会
合理化を考えている︒
騒ぎ︒問題は突発的な作業 ◆去年の新採は技管に上が 下する︒外注の労働条件を が出来ればなお良い◆国労
◆乗務員は で上げられた のためマニュアルもチェッ り︑事故屋を担当︒昔の事 上げなければ︑嫌気をさし 組織の現状は厳しく︑活動
り︑添乗されたり︒助役は クリストもなし︒会社はこ 故屋・電車の神様と言われ て辞める人が出る︒今でさ を縮小してもらいたい︒個
列車で通勤する場合︑その の間ＩＳＯを推進してきた るような人が担当している え ・ 歳で辞めるという 人的負担が大きくなる︒
列車の乗務員のチェックを が︑実際に直面すると何も 部署︒そこへ１年で技管の 人がいる︒
定期的に求められており︑ できず︒
事故屋︒行った本人が一番 ◆エルダーで郡山に採用に
その積み上げで評価がされ ◆郡総が母体で︑我々区所 プレッシャーを感じてスト なった方︒早出があり一番
る︵５段階︶︒特に集中し は派出︒郡総では今年４月 レスになっていると聞く︒ 列車で間に合わず︒アパー ◆技術伝承︒国労は東以上
ているのが４２７Ｍ︵仙台 に外注化︑そこに社員が出 安全安定輸送︑安全な車 トを借りて単身赴任で対応 に考えている︒そのことで
↓利府︶で︑苦情件数は抜 向︒検修の全面外注化で本 両の提供が出来るのか︒
しろといわれたが︑直談判 ４月に団交︒会社は認識し

ているが︑しっかりと答え つけて１年間みっちり指導
ていない︒
をした︒今は急速仕上げ︑
◆休勤が多い︒要員を増や 数ヶ月で頭数は我々と同じ︒
すためには休勤はやめよう︒ 小牛田では競技会に引っ
運転士もそうだが特に車掌 張り出されている︒現場長
は各職場である︒いつも大 達の成績を考慮したもの︒
会では運転士が少ない︒
本人達の勉強の結果を望
◆検修職場の疑問点はかな んだものではない︒
りある︒役員会で煮詰め︑
上部機関と連帯しながらエ 新役員のみなさん
リアの運協と交渉に上げて
いく︒
議 長 三塚 昇
◆佐藤勝雄さんの件︒地本
小牛田運輸区
へ伝えてあるが解決してい
ない︒引き続き早く戻れる
副
議
長
宮本 広美
よう働きかけて行く︒
仙台車両センター
◆現場の助役は仕事に精通
しておらず︑技術管理に仕
副
議
長
青
砥
淳泰
事を任せており責任を持っ
新庄運転区
ていない︒正さなければな
らない︒
事務長 日下 一雄
◆藤田さんの件︒まだまだ
郡山運輸区
公正公平な人事ではない︒
実感がわかない︒地本で検 会計監査 佐藤正彦
討を︒
仙台車両センター
◆新人教育︒入ってすぐ１
本にさせられた︒全く教育
会
計
監
査
山崎 享
や訓練ない︒ 年位前まで
小牛田運輸区
は１人ひとりサポーターを

10

貨物宮城分会の内海清夫 ていたが︑今年６月に入院
さんが︑肺がんにより︑７ しそのまま帰らぬ人となっ
月 日永眠した︒享年 歳︒ た︒内海さんは昭和 年４
内海さんは一昨年︑秋の 月︑国鉄仙台機械区に入社
石綿検診で異常が発見され︑ し︑同年 月には小牛田検
翌年一月に手術を受けてい 査班に異動︒昭和 年４月︑
た︒職場復帰後はフォーク ＪＲ貨物仙台施設区︵現仙
リフトの検修から本人の希 台保全技術センター︶に配
望もあり︑寮の管理人をし 属され現在に至っていた︒
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