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地本橋本委員長

国労仙台地本第 回定期大会が 月 ・ 日︑仙台市
内茂庭荘において開催された︒ＪＲ不採用問題の早期解
決をはじめとして︑労働条件改善︑安全問題︑組織強化
拡大など諸課題について白熱した議論が行われ︑運動方
針など全議案を承認︑決定した︒
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30

真 摯 で活 発 な討 論 を
大会は後藤副委員長の司
会で開会し︑挨拶では﹁今
大会の課題は︑政権交代後
の有利な条件を活かし︑不
採用事件の早期解決︑職場
労働条件改善︑組織の強化・
拡大が柱︒職場の諸課題と
合わせて真摯で活発な討論
により方針案を補強しても
らいたい﹂と述べた︒
手続きに入り︑資格審査
委員会から代議員 名全員
の出席を確認し︑大会の成
立 を 宣 言 ︒ 議 長 団 に堀 口
︵福島︶︑丸谷︵宮城︶各
代議員を選出した︒

委員長挨拶

・
バス冬期ダイヤ交渉
来 賓 ︵敬称略︶
・
貨物経営協議会 冬期提案 ☆社会民主党
・ 〜
第 回定期地方大会
菅野 哲雄
メッセージ ︵敬称略︶ 福島駅の新採者の加入は大 したが︑今後は東京圏に拘 ☆日本共産党
福島かずえ
★新潟地本 守橋 久仁雄 きな勇気と自信になったが らず︑各地方に持ち出しを
難しさと厳しさも︒教訓を 検討◆各事案交渉〜総点検 ☆宮城県平和労組会議
★千葉地本 土井
章 活かし今後の拡大に結びつ 運動に基づき①制度改善要
菅原 厚
★東京地本 石上 浩一 ける︒選別・差別を受けな 求︵諸手当改善︶②設備メ
☆宮城県交運労協
★髙﨑地本 横塚 正雄 がらも組織と運動を維持し︑ ンテ見直し︵年内に会社か
岩井 義信
新たに国労に加入している ら提案︶③車両検修業務の
★水戸地本 佐藤 清司
事実が我々の運動の正しさ 全面外注化提案が今月中に ☆東北労金宮城県本部
★盛岡地本 齋藤 庄司 を証明︒組織と運動を次世 ④期末手当の要求は 月
伊藤 恵一
★秋田地本 瀬下 一司 代に引き継ぐ︒
日に提出予定︱等について ☆全交運共済生協
佐藤 勝雄
★長野地本 平山 芳夫 ◆平和と民主主義を守る闘 述べた︒
い︒政治反動化に反対し︑
伊賀 泰
事故の芽は身近に︒安全よ 平和憲法を守る闘い︑反原 執行経過を承認
☆退職者の会仙台地連
りも経費削減の行き過ぎた 発の闘いに積極的に参加し︑
国井 豊重
効率化施策に対し︑安全・ 来年行われる参議院選挙で 議事に入り︑大会延期承
☆国労議員団
仕事総点検を全職場で実施 は︑護憲勢力の拡大に向け
認
を
得
た
後
︑
締
結
し
た
協
定
佐藤 幸夫
し︑改善を求める︒
取り組む︱について発言し を大沼書記長が提案︒
◆コンプライアンス問題︒ 決意を述べた︒
年度決算報告を中島財
石川 建治
会社は徹底した教育を行う
政部長が行った後︑代田会
松崎 新
としているが︑改めるべき 激励と連帯の挨拶 計監査員より会計監査報告
円谷 寛
は経営陣と職場管理者︒信
を受けた︒更に会館事業報
☆国労東日本本部
濃川発電所の不正取水はＪ 来賓挨拶は政党︑友誼組 告と予算の報告を中島事務
松井 正義
Ｒ東日本の信用を大きく失 織など多くの方々から受け 長が提案︒続いて 年度活
墜︑西日本では事故調査委 た︵下記参照︶︒東日本本 動 報 告 と 年 度 運 動 方 針 ☆国労東北協議会
員会に対する不適切な接触︒ 部を代表して挨拶に立った ︵案︶を大沼書記長が一括
瀬下 一司
ＪＲ会社の体質が問われて 松井正義書記長は︑東日本 提案した︒
いる︒安全・コンプライア 本部の取り組みと課題とし 協定・決算・会館・経過 したほか︑郡工支部の﹁郡
ンスの徹底には︑健全な労 て◆１０４７問題について に対する質疑には飯塚代議 工情報﹂が 号︑仙総支部
使関係が必要不可欠︒長年 〜政権交代を受けての対応 員外８名が発言し︑執行部 の﹁団結﹂が 号︑同支部
の徹底した国労差別で職場 策として︑ 月 日に各地 からの答弁後に協定・経過 の組立分会﹁ガンバ組立﹂
が 号︑郡工支部貨物分会
は荒廃し傷跡が︒東日本・ 方毎に地元選出国会議員要 についての承認を得た︒
貨物も一括和解をしたが︑ 請︵衆院︶︒ 月末に院内 ︵※各代議員の経過並びに の﹁分会通信﹂が 号︑郡
山駅連合分会の﹁分会情報﹂
簡単に払拭されず︑その実 集会または星陵会館におけ 運動方針に対する質疑に
が 号の発行を達成し︑そ
態が あ｢っせん申請 と｣して る全会派・全党派の集会を ついては別途機関紙の中で れぞれ優良表彰を受賞した︒
中労委に︒改めて健全な労 開催し︑そこに向けた百ヶ 周知を図る︶
使関係の構築に向け︑懸案 所集会の取組み◆組織拡大
事項の解決・差別是正の運
優良機関紙表彰
に
向
け
た
取
組
み
の
強
化
〜
動に力を注ぐ︒
月 日に長野で 歳の復帰
運動方針を採択
恒例の機関紙表彰では︑
◆組織の強化・拡大︒一括 があり︑昨年の大会以降
和解以降︑東日本本部では 名が国労に︒毎月の拡大が 東北工事事務所分会の機関 大会二日目は︑開会冒頭
名が国労に加入︒仙台で 途切れず続行︒昨年は千葉 紙﹁ろばた﹂が地方本部規 に 年度決算承認と︑ 年
も昨年大会以降５名の拡大︒ で組織拡大交流集会を開催 定 号を超える 号を発行 度予算︵案︶が中島財政部
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19

内に窓口が設置されるなど
環境は整った︒総選挙は民
主党の圧倒的な勝利︒民主・
社民・国民新党の連立政権
が誕生︒慎重に対応し︑政
府の責任で解決を求めるが︑
組合員にもこれまで以上の
奮闘を要請する︒
◆安全・安定輸送の確立︒
福知山線・羽越線脱線転覆
事故の教訓が︑現ＪＲ各社
に十分活かされず︒首都圏
で連続した輸送障害の発生
では国交省から警告書が︒
設備事故だけでなく労災死
亡事故が仙台でも発生︒設
備メンテ体制・安全対策の
根本的な見直しが必要︒車
セ等の検修職場では業務委
託の拡大により安全な車両
の提供に危惧の指摘︒駅で
は委託駅の増加︑無人体制
で異常時対応が困難︒乗務
員は慢性的な要員不足で休
日勤務が恒常化︒どの部門
も厳しい環境︑不十分な教
育と技術の継承が困難な中︑
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橋本昭二委員長は︑◆１
０４７名採用差別問題︒
年の経過で 名の闘争団員
が他界︒仙台闘争団の菅原
次男氏も︒本人・家族の無
念を全組合員の取り組みで
晴らす︒この間︑全力を挙
げて取り組みを行ったが結
果的に解散総選挙の時期に
翻弄された︒一方で３・
判決を契機に公明・自民党
54
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長から提案された後︑引き
続き︑方針及び予算質疑を
再開した︒一般討論 名︑
前日の経過討論と合わせて
名が積極的に発言した︒
代議員の質疑に対する各
専門部からの答弁を受けた
後︑二日間の発言を受けて︑
大沼書記長が行った集約に
対し代議員からの異議は出
さ れず︑ 年度運動 方針
︵ 案︶並びに 年度 予算
︵案︶が採択された︒

役員改選は︑選挙管理委
員会からの報告を受け︑地
本会計監査︑地方委員全て
定数通りの立候補で無競争
当選を確認︒最後に大会宣
言を採択した︒
閉会の挨拶に立った中島
副委員長は議事進行を滞り
なく進めた両議長に労いの
言葉をかけた後﹁今大会の
発言に学び︑明日から職場
で奮闘しよう﹂と述べ︑最
後に橋本委員長の﹁団結が
んばろう﹂三唱で大会を締
め括った︒

地方委員

★福島県支部︵４名︶
☆山田 明彦 ☆千葉 敏弘
☆堀切 彰 ☆熊田 幸雄
★郡山工場支部︵ 名︶
☆阿部 政雄
★仙総所支部︵ 名︶
☆神山 和千雄 ☆山口 智
☆桜井 一彦
★東北自動車︵ 名︶
☆兜森 秀昭
★山形県支部︵ 名︶

９月 日︑恒例になって
いる地本ゴルフ大会が︑
名の組合員の参加のもと仙
台南ゴルフ倶楽部で開催さ
れた︒今年の大会は︑ 回
の記念大会にふさわしく秋
晴れのもとでのラウンドと
なり︑ゴルフ愛好家の皆さ
んは﹁今年こそは﹂と優勝
めざして腕を競い合った︒
ラウンドを前の開会式で
は︑大村実行委員長︵仙台
保線区分会︶から﹁回も重
ね 回を数えることができ
ました︑組合員の皆さんの
おかげです﹂﹁記念大会で
すがストレス解消が目的︑
怪我なく楽しみましょう﹂
とのあいさつが行われた︒
また︑来賓として出席さ
れた交運共済仙台事業部伊
賀所長からあいさつを頂き︑
さっそくＯＵＴコース︑
コースに別れて１組目から
スタートした︒
ドラコン︑ニアピン勝負
に歓喜の声が上がり︑バー
ディーショットはお手のも
の︑ティーショトが後ろに
飛んで になる珍プレイや
広いコースをわざわざ縦横
無尽に駆け回ってしまう組
合員の姿があり︑ ホール
の厳しく楽しい駆け引きが
繰り広げられた︒

全・安定輸送確立のため職
場での運動強化が必要﹂な
ど︑参加組合員に理解と協
力を要請した︒
また︑チャリティー募金
が一万四千六百四五円あっ
たことが報告され︑全体で
確認し合いながら来年の開
催を誓い合った︒
優勝した富山さん

富山成孝 仙宮運輸
青野恒男 仙宮運輸区
柳田敏幸 仙総所車体
大場正彦 仙総所運転
村上晃一 仙総所台車
今野芳信 仙台駅連合
佐藤義彦 仙台電車区
八木沼俊晴 貨物宮城
谷村俊則 仙台信通区
小野孝一 仙宮運輸区

上位入賞者
位
位
位
位
位
位
位
位
位
位

11

スト権 を確立 し地
方委員などを選出

仙総
宮城
宮城
福島
宮城
山形
宮城
福島
宮城

☆佐藤 春男

続いて出席代議員 名中︑
名を確認してスト権一票 ★宮城県支部︵９名︶
投票が行われ︑賛成 名で ☆昆野 正則 ☆伊藤 純
確立された︒
☆立山 昭仁 ☆丸谷 豊美
☆舟濤 修 ☆結城 好哲
☆山田 芳夫 ☆阿部 正夫

執行部体制

昭二

執行委員長
橋本
利彦

執行副委員長
中島
浩之
敬

曽我
書記長
五十嵐
執行委員
元
昌仙

大沼
武田
勝
幸二

弘

佐藤
歌川
岩井
会計監査員
春雄

山形

宮城

阿部

則之

月 日︑ 時 分頃︑ 後も行わない﹂事を確認し︑
新庄発鳴子温泉行き７２０ 新庄運転区から小牛田ＣＴ
Ｄの運転士は︑陸羽東線・ Ｃに対し注意をした模様で
中山平温泉駅〜鳴子温泉駅 ある︒小牛田指令員の﹁早
間︵ ｋ５００ｍ︶におい 期運転再開﹂の気持ちは分
て︑線路内にクマが入って からないでもないが︑しか
くるのを認め︑汽笛吹鳴し し異常時こそ﹁安全は何よ
ブレーキを扱った︒運転士 りも勝る﹂ことを会社はしっ
は車両に接触した音を聞い かりと指導をすべきでない
たため︑非常ブレーキを扱 か︒
い停車し防護無線を発砲︑
指令︵小牛田ＣＴＣ︶にそ 退職のお知らせ
の旨を連絡した︒指令指示
月 日
により防護無線を復位し︑
車両後部運転席より確認し
たところ︑後方約 ｍの線 佐々木清吉さん
福島地区分会︵駅︶
路内に熊が倒れているのを
エルダー
発見︒その旨を報告したと
吉田 博さん
ころ︑指令員は運転士に対
仙・宮運輸区分会
し︑列車から降りて現場を
確認し︑線路内にいるので
あれば外に出すように指示 長 い間 お疲 れ様 でした
を出した︒当該運転士は︑
まだ生きている可能性もあ
第 回国労東日本
り危険と判断し︑確認は出
来ないと返答したが︑しば マラソン大 会 開 催
らく押し問答が続いたとい
う︒結果的にその場から運 期 日 月 日︵土︶ 時集 合
転再開を行うこととなった 場 所 桜 田門 外時 計台 前
が︑指令員の指示に従い現
皇居外 周マラソンコース
場の確認をした場合︑熊が
生きていて逆襲に遭うこと
も十分考えられ︑また小熊
であれば近くに親熊が潜ん
でいて攻撃される可能性も
あり︑乗務員の安全を考慮
しない︑非常に軽率な指示
といわざるを得ない︒その
後︑新庄運転区の乗務員訓
練の場で︑当該運転士と会
社側は﹁通常このような指
示を指令は行わないし︑今
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お待ちかねの表彰式会場
では︑豪華商品を前に︑各
自に配られたスコア表を目
に︑一喜一憂の表情が浮か
びあがった︒中でも少し恐
縮そうに笑みを浮かべなが
ら優勝者のコールを受けた
のは︑仙台・宮城野運輸区
分会 の富山成孝さん︒大
村実行委員長から優勝カッ
プを手渡され︑持ちきれな
いほどの豪華商品を手にし
た︒この大会では現役時代
を通し２度目の栄冠に輝い
た富山さんに︑会場からは
万雷の拍手が送られた︒
表彰式を終え最後に︑大
沼地本書記長からは︑ＪＲ
不採用事件の政治解決など
の課題にふれ︑﹁全国大会
でも最終局面を確認した︑
有利な政治環境から有終の
美に つ なげ て いき た い﹂
﹁ＪＲ各社との和解から粘
り強く実効性を追求してい
く︑その中で組織拡大が結
果として現れている﹂﹁安
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安斎

☆菅野 聡 ☆堀内 勉
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