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地方本部は 月 日︑仙台市内と郡山市内において︑
﹁安全問題を検証する日﹂として集会を開催した︒
この取り組みは︑ 年前の 年 月 日に発生した
西日本福知山線での脱線転覆事故︵死者１０７人︑
負傷者５６２人︶及び︑同年 月の 東日本羽越線で
の脱線転覆事故︑翌 年 月の 西日本伯備線での触
車死亡事故など︑立て続けに発生した重大鉄道事故に
鑑み︑仙台支社内で発生した運転事故・労災事故等に
ついて検証し︑教訓化するために 年から開催してい
るもの︒

・
・
・
・
・
・
・

第 回アスベスト対策委員会
バス東北賃金改善交渉
申 号︵安全問題緊急申入れ︶等交渉
第 回地方執行委員会
ＴＳＳ交流会
- 福祉問題学習会・慰労会
バス東北賃金改善・夏季ダイヤ交渉

9

・
・
・
・
・
・
・

第 回安プロ・第 回支部業長合同会議
安全問題を検証する集会︵宮城・福島︶
東北交運労協︵バス部会︶
仙台保技セ管理業務見直し提案
仙台支社経営協議会
春闘中間総括会議
回地方執行委員会

第

52

9

発行責任者 大沼 元

た渡辺純一さんに対する黙
祷を捧げ集会に入った︒
主催者あいさつで原子地
本書記長は︑ 春闘及び組
織拡大の経過を述べた後︑
安全問題プロジェクト会議
の活動報告を兼ねた問題提
起と︑今回の熊本地震によ
る組合員の被災状況が明ら
かになり次第支援していく
と述べた︒

16 8 27 26 25 25 23

も当たり前﹂というような ③高崎支社の感電事故では
大変な実態を訴えていただ
年前の間違った図面を元
けに︑本人の責任で片付け に施行されたことが原因で
られるようなことがあって あり︑事故が起きるたびに︑
はならない等を主張し議論 外注設備の直轄による緊急
した内容を報告︒
点検が頻繁に実施されるな
ど外注検査の弊害が︒こう
したことも︑諸元データや
図面の整備が進まない大き
続いて地本電気協議会か な要因であること等が報告
らは︑﹁郡山駅構内トロリー された︒
線断線事故﹂の交渉経過と
﹁電力職場で何が起きてい
るのか﹂が報告された︒
①今回のトロリー線事故は︑
﹁予兆﹂があったにも拘ら
ず適切な対策がされなかっ
たことが一番の問題︒
②昨年 月に起きたパンタ
破損事故は︑﹁曲引き金具﹂
の破断が原因であり︑吹き
飛んだ部品が在来線の線路
脇から発見されたことは大
事故につながる危険を孕ん
でいたこと︒
P
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集会にはこの間国労加入
を果たした 名の若い仲間
も参加し︑設備分会の佐藤
氏は︑﹁自分たちはグルー
プで行動することが多く安
全は先輩に頼っているが︑
ベテランの命をだれが守る
のか︒ベテランは若手を守
らなければというプレッシャー
を感じているのでは﹂︑ま
た﹁起きた事故に真摯に向
き合い︑行動しなければな
らない﹂と問題意識を述べ
た︒
また先月加入した郡山駅
連合分会の朝倉氏は︑﹁自
分の職場は危険と直接向き
合う場面はなく︑安全を意
識することが少なかった︒
だが集会に出席し︑安全
に対する意識が大切なこと
が分かった﹂︑﹁今の駅業

43

務は社員の数が足りず︑心
の病にかかる人も︒分会長
と対策について話し合って
いる﹂と労働環境の改善に
向けて取組んでいることを
述べた︒
最後に︑﹁我々国労が言
い続けなければ安全はない﹂
ことを全体で確認し集会を
閉じた︒︻小檜山通信員︼
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団結

1

仙台工務協議会からは︑
﹁労災死亡事故の検証﹂と
題して申 号﹁安全問題に

工務協議会の小檜山さん

意見を述べる佐藤さん
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関する緊急申し入れ﹂に対
する団体交渉の内容を中心
に報告がされた︒
組合は︑①﹁基本的に
会社の責任で行う﹂ことだ
けが強調され︑ としての
責任と対策が曖昧であるこ
と︒
②原因不明のままで処理す
る事が事故の遠因となるこ
と︒
③﹁当面の対策﹂以降︑現
場周知が終わったことから
作業再開がされたこと︑他
点を主張した︒
具体的には︑当面の対策
では︑﹁点検時はエンジン
を止める﹂︑やむを得ない
場合は﹁間隔保持材を挟む﹂
としているが︑機械を運転
しながら微調整する場面や︑
油圧の残圧でエンジン停止
後も動く可能性があるなど︑
﹁エンジンを停止しない状
態で可動部に入る作業を想
定していない﹂と主張する
会社の姿勢は問題であるこ
と︒
また︑事故のあった 月
の夜勤は︑連夜 回を含み
回だった︒事故の 週間
前の交流会で渡辺さんは︑
﹁講習会や行事等で人がい
ない事に加え︑他支社のＭ
ＴＴ事故以降︑乗り組み１
人増が義務付けられたこと
で︑出勤すれば夜勤︑連夜

電気協議会の堀切さん

4

福島県集会は︑郡山市橘
公民館において開催され︑
開会あいさつで︑福島県支
部小檜山委員長は﹁未曾有
の大参事の原因として安全
よりも利益が最優先された
ことに加え︑懲罰的な社員
管理のあり方が指摘された︒
東日本でもあらゆる業
務の全面委託化が進行して
おり︑その煽りが昨年の郡
山駅新幹線トロリー線切断
事故など大きな輸送障害に
結びついている︒
そうした最中に起きた渡
辺純一さんの労災死亡事故
は︑設備メンテナンス合理
化という委託化の犠牲と言
える︒組合員一人ひとりの
労働環境が︑うつ病などに
よる自殺︑労災死亡という
危険と隣り合わせの働き方
をしていないか検証し学び
あう集会に﹂と述べ︑ 福
知山線事故の犠牲者と︑昨
年 月に労災で亡くなられ
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月 日︑ホテルプリ
シード郡山において︑福
島県支部主催による︑
﹁組織拡大報告レセプショ
ン﹂ が 開催 さ れ︑ 総 勢
人の仲間が参加し盛大に
行われました︒
この会は︑今年 月に
郡山駅連合分会で一挙に
人︑また昨年郡山設備
分会での 人の加入を歓
迎して開かれました︒
3

月 日付

佐々木 照彦さん
ビジネスねっと駅

赤間 秀一さん
ＴＳＳ陸前赤井駅

エルダー・嘱託退職

横山 昭一さん
仙台保線区
︵仙建仙台出張所︶

齊藤 文男さん
新庄駅連合︵退職︶

月 日付

退職のお知らせ

2

堀越 章広さん
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〇難波
〇田沼
〇目黒
〇渡辺
〇武田
〇福田

和夫
宏之
賢一
一則
忠
一成

〇佐々木芳則〇菅原 雄一
〇落合 実 〇公家 誠
〇加藤 和子 〇能登井康夫
〇保志 正義 〇佐藤 春男
〇初貝 隆一 〇渡辺 広久
〇須佐 正恒

熊田 弘征さん
郡工・装置科︵退職︶

堀内 勉さん
山形連合︵退職︶

大浦 秀明さん
福島地区
︵仙建福島出張所︶

白井 克巳さん
郡山設備︵退職︶

遊佐 金治さん
福島地区︵退職︶

エルダー・嘱託退職

阿部 茂夫さん
貨物宮城
︵東北ロジ・臨雇︶

長い間お疲れ様でした

加入した組合員を紹介する千葉分会長

〇七海 弘昌
〇東海林 茂
〇大友 幸一
〇千葉 薫
〇猪股 利光
〇鈴木 衛

来賓には国労本部坂口
委員長︑東日本本部佐藤
書記長︑東京地本松川書
記長︑仙台地本大沼委員
長らが招かれそれぞれか
ら挨拶をうけました︒
東日本本部佐藤書記長
からは﹁一括和解以降２
１４名が国労加入されて
いる︒国労運動の根幹で
ある職場を軸に運動を展
開することが重要︒加入
された仲間に心から感謝
と歓迎をする﹂と述べま
した︒ ︻村田通信員︼

仙総・台車
︵ＪＲＴＭ︶

佐藤 幸夫さん
貨物宮城︵嘱託︶

伊藤 正行さん
小牛田駅連合
︵ＴＳＳ小牛田︶

小林 廣秀さん
山形連合
︵第一建設山形︶

高橋 真さん
仙台保線区
︵仙建仙台出張所︶
巳
大越 喜一さん
貨物宮城︵嘱託︶

真砂 久子さん
仙台駅連
︵ＴＳＳ仙台駅︶
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※参加された対象者の皆さ 〇真木 誠 〇菊地 範行
ん︵敬称略・順不同︶
〇船水 清吾 〇神山和千雄
〇斎藤喜久男〇齋藤 積
〇神田 正夫 〇高橋 節夫
〇菅原 新治 〇鈴木 稔
〇小松 知喜 〇長谷川明男

〇伊藤 正行 〇柳沼 良充
〇氏家 亘 〇菅野 等
〇西大篠克彦〇熊谷 司
〇猪俣 邦彦 〇後藤 郁雄
〇赤間 敏幸 〇大子田清喜
地方本部は 月 日〜
〇藤原 康 〇大内 広真
日︑秋保温泉緑水亭におい
〇浅野 直幸 〇菅野 信一
て︑﹁福祉問題学習会及び
〇後村 俊雄 〇千葉 覚
慰労会﹂を開催し︑ 年度
〇佐藤 敬志 〇加藤 良明
及び 年度に退職される予
定の組合員のうち︑ 人の 〇堀口 裕一 〇佐藤 収
〇安斎 弘美 〇桜井 一彦
方が参加しました︒
学習会は地本原子書記長
の司会で進行し︑大沼委員
長のあいさつ後︑国労東日
本本部武笠調査部長から︑
月 日付︵出向︶
﹁エルダー社員・嘱託社員
の諸制度﹂についてのあら ○千葉 覚さん︵簡苦︶
陸前原ノ町駅
ましの説明がされました︒
←
続いて千葉組織部長から
は︑エルダー・嘱託社員の ＴＳＳ陸前原ノ町駅
組合員継続加入のお願いが ○坪井 幸則さん
あり︑佐藤法対部長からは︑ 三春駅
アスベスト健康管理手帳の
←
取得についての説明と慫慂 ＴＳＳ三春駅
がされました︒
また東北労金と交運共済︑ 〇鈴木 稔さん
鉄道退職者の会からもそれ 岩切駅
←
ぞれ加入の案内がされまし
ＴＳＳ陸前原ノ町駅
た︒
最後に一般財団法人国鉄 ︵一般移動︶
労働会館仙台地方部の取り
組として︑﹁ 年金制度の 〇柏原 岩雄さん
問題点と今後の取組み﹂と 三春駅↓小野新町駅
題した講演が沼下清一氏よ
〇落合 実さん︵簡苦︶
り行われました︒
場所を変えての慰労会で 岩切駅↓北仙台駅
は︑ 余年に亘る鉄道人生
〇佐藤 和則さん
で苦楽を共にした仲間との
東
北
ロジ水沢︵嘱託︶
語らいが尽きることなく続
←
いていました︒ ︻昌︼
仙台工事支所︵本体︶
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国労運動を支え続けてきた先輩方
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