組 織強化 ・拡
大 ︑労働 条件
改 善の闘 いに
奮 闘し よう ！

公則（再任）教宣・レク
繁昌（再任）調査・賃貸

出羽
斉藤

正則（再任）組織・家族会・青年対策
七重
婦人対策

塩澤
大津

富世（再任）
勝（再任）

黒沢
・特別執行委員

一文（新任）

２０１１年度地方本部執行体制

に︑国 労東本部 エリア で和解
以降 名の組織拡大を勝ち取っ
ていま す︒水戸 地方本 部にお
いて︑ 本年５月 ５日に ＪＲ発
足以降 はじめて の新規 採用者
を国労 に加入さ せるこ とが出
来まし た︒また ︑和解 以降の
水戸地 方本部と しての 懸案事
項につ いて︑幾 つかの 問題が
解消さ れずに残 ってい る現状
を解消しなければなりません︒
改めて ︑国労差 別の根 絶と組
織拡大 に向け組 織の総 力をあ
げる取 り組みが 求めら れてい
ます︒
水戸 地方本部 は︑大 会終了
後直ち に第 回 執行委 員会を
開催し ︑２０１ １年度 執行委
員会の 成立を確 認し︑ 第２回

塚原 良雄（茨城支部長） 菊池
森山 利浩（福島支部長） 斉藤

輝雄（運転議長）
七重（婦人部長）

渡邊
高木

隆義（工務議長）
道治（電気議長）

塩澤
大津

富世（会計監査）
勝（会計監査）

菊地

悟（運輸議長）

黒沢

一文（会計監査）

した ︒

強化を図 ること を確認し ま

された意 見︑職 場での労 働
条件改善 など引 き続き運 動

３回定期 地方本 部大会で 出

ました︒ 地方本 部は︑第 ６

会議を８ 月２６ 日に支部 ・
職協役員 を中心 に開催さ れ

職場総 点検プ ロジェク ト

執行委員 会にお いて２０ １１
年度任務 分担と 引き続き 闘争
委員会の設置を確認しました︒
水戸地 方本部 は︑労働 条件
改善︑国 労差別 の根絶︑ 反合
理化闘争 の検証 と強化︑ 職場
総点検運 動を柱 とした職 場闘
争強化︑ 組織強 化・拡大 ︑平
和と民主 主義擁 護の闘い ︑各
種選挙闘 争に全 力をあげ るも
のです︒

・会計監査

新執行部が成立する
水 戸地方 本部 は８ 月８日 ︑第
６３ 回定期 大会 を開 催し︑ 最重
要課 題であ る組 織強 化・拡 大を
中心 とする 当面 する 運動方 針を
確立 しまし た︒ 大会 は︑東 日本
大震 災及び 収束 しな い原発 事故
の状 況下 で行 われ ました ︒
２ ３年余 に及 ぶＪ Ｒ不採 用問
題は ︑苦渋 の判 断を 行い第 ８０
回定 期全国 大会 で闘 いの終 結を
図り ︑国労 運動 の展 望を切 り開
く組 織強 化・ 拡 大に 引き 続き
﹁あ きらめ ず︑ ひる まず︑ 粘り
強く ﹂継続 して 取り 組むこ と確
認し ﹁何と して も組 織拡大 を勝
ち取 る﹂決 意を 全組 合員で 確認
しま した ︒

坂本
富田

・婦人部長

菊池 忠志（再任）企画・戦術
赤沼 廣行（再任）業務

・書記長
・執行委員

1

大和田 亨（新任）総括・政治・共闘
塙
正人（新任）総務・財政・労農

・執行委員長
・副執行委員長
94

坂本公則

非 正規労 働者 の雇 用対策 ︑年

27

大和田亨
編集責任者

金問 題︑後 期高 齢者 医療制 度や
介護 医療保 険制 度問 題など 国民

63

80

発行責任者

的諸 課題と の闘 に全 力を挙 げる

23

28

２ ０１１年 ８月８ 日︑水 戸
鉄道 会館にお て第 回定期 地
本大 会を開催 し︑当 面する 闘
争方針を確立しました︒
Ｊ Ｒ不採用 問題は ︑昨年 ６
月 日最高 裁判決 において 裁
判上 の和解が 成立し ︑ 年 余
にわ たる紛争 事件が 政治解 決
し︑ 残された ﹁雇用 問題﹂ に
つい て実現に 向け取 り組ん で
来ま したが断 念し︑ 本年６ 月
日をもっ て４者 ・４団体 が
解散 し︑国労 は７月 日〜
日に 開催した 第 回定期全 国
大会 で国鉄闘 争の終 結を確 認
しました︒
国 労東本部 とＪＲ 東日本 会
社と の間での 労働委 員会係 争
事件 事件の一括和解を契機
61

国労水戸地方本部
水戸市梅香1-5-24
029-221-4008

こと を固 め合 いま した︒

28

30

第２号
み

と
こくろう
２０１１年８月３１日

