国労水戸地方本部

水戸市中央１-１-１１
ＥＮＹビル２Ｆ

組織 強化・拡大
に全 力をあげて
取り組もう！
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ていま す︒助役 試験合 格者交

流会で は︑今後 の不安 はもと

より︑ 国労を増 やさな ければ

技術継 承や安全 ・安定 輸送が

出来なくなる等の声が出され︑

職責を 全うし組 織拡大 にむけ

奮闘し ていく決 意が述 べられ

ていました︒

それ らの思い や職場 での行

動の積 み重ねが 信頼と 共感を

職場 の中心に 座る努 力をし て

私た ちは︑ 仕事に こだわ り

な情勢 を最大限 活用し 国労加

と確信 を持つと ともに ︑有利

ながっ ています ︒そこ に自信

得︑１ ００名以 上の拡 大につ

きま した︒ま た︑他 労組の 仲

入を呼 び掛ける ことが さらな

第 回 東日 本 本部 定 期
大会方針書 ︵組織拡大︶

間の 声もつか む中で ︑労働 条

る拡大には不可欠です︒

に踏み出すことが必要です︒

致させ ︑全組合 員が組 織拡大

るため には︑情 勢の認 識を一

更に 拡大を大 きな流 れにす

件の 改善に向 けて取 り組ん で
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と おっしゃっ ていまし た︒ きました︒
昇 進和解︑ そして 一括和 解
今 は︑次に加 入させる 組合
員 の為に奔走 し︑忙し すぎ 以降 ︑試験で は主任 試験合 格
て家族との絆が微妙・・・・・ 者︑ 助役試験 合格者 も出て き
と話しています︒
今後︑２０ ０名は拡 大で
き ると考えて いること 等︑
私 たちが胸に いだいい るモ
ヤ モヤを吹き 飛ばすよ うな
話 でした︒﹁ 拡大を働 きか
け る対象者が いないと いう
の は︑全員が 国労に加 入し
た 時に初めて 口にでき る言
葉 である﹂と おっしゃ って
い ました︒ま さにその 通り
だと思います︒
水戸地本に 於いても ︑労
働 条件改善︑ 職場環境 を良
く していくと いう労働 組合
の 目的を再度 明確にし て︑
１ 人でも多く の仲間を 作っ
ていこうではありませんか︒

出羽組織部長・中村君が参加
９月 １日〜２日 ︑東京青
梅にお いて東京地 本主催第
２０回 組織拡大・ 労働条件
改善の 経験交流集 会が開催
されま した︒地方 本部から

は︑出羽 組織部長と 中村賢
太郎君が出席しました︒
東京地方 本部は︑ 毎年拡
大が大きく 前進して いる地
方本部で︑ どのよう な活動
を行っているの
かを学ぶつもり
で参加させて頂
ました︒
多くの報告が
出され︑北鎌倉
駅の福元さんの
話は自信にみな
ぎっていました︒
しっかりとした
つながりを持つ
のは当然だが︑
加入に向け下地
を作ること︑決
断を促すこと︑
復帰加入のフォ
ロー等が重要だ

開催場所

北茨城市・五浦観光ホテル（大観荘）

議

①大会延期承認
②経過報告及び協定締結承認
③2012年度運動方針（案）
④2011年度決算
⑤2012年度予算（案）
⑥スト権確立
⑦地方委員の選出
⑧その他
題

２０１２年１０月１２日〜１３日

開催日時

（１３時３０分受付、１４時開会）

第２４号
と
み
こくろう
２０１２年９月２６日

２０ １２ 年度 執行 委員会
の成立で指令１号発する

さて︑国労東日本本部は︑
第２ ６回 定期大 会を ９月７

日〜 ８日 に盛岡 市・ つなぎ
温泉 ﹁ホ テル紫 苑﹂ で開催

しました︒
大 会で は︑① 現場 組合員

の目 線に 立った 運動 に基軸
を置 き︑ 組織拡 大に 全力を

あげ る︒ ②健全 かつ 正常な
労使 関係 の確立 を目 ざし︑

明る く働 きがい のあ る職場
を構 築す る︒③ 人事 ・賃金

制度 の見 直しを はじ めとし
た制 度改 正に対 する 取り組

みの 強化 とエル ダー 社員制
度・ 嘱託 社員制 度の 改善を

勝ち 取り ︑安全 で安 心して
働き 続け られる 職場 を求め

取り 組み を展開 する ︒④車
両検 修関 係外注 化施 策の地

方交 渉に 全力を あげ ると共
に︑ 会社 の効率 化・ コスト

ダウン優先の施策が︑事故・
トラ ブル を誘発 して いるこ

とか ら︑ 施策の 検証 と﹁安
全総 点検 運動﹂ を引 き続き

強化 し︑ ﹁安全 ・安 定輸送
確保 ﹂の 取り組 みに 全力を

あげ る︒ ⑤反原 発・ 脱原発
を基 本に ︑自然 再生 エネル

ギー への 転換に よる エネル
ギー政策の早期見直し推進︑

憲法改悪反対︑反戦・平和︑
民主 主義 擁護の 闘い に全力

をあ げる 等︑向 こう １年間
の闘争方針を確立しました︒

