かなければならない﹂とありまし
た︒
議長は︑福富代議員が選出され
ました︒その後︑関川委員長のあ
いさつ・来賓の方々のあいさつ・
そして︑函館闘争団・坂野団員か

函館闘争団
坂野団員あいさつ

和解と なった︒
配分交渉 につ いては ︑︑
次回３回目
最後 にし た
の会議 が 月３日 に開催 ︑
いと考えて いる︒
雇用 につ いては ︑︑
年内 各社の回
答を引き出して年度内には解決を
めざしていく︒これからも御協力
をお願いしたい︒

現在・平均年齢は 歳

11

配分が︑されていないので︑現
在もアルバイトなど自活生活をし
ている︒分割・民営化された当時
は平均年齢は 歳だったが︑現在
は 歳になった︒闘争団は国労組
合員としての立場で頑張っていく ︒
３月までに雇用の問題の解決に向
けがんばっていく決意だ︒

63

国鉄新潟
第 回定期地方大 会 が 月 日
新潟地方本部会議室で 時より開
催されました︒
開会前に︑冒頭︑秋元函 館闘 争
団員が新潟でオルグ活動中 に亡 く
なられました︒そのことに 対し て
出席者全体で黙祷を行いました︒
10

上石副委員長
開会あいさつ

秋元が︑この場所で亡くなった︒旧
下越事務所跡に新事務所が建設され
た︒何か︑意味深いものを感じる︒
年間 の 不採用 事件 の問題は雇用 が
解決して いないので︑
全面的 な解決 に
て いない︒
内容は不十分だけ れど
なっ
も 年間 の長期 の闘 いや ︑ 闘争団
和解 を受託 ︑
臨時大
のこと を考え ︑
会 で承認と なった︒
そ の後 に最高裁 で

23

JR

63

12月11日
皇居外周のマラ
ソンコース

38

第15回国労東日本本
部マラソン大会が開催
されます。

36

民間企業では、平均年収が４０５万９千円で１
９４９年以降調査した中で最大の減少（２３万７
千円）、厳しい実態が報告されている。働くもの
の権利について、労働組合が闘っていくことが重
要となってきている。

JR

エリア大会で労働協約について議論がされたが
来年のエリアの定期大会で判断していくだろうと
考える。重要な問題だ。

らあいさつがありました︒そして
国労東日本本部武笠執行委員のあ
いさつがありました︒
午前中に方針提起され︑午後か
ら質疑討論に入りました︒

新しい事務所が、旧下越事務所跡に建てられた。
全国的に今の情勢の中で新しい事務所建設は無い
と思う。ここを拠点として運動を展開し新しい仲
間を迎えよう。

63

10

16

開会あいさつでは︑上石 副委 員
長から﹁新しい事務所での 初め て
の大会となった︒いろんな 課題 を
抱えているので︑ここを拠 点と し
て︑団結を強化して取り組 んで い

１０４７名ＪＲ不採用事件が政治解決されたこ
とに対し全員で改めて確認したい。雇用の問題に
ついては具体的に進んでいない。政府による正式
にＪＲへ要請はしていない。年末、年度末に向け
て最重要課題として全力で取り組んでいく。２３
年間の闘いの決着をする。

23
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新事務所での第１回の大会を開催することになっ
た。秋元さんは、オルグ活動中に、ここの場所、
旧下越事務所で亡くなられた。
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申入れやコンプライアンスなど強化
していく︒拡大をどう取り組むのか
エリアで地方組織部長会議を開催し
意思統一を図る︒拡大を中心に据え
て運動を展開していく︒

安全 ・安定輸送
職場総点検運動に ついて

12

JR

184

労働協約に ついて

18

25

公平・公正に作業しているので遅れ
ている︒なるべく早急に配分を︒
参議院選挙後について︑政治的窓
口・担当者が変わってきている︒こ
れから要請行動など議論していく︒

21

国労東日本本部・武笠執行委員か
ら情勢報告など︑あいさつがありま
した︒

11

不採用事件に ついて

雇用希望者については︑ へは 名
関連会社へは 名が希望している︒
この数字を政府をとうして求めてい
くことが最大の課題だ︒地域でも報
告集会の開催や︑地域共闘との共同
の取り組みを強めていく︒

11

代議員の発言内容は︑次回の﹁国
鉄新潟﹂に記載します︒よろしくお
願いします︒

12

JR

現状は配分はされていない︒ひと
り２２００万円の配分については︑

組織拡大に ついて

エリア本部では︑定期大会で労働
会社は非常事態宣言を解除したが 協約について会社側と協議したいと
グループ会社社員が亡くなった︒職 いう方針を提案した︒何を求めてい
場の現状などもう一度見直していく︒ くのか検討している︒
検修の外注化について︑一月︑二次
月 日︑地方書記長会議までに
解明から運動が見えてこない︒会社 討議資料を作成する︒職場・機関に
側は確実に準備を進めている︒時期 ついて資料を提示する︒ 月 日に
はわからないが︑今後の外注化につ 業務部長会議を開催し労働協約は何
いて交渉を強める︒
なのか提起する︒
など武笠執行委員から詳しく報告
されました︒
ボーナス交渉に ついて
大会は︑午後から質疑討論代議員
の発言は全体で 名ありました︒約
２時間の質疑討論があり︑書記長集
約︑そして関川委員長の団結ガンバ
ロウで終了しました︒
大会終了後は︑懇親会を開催しさ
らに団結を深めました︒

月 日に業務部長会議を開催︑
３・５ヵ月の要求で 月３日支払い
を〜 月 に︑いっせいに申入れを
行う︒その後︑交渉を強化していく︒
職場の闘いをつくっていこう︒

21

322

定期大会以降３名の拡大があった︒
一括和解以降︑国労への加入が増え
ている︒しかし︑それ以上の退職者
の数が増えている︒
新採者の加入はあるが東労組へ大
幅に加入している︒会社側に対して

14

10

今回は︑﹁鉄道川柳﹂平成 年
月号の山脈集推薦作品を特集し
ました︒
ぜひ︑組合員・家族・退職者の
方々の作品も特集していきたいと
思います︒よろしくお願いします︒
地本教宣部までお寄せください︒

10

11
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