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富山 は指示 している︒並行在来
と連携して運動を進めている︒国への 長野 ︑
整備新幹
経
見直し︑ への要請 を展開 ︑
線は ︑地方が協力 して運営 ︑ へ
営参画 を強く求 めている︒
泉田県知
線の基本 方針並行在来線に対す る
支援 要請 た こ
対
事 は共同歩調 を取っていな い︒
へ
を
し
︒
の
方
針
に
し
て
今後 ︑いろ いろな問題 を抱えな がら
在来線︑地方線の存続 について運動を
く 今後 も地本から の支 援
強
め
て
い
︒
新幹 線開業 に伴って
をお願 いした い︒
特急 のダイヤ がどう な る のか ︑地 域
だけ の問題 でなくな るので地本全体
JR

第一に、1047名ＪＲ不採用問題の最終解決に向けて
の闘いについて〜最終局面を迎えたＪＲ不採用問題は、
今後は政府からＪＲ各社へ要請が発せられることにより
残された課題である雇用の確保が実現することとになり
解決の最終局面を迎えることになります。雇用の確保を
めぐる闘いは、政府とＪＲ会社等との課題と位置付け、
本部・東日本本部との連携を密にし、地方でできる取り
組みに集中していくこととします。

国鉄闘争の最大の山場であるＪＲ不採用問題が最終局
面を迎える今日、職場からの安全・安定輸送にかかわる
諸問題の改善、安心して働き続けられる職場環境づくり
に向けた闘いと結合して、全ての取り組みを組織拡大へ
と集約し、山積する諸課題に奮闘することを申し上げて
集約とします。
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55

出 向者
の課題 として進めていく ︒
は要員 が増え るこ とにな る︒
全員 で議論 して欲 しい︒
組合 としてど
★嘱託社員 の労働条件 について 歳 うやっていく のか ︒
以上 の労働条件 は厳 しい状況 にある︒
現場 の要求・
要望 を支店 と話 し合 いを ★労働協約 を結ばな いできた理由 は？
数回 行っているが改善され ていな い︒ 基本的 に労働協約 を結ぶこ とは反対
外注 会社 では月間法定労働時間オー だ ︒
最終解決 向けた取り組み は政治
に
的取り組み
６名 が雇用
と
し
て
い
る
が
︑
そ のた めに支
の問題 で訴訟 を起 した ︒
援す るこ とを分 会で確認 した ︒
政治
解決 は解雇撤回 を消 した もの︑
雇用
できなく てもしょう がな いと妥協させ
る内容だ ︒

第三に、組織強化・拡大の闘いについて〜今年度、
東日本本部主催のブロック別組織対策交流会が開催され
新潟から10名の組合員が参加し、学習と交流を深めてき
ました。分会の取り組みになり切れていない実態、取り
組みの担い手である分会が機能を発揮するに至っていな
い現状が数多く報告されています。他の地方本部での拡
大経験を生かすとともに、職場の国労運動の根源である
「仕事・安全総点検」「職場総点検」の取り組み強化を
図り、職場において全ての仲間から信頼と共感を得る取
り組みを具体的に進めいていくことが求められています。
組合員一人ひとりが自分自身の拡大への障害を克服す
るために何が必要かを考え、粘り強く取り組みを継続し
ていかなければなりません。

JR

バー が発生 している︒
超勤手当より
も休み を増や して欲 しいと訴え ている︒
今後
本 支援 をお願 いした い︒
も
地
の
貨物 会社・
社員 が東日本 会社 へ
出向
しているが︑ 歳以降 にな ると出向解
除 とな る︑
そ のこ とによって貨物職場

第二に、労働条件改善、権利確立と「安全・安定」
輸送確立の闘いについて〜新潟支社は、９月にダイヤ改
正に伴う乗務員行路の見直し、設備部門におけるメンテ
ナンス体制の改善、平成２２年度冬期の取り組みについ
て、矢継ぎ早に提案をしてきています。そして、年度末
事案の概要の中には、運輸部門におけるグループ会社と
一体となった業務体制の更なる推進もあり、実際に提案
できるかは別にして、全系統にわたる「外注ありき」の
施策を推し進めています。
貨物会社においても、赤字解消のため大幅な要員削減
により業務に支障がでるなど、大きな問題となっていま
す。改めて働きやすい職場、労働条件改善に向けた「仕
事・安全総点検運動」の強化が求められており、運動を
職場に定着させる取り組みを強めていくこことします。
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国鉄新潟

第 回地本定期大 会 が 月 日
開催され︑ 名の代議員から発言
がありました︒
今号は︑代議員の発言を 特集 し
ます︒

★並行在来線ついては方針書にもあ
るが〜三市連絡会は︑地域で各会派
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職場
二度点呼 が大きな問題 に ★酒田地区についても国鉄闘争の報
で
は
なっている︒
駅 での起床遅延 が発生 し 告集会の開催を取り組みたい︒労働
休憩終了前 に確認させ ている︒
申 し入 協約について︑なぜ結ぶのか説明を︒
れ を行ったら再検討 となった ︒
就業規則より内容が上に労働協約が
検修外注化 について現場 では平成採 あると考える︒
冬季の投排雪列車について︑排雪
が反対 している︒国労 は反対 している
のか？ 国労 は他労組 とも共同 行動を 列車を先行させて︑列車の運行を要
強 めていくこ と︒
請︒設備メンテ〜 月１日から羽越
線など同じ線区を二つに分ける業務
体制として管理していく状況だ︒担
当は半分だが業務内容が増える︒
12

★労働協約〜この問題が出てくるの
は結ぶことが前提だと思われる︒現
場では労働条件の厳しい環境にある︒
討論は期日を決めないで行って欲し
い︒検収外注化について︑現状は具
体的にどうなっていくのか︒

★心の病〜現場で発生している︒国
労として機敏に対応して欲しい︒正
しい情報が伝わるようにお願いした
い︒対象者に対して人間関係で職場
が厳しくならないようにした︒
★労働協約は結んでメリットがある
のか︒結んでこなかったから︑そう
考える︒なぜ︑この問題が出てきた
のか︒どうメリットがあるのか現場

県支部が発足し︑各分会の悩みを検
の組合員に示して欲しい︒
検修外注化について︑話しが聞こ 討し︑できるところからやっていく︒
えてくるが具体的にどうなのか︒国
労は外注化に対して取り組んでいる ★労働死亡災害が多発している︒鉄
のか︒国労組合員の年齢が高齢化に 路の状況も悪化している︒協力会社
なっているから︑すぐに出向するか も含めて現場は混乱している︒設備
らと思っているからなのか︒他労組 メンテ︑ 月提案に対しての解明要
求を作成︑支社団交を計画している︒
の動きが活発に見える︒
納得のいく闘いを取り組んでいく︒
★一括和解以降︑現場は何も変わっ
ていない︒国労に対して差別がある︒ ★昇進・昇格試験〜２等級社員に対
それは 発足以来変わっていない︒ して受験要請をしているが受験しな
２等級の施設係が職場にいる︒他労 い︒どうやって取り組んでいくのか︒
組は︑すぐに合格する︒この状況に
ついて真剣に取り組んで欲しい︒施
設は外注化が進んでいるが︑ はど
こまで列車の運行に責任をもてるの
か︒全体で議論する必要がある︒
大雪での雪害について︑緊急に要
求を２月に出したが交渉は７月で情
報化が８月だった︒何のための緊急
だったのか︒早く取り組んで欲しい︒
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急に気温が下がり身体はビックリ
しています︒今年もあと２ヶ月余り
ですね︒一年は早いです︒年末にか
けて忙しくなりますが︑身体に気を
つけてください︒今年の冬は寒くな
りそうだと予報では伝えています︒
月は忘年会のシーズンになりま
すね︒仲間と酒を酌み交わし︑楽し
く呑みましょう︒
次号は︑運転協交流会を予定して
います︒
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★全国大会やエリア大会の報告をお
願いしたい︒情報化の前に集会や代
表者会議で地本からで報告して欲し
い︒
職場の課題について 月 日に支
部大会を開催する︒
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