国鉄新潟

た︒
しかし︑
今まで使用
してきた仮
設階段は使
用できなく
なりました︒
通勤時間帯は︑どんな状況になっ
ているのでしょうか？

№１０１５

２番線ホームは︑調査から２ｍ

も無い幅です︒ホームドアの設置
はしないと国会でも説明がありま
したが︑現状では︑極めて危険な
状態が続いています︒
建交労・冨井書記長から現在の
状況について︑新潟駅の安全問題
など含めて調査を行いたいと連絡
がありました︒

編集後記

７月 日︑山 田久さん ︑石川忠
雄さ んか ら︑ 地方 本部 ・事 務 所の
雨対 策の 工事 をし てい ただ き まし
た︒
事 務所 が完 成し てか ら何 年 経っ
たで しょ うか ︑少 しづ つ︑ い ろい
ろ壊 れて きた とこ ろが でて き てい
るのでしょうか︒
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地 本事 務所 に来 た時 に︑ 不 具合
のと ころ が少 しで もあ りま し たら
連絡 して くだ さい ︒よ ろし く お願
いします︒
山 田さ ん︑ 石川 さん ︑あ り がと
うございました︒

８ 月に 入り ました ︒夏 で すね ︒
梅雨明けが８月にずれ込みました︒
梅雨明けは︑ 当初は７ 月 日頃
と聞 いて いま したが ︑梅 雨 時期 は
大雨 が続 き︑ 大変な 状況 に なり ま
した︒

機関会議は開催されていません︒
全国 大会 とエ リアの 大会 開 催日 は
決定 しま した が︑東 京で の 開催 は
すごく不安です︒

コ ロナ の感 染拡大 は東 京 を中 心
に関 東圏 など で広が って い ます ︒
素 直な 気持 ち︑も う︑ 東 京は 行
きた くな いで すね︒ いつ 終 息す る
ので しょ うか ・・︒ この 状 況が つ
づく と県 外へ の移動 は怖 く て行 け
ませんね︒
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駅の掲示では７月 日からの利
用開始となっています︒
地本としても駅の実態調査を実
施し状況を把握していかなければ
なりません︒
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新潟駅の２番線ホームの安全問
題について︑調査を今年︑２月
日に参議院・武田議員を中心に︑
国労︑建交労など合同で実施しま
した︒
その調査について武田議員が国
会・国土交通委員会で質問しさま
ざまな問題点について追及しまし
た︒
その後︑ＪＲ東日本は新しく階
段とエレベーターの設置をしまし
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帝京長岡高校・吉田先生が不当解
雇されて︑解雇撤回に向けたさまざ
まな活動が取り組まれています︒
吉田先生の不当解雇を広範に知ら
せ︑宣伝していくためユーチューブ
に動画をアップロードしました︒
吉田先生の応援歌を作り︑曲名は
﹁勝利する日まで﹂です︒５月 日
にユーチューブにアップし︑吉田先
生の訴えと歌で構成されています︒
現在︑視聴回数は３０００回を越
え︑チャンネル登録者数は 名に上
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ります︒
２曲目は﹁職場に帰る日を﹂を７
月 日に収録しました︒２曲目は吉
田先生の思いを詞にしました︒
今回は︑吉田先生のソロを中心に
構成しました︒ぜひ︑ユーチューブ
を見て頂きたいです︒
よろしくお願いします︒３曲目も
作りました︒﹁あの日 もう一度﹂
です︒歌だけではなく︑訴えも含め
た内容にしていきたいと考えていま
す︒
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写真は激励のハガキです︒元気が
出ます︒

盗 聴法 がつ くら れ まし たが ︑
国民 的な 反対 運動 が おこ った 結
果︑ 捜査 機関 にと っ て盗 聴法 は
使いにくい法律となりました︒

第 一に ︑盗 聴で き る対 象犯 罪
が覚 せい 剤な どの 薬 物関 係︑ 拳
銃な ど銃 器関 係︑ 組 織的 殺人 ︑
集団 密航 の四 つの 種 類に 限定 さ
れ︑ 第二 に︑ 盗聴 が 通信 事業 者
の施 設で ︑通 信事 業 者の 立会 い
のも とで 行う こと が 義務 づけ ら
れました︒

一年 間の 盗聴 適 用件 数は 少な
く ︑多 くて 十数 件 とい う程 度で
す︒
こう した 現状 を 打破 しよ うと
政 府︑ 検察 ・法 務 省︑ 警察 庁は
２ ０１ ６年 盗聴 法 の抜 本的 な大
改 悪法 案を 国会 に 提出 し︑ 成立
させたのです︒

﹁知らないうちにみられている﹂
これ一冊でわかる監視社会

から記載しました︒

次回は︑﹁ちょっといっぽく﹂
を 特集 しま すの で ︑休 みま す︒
よろしくお願いします︒

