●長岡駅生協は１・０ヵ月
分以上を要求した︒年間で
２・５ヵ月分︒
・診療所が減っている︒
・帝京長岡の闘い〜カンパ
活動を実施している︒ 月
日懇親会を開催した︒生
徒に希望を持たせない闘い
ではなく吉田先生を職場に
戻す︒団交では吉田先生も
参加させ交渉し闘いを進め
ていく︒解決していくには
厳しい状況だ︒
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●スタンディングを実施し
てる︑継続して取り組んで
いる︒
・９月議会で 項目を議決
した︒
︵糸魚川地区労連︶

●４月に幹事会を開催し大
会準備をした︒役員は全員
留任した︒スタンディング
は 月 日︑ 月 日に実
施する︒
・秋の学習会開催︑ 名参
加した︒
・コロナ禍の状況化〜学習
会はコロナ問題︒ 月昼食
会を企画︑直江津駅南１８
００円のフレンチ︒
・農協・越後上越はボーナ
ス１・２ヵ月分を要求した︒
・ソフトバレーは中止した︒
・ 月 日︑グリーンウェー
ブに参加した︒
・妙高市は農業以外に多く
の問題がある︑少子化対策
を進めている︒
・看護職場とのつながりが
薄い︑聞き取り調査を実施︑
アンケート調査をお願いし
ながら何が出来るか取り組
みを進めていく︒
・種苗法〜収穫したものか
ら種を次の作付けに使用で
きない︒
︵上越地区労連︶
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コ ロナ 禍で したが 地本 定 期大 会
は予 定通 り開 催でき まし た ︒組 合
員︑ 皆さ んの 御協力 ︑感 謝 いた し
ます︒
地 本は 新し い執行 体制 が 確立 し
各業 務な ど取 り組ん でい ま す︒ し
かし ︑毎 年開 催して いる ︑ 地本 旗
開き の中 止や 退職者 激励 会 開催 日
の延 期な ど︑ 感染拡 大防 止 のた め
苦渋の決定でした︒

月も下旬になり今年もあと１ヵ
月あ まり にな りまし た︒ 今 年は 新
型コ ロナ ウイ ルス感 染拡 大 であ っ
とい う間 に１ 年が過 ぎた よ うに 感
じま す︒ 来年 は素晴 らし い 年に し
たいですね︒

今 年の 機関 紙表彰 です が 地本 機
関紙 ﹁国 鉄新 潟﹂が 最優 秀 賞・ 優
秀賞 をそ れぞ れ入賞 しま し た︒ 最
優秀 賞は ﹁５ ００号 発行 ﹂ 優秀 賞
は﹁年間 号以上 発行﹂で 表彰さ
れました︒
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11
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●非常勤教員の格差が大き
い︒統一要求項目など署名
が多くあり過ぎて見直しを
していく︒
・ 月５日長岡で学習会を
開催する︒
︵公立高教組︶
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●コロナ禍で月収が４〜５ によって予約制で面会が可
万円減収になった︒
能だ︒
︵福祉保育労︶
●新型コロナ感染拡大防止
の対策〜手袋が足りなくなっ ●非正規の比率が ％〜
ている︒取り寄せが難しく ％正規と同様に賃金は悪い︒
なっている︒
格差がある︒賃金格差があ
・慰労費について児童福祉 り職場環境が悪化している︒
施設に支給されていない︒ ・農家の補助金制度につい
・介護報酬の改定〜ロボッ て１件１５０万円で見積も ●病院︑医療関係のボーナ
トの導入︑ＩＣＩ化が進ん り無しで申請可能だ︑これ スが厳しい状況だ︒コロナ
でいる︒
は選挙対策か・・財務省批 禍で病院への外来診察など
・危険手当の要求している︒ 判を避けるための措置か︒ 患者が少なくなった︒
賃金が低い︒
・農協の統廃合で農家組合 ・下越病院１・５ヵ月分︑
・透析部門〜透析の機械が 員が銀行など利用しにくく 済生会病院・木戸病院は１・
施設に設置された︒しかし なる︒組合員の利用頻度は ５ヵ月分を要求した︒労働
機械を起動させているが担 減少すると職場が減らされ 組合では組合員の住宅返済
当の医師が居ないため利用 ていく︒
など資金が足りない分につ
されていない︒機械は止め
︵農協労︶ いて貸出している︒闘争資
ることができない︒その機
金から出している︒
械のメンテナンス費用が数
︵新潟地区労連︶
百万円かかる︒
・介護施設の面会〜基本的
には面会は出来ないが施設
15

●支部で１泊旅行を実施し
た︒ 名参加︑ 月 日〜
日・肘折温泉︒
・対市との交渉〜ＰＣＲ検
査の無料化要請した︒ 月
日登山中止・ 月 日執
行委員会開催した︒
︵年金者組合︶
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これから本裁判の闘いになります︒
国労も地域の仲間とともに吉田先生
を全面的に支え︑一日も早く職場に
戻す取り組みを進めていきます︒
引き続き︑物資販売についてもご
協力をよろしくお願いします︒

●１月３０日（土）
拡大中央委員会 １３時〜１６時
新橋交通ビル 地下１階

●２月６日（土）
拡大エリア委員会 時間未定
新橋交通ビル 地下１階

秋山郷・栄村は紅葉の時期が終わ
りを告げて︑これから冬に向かいま
す︒
昨年は︑小雪でしたが今年はどう
でしょうか︑昨年より早く 月に雪
が降りました︒その頃︑苗場山は２
回雪が降ったそうです︒
栄村の集落から見える山々は白く
なっていました︒︵ 月に行ったと
き︶
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月下旬に予定していましたが天
気予報を確かめたら雪マークがつい
ていたので・・・残念ですが今年は
もう無理かなと思っていました︒
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吉田先生の闘い ・帝京長岡
帝京長岡高校・吉田先生の闘いに
ついて︑９月 日に普通解雇につい
て新潟地裁長岡支部は︑解雇権の乱
用に当たり無効と判断しました︒
学園側は未払い賃金について支払
いましたが︑解雇無効の判決に対し
間違っていると言っています︒本裁
判に︑なれば判決内容は変わると言っ
ています︒
現在︑中労委では︑不当労働行為
について審問していますが︑今回県
労委に不当解雇について提訴︑学園
側を追及していきます︒
中労委の命令は年内に出される予
定です︒

栄村は津南町から国道４０５号線
で秋山郷・栄村へ行きます︒４０５
号線は道が細く︑カーブや登坂など
アップダウンがあってなかなか慣れ
るまで大変な道です︒

今年の２月︑帰るとき︑雪が ㎝
降って帰りの運転が厳しかったです︒
カーブの登坂で何回か空転し動けな
くなりました︒
駄目かと思いましたが︑何とか脱
出し帰ってくることができました︒
栄村の人は︑４駆じゃないと大変だ
よと・・︒その通りでした︒
途中︑登坂で１台︑車が動けなく
なっていました︒でもまったく余裕
が無かったのでそのまま通り過ぎま
した・・︒

来年︑暖かくなる４月から行こう
と思っています︒
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女将さんは︑先月泊まった時︑
月から雪が降るみたいだから︑来年
暖かくなったら来てくださいと話し
ていました︒
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●地本・退職者激励会
３月２７日（土）

