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●２月 日︑魚沼運輸の闘い・県
労働委員会で確定した︒会社は中
労委に提訴せず︑県労委の命令に
従い会社内に謝罪文を掲示した︒
しかし掲示したところはコロナ
禍で使用できない休憩室だった︒
２月 日春闘討論集会を新津事
務所で開催する︒
︵建交労︶
12

●コロナ感染は発熱センターへ連
絡する︒ＰＣＲ検査は医師の判断
で個人の希望は自己負担になる︒
テレワークで２ヶ月以上職場に
通勤していない職員は通勤手当が
支給されない︒通信費の支給は現
在はっきりしていない︒
ウェブ方式の春闘学習会を開催
した︒
世代交代が進んでいる︒組合の
加入率が低下している︒加入促進
へ取り組みを進めている︒
高卒の基本給は︑ 万円くらい
組合費は約５千円くらいになるの
でその支出は厳しいと訴えている︒
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▼ １ 月があ っと いう 間に 過ぎ てし
まっ た感 じが します ︒２ 月 ３日 立
春は雪が降る寒い一日でした︒
新 潟市 中央 区で９ セン チ の降 雪
でした︒いつまで雪は降るのでしょ
うか ・・ ・︒ しかし 天気 予 報は 当
たり ます ︒降 雪量は 予報 ど おり で
した︒

■ コ ロナ禍 で音 楽活 動が でき ない
状況 が続 いて います が︑ ﹁ 国鉄 広
島ナッパーズ﹂ が４月 日 にコン
サートを行います︒
会 場は ﹁広 島県民 文化 セ ンタ ー
大ホ ール ﹂で ︑新型 コロ ナ ウイ ル
ス感 染防 止か ら︑客 席の 収 容定 員
を半 数以 下と し万全 の態 勢 の中 で
コンサートが行われます︒
当 日︑ ユー チュウ ブで 配 信し ま
す︒ オン ライ ン協力 券が １ ００ ０
円で す︒ 多く の方々 から 御 協力 を
よろしくお願いします︒
お 問い 合わ せは︑ 地本 教 宣部 ま
でよろしくお願います︒
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● な かなか ﹁国 鉄新 潟﹂ 発行 でき
なく て厳 しい 状況で した が ︑い ろ
いろ記事が集まりました︒
年間 号発行を 目標に頑 張りま
す︒
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看護報酬の引き上げ・特養は２・
１％増︑しかしあてにはならない
〜コロナ禍での配慮︒
県春闘共闘幹事会が１月 日に
︵福祉保育労︶
開催され︑各労働組合の報告をま
とめました︒
●コロナには感染していない︒胎
内で一人感染した︒職場で ℃の
●コロナ禍で厳しい状況だ︒１１
熱︑医師の診察で渡航暦や濃厚接
０数の事業所の中︑８ヵ所でコロ
触の疑いが無いためＰＣＲ検査は
ナの陽性者が出た︒事務所の閉鎖
しない︒ＰＣＲ検査は医師の判断
はせず感染防止ついての対策や事
でするもので個人の希望でできな
業所の消毒の徹底をした︒
い︒
感染者は４週間入院し現在は自
強風によってビニールハウスの
宅療養だ︒
なり現場復帰までにはならない︒
倒壊が多く発生している︒修理な
来年３月にコープクルコが統合
抗議ＦＡＸ行動を取り組んでい ど組み立てる業者が足りない︒春
しコープネットグループとしてス る︒
︵私教連︶
の農作業までに間に合うか︒
タートする︒コープは３８０名で
春闘についてウェーブ開催し議
コープクルコは３００名︵パート ● 月に 名加入した︒その後
論した︒要求は３月３日に提出し
１００名︶の組織状況だ︒
名の加入となったが８名亡くなっ ３月 日を回答指定日にした︒
臨時大会を１月 日に開催し春 た︒旗開きは中止した︒
︵農協労組︶
闘の取り組みについて議論し要求
︵年金者組合︶
を確定した︒︵コープネット︶
●県教委への交渉〜会計関係の職
●帝京長岡・中越・明訓などコロ 員の賃金は実労働のみが対象となっ
ナの感染者が出た︒学校側が緊急 た︒３月６日に中央委員会開催︒
消毒作業を職員に指示したが消毒
高校でコロナ感染︑その後︑生
用の手袋など足りない状況で作業 徒のマスク着用について全員がす
をさせた︒
るようになった︒以前は︑学校で
吉田教諭の解雇問題について県 はマスクを着用する生徒が少なかっ
労働委員会へ 月 日申立をした︒ た︒
︵公立高教組︶
労働委員会の審問などの流れで闘
いを進めないと現場復帰につなが ●中央委員会を１月 〜 日開催︒
らない︒裁判の判決は賃金だけに １月 日春闘討論集会を開催した︒
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