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● 電気部 門﹁ 変革 ２０ ２２ ﹂〜 新
幹 線・ 在来 線の 組織 分離 が行 わ れ
新たな新幹線組織が発足した︒
問題 点〜 慢性 的な 要員 不足 ・ 新
幹 線東 北技 セの 若手 社員 から も 盛
岡 〜仙 台間 を通 勤し なが らの 超 勤
問 題も 寄せ られ てい る︒ 新た に 業
務に加わったメンテナンスセンター

● 職場の 業務 量が 激増 して いる︒
職 場の労 働環 境を 改善 させ る ため
デ ーター を調 査し ︑実 態を 業 務研
究会で本社へ提案︑改善を図った ︒
現場で の業 務を 通じ て組 合 の必
要 性を説 き組 織拡 大に つな げ てい
く︒

委員か らの発言は 名︑特別 発 で の変電 設備 異常 時対 応は メ セ︑
言が１名 ︑全体で 名 でした︒ 発 技 セ間の 連携 のや り方 など も 含め
言 内容 は職 場の 問題 点︑ 組織 拡 大 て検証していかなければならない ︒
や春闘の闘いについてありました ︒

国鉄新潟
第 回国 労東日本 本部拡大 委員
会は書面審議となり２月６日リモー
ト で議 長︑ 副議 長の 選出 ︑執 行 委
員 長の あい さつ があ り︑ その 後 の
議事進行について確認しました︒

書面表決で承認
委員 会の 発言 や執 行部 に対 し て
の 質問 など 書面 で提 出し ︑後 日 ︑
執 行部 から 委員 の発 言集 ︑書 記 長
集 約が 送ら れ︑ 委員 会の 承認 に つ
い ては 書面 での 表決 で行 われ ま し
た︒
各委 員の 発言 につ いて は︑ 短 く
ま とめ 国鉄 新潟 の紙 面に 特集 し ま
し た︒ 不充 分な 点も ある かと 思 い
ますがよろしくお願いします︒

● 職 場で国 労組 合員 や若 手社 員︑
女性 社員 から の一人 一要 求 を基 に
現場長交渉し︑﹁使いやすい工具﹂
の配 備を 要求 し職場 の労 働 環境 が
改善された︒
他 労組 へ気 軽に声 をか け られ る
状況になった︒
● コ ロナ禍 にお ける 環境 改善 に国
労組 合員 とプ ロパー 社員 が 一緒 に
なっ て作 り上 げた改 善要 求 など 団
体交渉の取り組みがあった︒︒

労働環境の改善

が中 止に なっ た︒今 後も 職 場か ら
春闘の闘いについて
運動を強め拡大に結び付けていく︒
● 春闘の闘 い〜 労働 組合 の必 要性
を２ ０２ １春 闘か ら職 場運 動 につ ● 職 場代表 者選 挙を 取り 組む 〜選
なげ労組未加入者へ訴えていく︒
挙に 立候 補し た︑国 労以 外 から の
支持 を得 てい る︒労 働安 全 衛生 委
● 若手社員 にも アン ケー トの 協力 員に選出された︒
を訴 えた ︒一 人一 要求 の取 り 組み
を進 める ︒国 労の 要求 を聞 こ うと
いう︑現場長の意識変化があった︒

●あまりにも低い要求額に驚いた︒
組合 員の 思い に報 いる ため に も交
渉だ けに せず 要求 獲得 する 為 の具
体的なエリア本部の考えを︒

● 溜め込ん だ内 部留 保を 還元 させ
るよ うス トラ イキ を背 景と し た交
渉を後押しする行動提起を︒

● 東日本は３兆円を超 える内部
留保 があ る︒ この 内部 留保 を 一部
取り 崩す だけ で大 幅な 賃上 げ が可
能だ ︒コ ロナ 禍だ から こそ ︑ 生活
費原則に基づく賃上げが必要だ︒

● 新規採用 者１ 名と 交流 する 場を
設け るこ とが 出来 た︒ コロ ナ 禍で
職場 での 歓迎 会・ 送別 会・ 忘 年会

組織拡大について
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職場の問題改善
拡大へつながる
●仙台駅Ｌｉｖｉｔ︵東北総合サー
ビス会社︶で昨年２名の女性が国労
に加入した︒職場の問題を取上げて
労働条件改善に取り組むことが組織
拡大につながっていく︒

組合の必要性感じる

次号につづきいます︒

２月 日の福島沖地震で新潟県も
震度４の揺れを感じました︒
震度は地震が起きた時の私たちが
生活している場所での揺れの強さを
表します︒
マグニチュードは地震そのももの
大きさ︵規模︶を表します︒

気象庁の震度階級は ﹁震度０﹂
﹁震度１﹂﹁震度２﹂ ﹁震度３﹂
﹁震度４﹂﹁震度５弱﹂﹁震度５強﹂
﹁震度６弱﹂﹁震度６強﹂﹁震度７﹂
の 段階となっています︒
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●震度５弱〜大半の人が恐怖を覚え
物につかまりたいと感じる︒棚にあ
る食器類や本が落ちることがある︒
固定していない家具が移動すること
があり不安定なものは倒れることが
ある︒

○震度５強〜物につかまらないと歩
くことが難しい︒棚にある食器類や
本が落ちるものが多くなる︒固定し
ていない家具が倒れる︒補強されて
いないブロック塀が崩れることがあ
る︒

●震度６弱〜立っていることが困難
になる︒固定していない家具の大半
が移動し倒れるものがある︑ドアが
開かなくなることがある︒壁のタイ
ルや窓ガラスが破損︑落下すること
がある︒耐震性の低い木造建造物は
瓦が落下したり建物が傾いたりする
ことがある︒倒れるものもある︒

最近︑地震が発生しています︒東
日本大震災の余震がたびたびありま
すが︑地震の強さなど気象庁のホー
ムページに記載されていましたので
載せてみました︒参考にできたらと
思います︒

○震度６強〜はわないと動くことが
できない︑飛ばされることもある︒
固定していない家具のほとんどが移
動し倒れるものが多くなる︒耐震性
の低い木造建物は傾くものや倒れる
ものが多くなる︒大きな地割れが生
じたり大規模の地すべりや山体の崩
壊が発生することがある︒
●震度３〜屋内にいる人のほとんど
が揺れを感じる︒
●震度７〜耐震性の低い木造建物は
傾くものや倒れるものがさらに多く
○震度４〜ほとんどの人が驚く︒電 なる︒耐震性の高い木造建物でもま
灯などのつり下げ物は大きく揺れる︒ れに傾くことがある︒耐震性の低い
座りの悪い置物が倒れることがある︒ 鉄筋コンクリート造の建物では倒れ
るものが多くなる︒
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そのために信頼関係をつくる︒食
事など誘いながら何気ない会話から
問題点を見つけ出し︑どうしたら良
い方向にもっていけるか組合に相談
した︒
その結果︑昨年国労に２名加入し
た︒働きやすい職場環境に変えてい
くために不満や不安・ストレスを抱
えている人達の話を聞き︑拾い上げ
ていこうと思っている︒

﹂

集会は中央の総決起集会とＷｅｂでつないで
参加する方式とします。

●若い組合員から〜自分の時間を組
合活動に費やしていると︑きついと
思うときがある︒
組合に関係なく飲み会を開催して
いるが︑参加する皆は会社に不満を
もっている︒平成ユニオンを作ろう
かと冗談が出るくらい多くの社員が
労働組合の必要性を感じている︒
●平成採組織対策交流集会や組織強
化・拡大経験交流集会を開催し組織
の現状と課題について討論し意思統
一及び交流を行ってきた︒
社員職場代表者選挙で国労組合員
が当選した︒

●職場環境を変えていくために︑現
●３年前から地本指令﹁対話活動﹂ 場社員の要望や不満の声を拾い上げ
を中心とした取り組みを進めてきた︒ 何を思いながら働いているのか確認
昨年は２名の拡大︒飲み会が開催 しながら行動に移す︒
できなければ昼食などで話し込みを
していく︑創意工夫しながら取り組
みを強化していく︒

２０２１春闘勝利！３・３国労中央総決起集
会が３月３日リモート開催します。
地方本部は、国労本部から春闘行動の指示を
受け、３月３日（水）１３時３０分〜１６時
地本会議室で春闘総決起集会を開催します。

2月24日
2021年
0250ー24−8336
新潟市秋葉区善道町１−１−１
国鉄労働組合新潟地方本部
「国鉄新潟」№1027

