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貨物・ シニ ア社 員の 通勤 手 当の
問 題につ いて 〜福 島か ら仙 台 へ新
幹 線通勤 して いる ︒通 勤手 当 が所
得 とみな され るた め︑ 高齢 者 雇用
調 整金が 受け 取れ ない ︑苦 し い生
活 実態だ ︒早 急に 解決 する 取 り組
みを︒

現在単 身赴 任︵ 仙台 地区 か ら山
形地区へ︶ なぜ 歳を過 ぎてから
単 身赴任 しな けれ ばな らな い のか
仙台に早急に戻して欲しい︒

エルダー社員で
単身赴任
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アン ケー ト調 査か ら〜 緊急 線 閉
各委員の発言を報告します︒
手 続き が面 倒︑ 見張 員で も作 業 を
手 伝っ たこ とが ある ︑と 回答 が ５
安全問題について
割以上あった︒
昨年８ 月 日︑磐 越東線で 触者
死 亡事 故に つな がる 退避 不良 が 発 働くものの命を守る
生 した ︒現 場は ︑携 帯電 話や 無 線 運動を継承していく
機 がつ なが らな い・ 中継 見張 員 の
配 置が 必要 な区 間だ が︑ 作業 責 任
ルー ルを 守る には 要員 が足 り な
者 と列 車見 張員 の２ 名体 制︑ 背 後 いという声が多い︒
から来た列車に汽笛吹鳴を受けた ︒
職場 の声 を掴 むこ とを 常に 意 識
し て関 わり を持 ち︑ 国労 が取 り 組
ん でき た﹁ 働く もの の命 を守 る ﹂
見張員が滑落
運 動を 次世 代に 継承 して いか な け
ればならない︒
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見張 員は 退避 した 際に 石垣 に 滑
落し打撲と全身擦過傷を負った︒

代表者選挙に立候補した

職 場代 表者 選挙 〜組 織部 報 や機
関誌 等を 発行 しな がら 選挙 戦 を進
めていく︒
昨年は ４事 業所︑関 連会社で
１事 業所 ︵Ｊ ＥＳ Ｓ︶ に国 労 組合
員が立候補した︒

職 場に 新採 が２ 名配 属︑ 会 社側
に組 合説 明会 の開 催を 申し 入 れて
会議室で 分く らいで何 処にどの
国労 組合 員が いる のか ︑何 で も気
軽に 話し かけ てく ださ いと ︑ 顔を
合わせてきた︒
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今 こそ 分会 ︑班 活動 を強 化 し小
さな 要求 を勝 ち取 った ら大 き く宣
伝し 運動 の可 視化 ︑労 働組 合 の必
要性を訴える︒
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ＪＥＳＳ職場の
労働条件改善

駅の遠 隔操作シ ステ ムを ３月
日か ら使 用開 始の通 達が 出 た︒ 全
面委託駅では︑ 側の提案 説明が
なく 業務 委託 先のこ とで 示 され る
が︑ 会社 側は 答えら れる こ とが 無
いと受け付けない状態だ︒

23

﹁国 鉄新 潟﹂ では︑ 委員 の 発言 を
中心 に記 載し ました ︒コ ロ ナ禍 で
大会 や拡 大委 員会が リモ ー ト開 催
になりました︒
厳 しい 環境 の中で の活 動 です が
がんばっていきましょう︒
地 方本 部は 拡大委 員会 を ３月 ６
日に 開催 しま す︒職 場の 問 題点 や
組織 拡大 ︑春 闘の取 り組 み など 多
くの御意見をお願いします︒

こ れま でも 労働条 件の 変 更が 団
体交 渉な しで 一方的 に行 わ れて き
た︒
春 闘時 期で 賃上げ 交渉 も 重要 だ
が︑ ＪＥ ＳＳ 職場の 委託 先 の労 働
条件 変更 の際 には︑ 今後 も 団体 交
渉を取り組むことを要請する︒

団体交渉で取り組む
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２月も終わり︑３月に入ります ︒
天候 もゆ っく りと 冬か ら春へ 季節
が変わります︒
２月は ℃超 える日が ありまし
たが 急に 降雪 があ りび っくり しま
した ︒１ 月は 道路 が雪 でいっ ぱい
にな って 歩く のも まま ならな い時
もあ りま した が︑ 雪は 全て消 えま
した︒
新 潟市 内も 大雪 で市 内はパ ニッ
クに なり まし たが ︑何 か不思 議な
感じがします︒

コ ロナ 禍で 厳し い環 境です が春
闘の 取り 組み につ いて 具体的 に進
めていかなければなりません︒︒
感 染拡 大防 止を 考え て何も でき
ない ので はな く︑ この 状況の 中で
も何 がで きる のか 全体 で議論 して
いきたいと思います︒
こ れか ら︑ 新規 採用 者が現 場へ
配属されます︒組織拡大︑がんばっ
ていきましょう︒
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