国鉄新潟

御 協力 して いた だき 感謝 して い ま
す︒

議長に服部委員

でし たが 各委 員︑ 職協 代表 者 から
職場 の冬 季に 於け る問 題点 な ど多
く出されました︒

て検査することになる︒

引上げ線で火災

● ダイ 改か ら
か ら ２ ００ へ
変更になる︒
問題点 ① 酒田 港で の仕 業検 査に
ついて︑駅社員ができなくなった︒
ピッ トが 無い ところ で検 査 でき る
か要 求を 上げ たが会 社は ピ ット を
作る考え はな い︒ ② 酒田 港ま で自
動車 の移 動に ついて ︑安 全 を考 え
た車両を要求した︒
会 社も 考え ている と回 答 した ︒
③ ２００を新潟ターミナ ルの入
換で 運用 した とき引 上げ 線 で火 災
が発生した︒︵２回︶
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２０ ０が原因 と思われ る火災
だっ た︒ 調査 から制 輪子 の 粉が 原
因で はな いか ・・・ 制輪 子 を改 良
して いる ︒対 策とし て︑ 引 上げ 線
の草刈り・沿線を固める︒
● 貨 物協の 春闘 の取 り組 みと して
社長 ・支 社長 宛に要 請書 を ファ ク
スで送信した︒
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仕業検査区になる
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発
行
２０２１年
３月２２日
国鉄労働組合
新潟地方本部
発行責任者
清野 聡
編集責任者
教 宣 部

●コロナ禍の中、厳しい状況ですが出席していただきあ
りがとうございます。
テムズへ出向しているが、コロナ禍の中、会社から厳
しい指示が出されている。
これから春闘の取り組み、そして衆議院選挙の年だ、
選挙についても頑張っていかなければならない。

№１０３１

藤井 副委 員長 から 開会 あい さ つ
で スタ ート しま した ︒議 長の 選 出
に つい て新 津運 輸区 ・服 部委 員 が
選出されました︒
議事 日程 は２ 時間 とい う短 時 間
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第１ ２７ 回拡 大地 方委 員会 を ３
月６日 時 から新潟 地方本部 会議
室で開催しました︒
地本 執行 委員 会は コロ ナ禍 の 中
で 短時 間で の日 程︑ 来賓 につ い て
は 出席 要請 しな い︑ 委任 状制 度 に
つ いて も今 回特 例と して 扱い 開 催
しました︒
委員 ︑職 協代 表者 役員 の方 々 に

● 職場では ︑今 年度 で機 関車 の交
番 検査 Ｂ が 終了 ︐
のディーゼ
ル機 関車 ・３ 両が 仙台 へ転 配 にな
る︒

酒田まで行って検査
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その後は ２ ００の機 関車が運
用される︒職場に４両配置される︒
東新潟機関区は仕業検査区となる︒
検 修の 要員 は全 体で ９名 ︒ 酒田
港 で入 換 機 に
が運用されてい
たが︑ ２００に変更される︒
そ のた め︑ 仕業 検査 は︑ 東 新潟
機関区の仕業検査員が酒田港へ行っ
DD
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本日の委員会で、委員の皆さんから活発な意見をお願
いし地本の方針を補強していただきたい。よろしくお願
いします。

● 東日本では酒田地区在住の社員
がいない︒酒田出身者がいないため
長岡︑新潟から社員を送り込んでい
る︒
新津車両製作所は出向会社が合併
したが国労組合員がいないので職場
の状況︑実態がわからない︒

〇問題点〜乗務員休憩室の環境が悪
い︒休憩室の統合など・・出ている︒

上からの指示で
ＭＲのウイングは広げない
●１月７日から 日まで大雪になっ
た︒駅の除雪について︑今回はＭＲ
のウイングは広げない・フランジャー
は下げないで駅構内を除雪した︒
これは協力会社の担当者は上から
指示されたと話している︒
駅側が要請したことについて責任
を取ればウイングは扱うと話してい
る︒

少ない︒将来性についてどうなるの
か︒輸送業務は︑これからどうして
いくのか︑生死に関わる業務内容な
ので︑じっくり考えてほしい︒

〇第１２７回拡大地方委員会の記事
について次号に続きます︒
委員︑職協代表者からの意見が多
く出されました︒次回１０３２号に
全体の意見や書記長集約など編集す
る予定です︒

３月 日︑春分の日は暖かく新潟
市は青空が広がっていました︒暑さ
寒さも彼岸まで・・新潟市も暖かく
なりました︒
今年は大雪で新潟市内も除雪が間
に合わず大変な道路状況が続きまし
た︒
でも︑月日が経ってあれだけあっ
た雪がすっかり消えました︒不思議
ですね︒
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天候が良かったので３月 日に行っ
てきました︒秋山郷・栄村はまだ雪
が多く残っていましたが国道４０５
号線は雪がなく大丈夫でした︒
﹁とねんぼ﹂秋山支所に 時過ぎ
に到着︑役場の方と近況報告などい
ろいろ話すことができました︒
４月から栄村行はスタートします︒
国鉄新潟には４月から﹁ちょっといっ
ぷく﹂を連載します︒
写真は︑昨年５月︑栄村・和山集
落の桜です︒きれいでした︒今年も
楽しみです︒
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●職場で若手社員が辞めて民間会社
へ就職した︒ 東日本の将来に不安
を感じ辞めていく社員が多い︒
職場は要員が足りない状況だ︒駅
の輸送業務を引き継いでいく社員が

２０２１年の新執行体制が確立されました。国労
から、地本執行委員の佐藤昌典さんが常任幹事でし
たが昨年、退職を期に常任幹事を退任されました。
長年にわたり、地区労運動に積極的に取り組まれ
てきました。長い間、お疲れ様でした。

JR

コロナ禍の中でしたが自治労会館で開催、委任状
を含め３７名が出席しました。

JR

●大雪で避難困難者を出さないため
職場代表者に
会社は計画運休を実施︑天候が回復
公約を守らせる
しても運休が発生している︒早期に
●委員会へ委任状を出した委員から 運休を計画している︒雪に対して弱
の意見〜職場代表者選挙で当選した くなったように感じる︒
社員に公約を守らせる取り組みをし
ている︒
職場の問題点について社員全体の
意見として代表者へ要望を通告する︒
そして改善させていく︒
若い社員も代表者を働かせるよう
要望している︒職場改善について工
夫していくことを進めていく︒公約
は会社側へ働きかける内容だ︒

〇新潟地区労会議（新潟地区平和運動労働組合連絡
会議）は１２月２日（水）、第７４回定期大会を開
催しました。
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