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〜６名が参加している︒
労働相談・ビル管理会社の従業
員が仕事の実態があまり良くない
と会社は一方的に解雇した︒会社
側の弁護士は慰謝料 万円提示し
たが︑それを不服とし 万円要求
している︒
︵上越地区労連︶
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クルコと
コープ新潟が合併
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国鉄新潟
県春闘共闘幹事会が６月５日万
代市民会館で︑９時 分より開催
各労働組合からの報告がありまし
た︒

魚沼運輸の闘い完全勝利
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№１０４１

〇５月１日メーデーは街宣車によ
る宣伝行動を午前と午後に実施し
た︒妙高市まで走った︒宣伝カー
の流しだけでなくスタンディング
ができた︒
毎月スタンディングを実施し５

〇魚沼運輸の闘いは完全勝利した︒
和解の条件は公にしないこと︒
〇５月 〜 日︑生協の配達がで
反
原
発
の
署
名
ス
タ
ー
ト
組織は残らなかったが︑今後こ
きなくなった︒システムの大幅な
のようなことが無いよう申し入れ 〇幹事会を開催し帝京長岡・吉田 障害だった︒食品の注文ができな
た︒
先生を支援していくこと︒ニュー くなった︒
５月 日に執行委員会を開催し スを発行する︒
クルコとコープ新潟が２０２２
ならびに︑女性部の集会を開催し
反原発の署名をスタートした︒ 年３月に合併する︒労働組合の合
た︒
４００世帯へ署名用紙を配布した︒ 併︑生協労連の加盟も進んでいる︒
各会社では春闘の申し入れ︑団 コロナ禍なので接触を避けている︒ 新しい物流センターを建設し６
交でベースアップの回答が１８０
世帯を回収し︑その後︑増えて 月 日からスタートする︒施設の
０円定昇無し︒夏季手当が５万円
世帯︑ 筆の署名を集約した︒ 改善や改良がされた︒
の支給の回答があった︒
６月も反原発の署名を実施︑地
ワクチンの補助を労組として要
また︑一時金 万円で妥結した 域のローラー作戦を取り組む︒
求した︒副作用の発生については
ところがあった︒
︵中越地区労連︶
本人の責任と会社が回答した︒
ともえ運送では︑社長からセク
ワクチン接種は強制ではないこ
ハラがあって︑事務員２名が建交 宣伝行動を実施
と︒業務扱いとする︒
労に加入した︒ひどくなったら労
︵コープネットＧ︶
働相談をしたいと話している︒
︵建交労︶
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今 回は 津南 町で ﹁ア スパ ラ フェ
アー ﹂が ５月 後半 から スタ ー トす
るので行ってきました︒
津 南の アス パラ は有 名で す ね︒
しか し食 べた こと があ りま せ んで
した︒

日 程は 日帰 りで した ︒こ の 前お
世話 にな った ︑蔵 カフ ェで ﹁ アス
パラ フェ アー ﹂が スタ ート し てい
るので︑昼飯を食べに行きました︒
ア スパ ラを 素材 に御 飯も の でし
た︒ ピラ フで はな くド リア で はな
く・・アスパラを中心に野菜がいっ
ぱい あっ てそ の下 に御 飯が あ りま
した︒美味しかったです

写 真に 撮る のを 忘れ て食 べ 始め
てか ら︑ 後で 気が 付い て失 敗 した
と・ ・・ 残念 です がこ こに 紹 介で
きませんでした︒
津 南で は︑ 紫色 をし たア ス パラ
が売 って いま した ︒店 の人 に 聞く
と甘 みが 強い と話 して いま し たの

で買いました

４ 月に 蔵カ フェに 伺っ た 時︑ 店
のス タッ フの 方とい ろい ろ 話し が
でき て︑ その 時の感 動や 思 いを 曲
にしました︒

今 回︑ 新し い曲が でき た こと を
伝えたくて行きました︒曲名は
﹁出逢い﹂です︒
ス タッ フの 方に歌 って も 良い で
すか と︑ お願 いし︑ お客 さ んが い
なく なっ た時 間帯に 聴い て いた だ
きました︒
良 かっ たで す︒こ の曲 は ︑蔵 カ
フェ で︑ いろ いろな 方と 出 逢い 曲
がで きま した ︒スタ ッフ の 方に ど
うし ても 聴い ていた だき た かっ た
のです︒
と って も感 激しま した ︒ スタ ッ
フの皆さんに感謝です︒

そして︑津南の温泉ですが︑入っ
てき まし た︒ 津南町 ﹁し な の荘 ﹂
です︒良かったですよ︒
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改正高齢者雇用安定法が令和３年
４月１日から施行され︑これまで年
金支給開始年齢の段階的引き上げに
伴う暫定的な制度及び措置から︑
歳までの雇用確保義務に加え 歳か
ら 歳までの就業機会を確保するた
め︑高齢者就業確保措置として 歳
までの就業機会の確保の措置を講ず
る努力義務が新設されました︒
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〇７月１５日（木）〜１６日（金）
〇会場 交通ビルＢ１Ｆ会議室
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65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から
70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者
就業確保措置として、以下のいずれかの措置を
講ずる努力義務を新設（令和３年４月１日施行）

〇９月１１日

①７０歳までの定年引上げ
②定年制廃止
③７０歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤
務延長制度）の導入（特殊関係事業主に加えて、
他の事業主によるものを含む）
④７０歳まで継続的に業務委託契約を締結する
制度の導入
⑤７０歳まで継続的に以下の事業に従事する制
度の導入
ａ事業主が自ら実施する社会貢献事業
ｂ事業主が委託、出資（資金提供）等する団
体が行う社会貢献事業
※対象事業主・当該労働者を６０歳まで雇用し
ていた事業主
今年も半年が過ぎようとしていま
す︒コロナ禍で時間が過ぎるのが早
く感じます︒
天候は︑もうすぐ梅雨になろうと
していますが︑このところ暑く成っ
たり涼しくなったりで︑ ℃を超え
た日︑もう梅雨が明けたのか・・と
勘違いするような天気でした︒

緊急事態宣言は 日までなのか延
長なのか︑オリンピックの日程が迫っ
てきていますから緊急事態宣言は解
除になるでしょう︑きっと︒
オリンピックを中止した場合は１
兆８千億円の損失とマスコミ報道さ
20

〇帝京長岡高校・吉田先生の不当解雇で闘っています。
多くの方々から御支援・御協力をお願いします。
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れています︒

来月から全国大会の開催︑９月は
東日本本部の大会が開催されます︒
コロナ禍の中︑出席できない代議
員については﹁リモート﹂での出席
も可能になります︒
全国大会は︑東京・交通ビルが会
場になります︒感染拡大防止など万
全な体制で大会を開催しますが︑東
京は心配なので︑新潟地本はリモー
トでの出席を検討しています︒

〇支援夏季物販を今年も販売します。「小豆島の手延
べ素麵」です。注文は地本までお願いします。
「島の光」 1㎏ １５００円
〇帝京長岡高校へのＦＡＸ行動を６月４日から１１日
まで集中的に要請行動を実施しています。

