国鉄新潟
東日本より
月 日に提案される
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制度改正等では︑企画部門
の職名の見直しや新幹線通勤
や特急通勤の制限緩和による
通勤手当の見直し等︑法改正
を見越したダイバーシティー
のさらなる推進や半休の取得
要件の見直し等︑この間︑国
労東日本本部が求めていた要
求が受け入れられ一部改善と
なる提案となっていますが︑
今後の現業機関の体制や現支
社の管轄をベースとしながら
もエリア内の異動が行われる
のかなど不明確な点が多くあ
る内容となっています︒

制度改正等について

今回の提案は︑組織の再編
では現業機関に企画部門の業
務が移管されて新たな運営体
制になることや︑現支社の管
轄をベースに﹁首都圏﹂﹁東
北﹂﹁新潟﹂にエリアを区分
けし︑東京支社は﹁首都圏本
部﹂︑仙台支社は﹁東北本部﹂
にするとしています︒
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１日目 朝出勤時︵駅業務︶
︵乗務業務︶
←
←
２日目 日中時間帯 企画業務
企画業務
資料作成・会議等
資料作成・会議
支社・グループ会社車両センターなど参加
←
４日目
自治体等社外関係者参加
５日目 夕方以降〜駅業務
乗務業務

●時間単位での柔軟な働き方

１日目︵駅業務・エリア内他駅・制服着用︶
２日目︵駅業務・拠点駅・制服着用＋企画業務・
統括センター・私服着用︶
３日目︵乗務業務・担当線区・制服着用︶
４日目︵訓練・会議等・統括センター・制服着用︶
５日目︵駅業務・拠点駅・制服着用＋生活サービ
ス・拠点駅︶

●日単位での柔軟な働き方

さまざまな業務を日単位や時間単位で柔軟に担
います︒
業務内容に応じた制服・私服の着用
系統や執務場所に縛られない広範な業務を経験

●現業機関の
働き方イメージについて

№１０５９
現業機関についてだけ記載しましたがあらゆる
系統の業務を担当します︒国鉄当時から鉄道業務
を携わってきましたが系統間を超えた業務内容に
なっています︒

国 民春闘は ︑﹁改憲 ・国づく
りと 暴走 政治 ﹂を 継承 した 岸 田政
権と あら たな 改憲 勢力 と︑ 私 たち
労働 者・ 国民 との 闘い が激 化 しま
す︒

岸 田首 相は これ まで の﹁ 憲 法改
正推 進本 部﹂ から ﹁実 現本 部 ﹂に
名称 を変 え︑ ﹁憲 法改 正を 夏 の参
院選 の争 点﹂ にす ると 明言 し たほ
か︑ 維新 は﹁ 参院 選と セッ ト で国
民投 票の 実施 ﹂を 主張 ︑ま た ︑国
民民 主ま でも が︑ これ まで 野 党が
一貫 して 反対 して きた 憲法 審 査会
に出 席す るな ど︑ 重大 局面 を 迎え
ています︒

憲法本部に名称変え
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憲法を守り活かす

一方︑どの世論調査でも労働者・
国民 の関 心は ︑感染 対策 や 経済 ︑
社会 保障 対策 が上位 であ り ︑多 く
の国民が改憲は望んでいません︒

憲 法に とど まらず 感染 対 策や 地
域経 済再 建︑ 公衆衛 生・ 社 会保 障
拡充 など ﹁労 働者・ 国民 の いの ち
と暮 らし のた めに憲 法を 守 り活 か
して いく ﹂と いう世 論を 思 い切 っ
て大 きく 広げ ていく こと が 重要 で
す︒

憲 法を めぐ る重大 局面 の もと ︑
全県 の職 場と 地域一 人ひ と りが 全
力を あげ ︑憲 法を守 り活 か す社 会
の実現をめざします︒
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帝京長岡高校の労働組合は︑第二
第三の吉田先生を出させないことか
ら︑吉田先生の解雇問題の闘いにつ
いて厳しい状況になっている︒
これから東京高裁での闘いになる
ので財政について考えていかなけれ
ばならない︒
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県労委・東京地裁の闘い
現在︑県労働委員会へ﹁解雇無効﹂
と職場復帰の申立てを昨年 月 日
に行い審理が続いています︒
中央委は学園側へ﹁不当労働行為
の認定と懲戒処分の取り消し﹂など
﹁命令﹂を学園側に下しましたが︑
学園は中労委の命令取り消しを狙い
東京地裁に提訴しました︒
12
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生活給 万円
月 日︑県春闘共闘の幹事会で
報告がありました︒ 月６日に私教
連︑支援団体との話し合いで吉田先
生の生活給についてどうするのか︒
最低︑ 万円が必要だと話してい
ました︒
12

２０１０年度ＪＡ
Ｌグループ安全報
告書では２０１０
年 月 日の 在籍
数が２９１４名で
２０１１年３月
日更生計画削減目
標が２９７４名で
す︒
整理解雇された
２０１０年３月
日時点に遡った配
置数は更生計画に
定めた人員削減目
標に達成しており
整理解雇の必要性
が全くなかったこ
とが明らかです︒
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ＪＡＬグループ安全報告書は国土
交通省にも提出されており︑国交省
も整理解雇の必要性がなかったこと
を承知していたことになります︒
国土交通省の責任追及も含めて︑
ＪＨＵ労組︑支援団体︑国労も共に
解雇争議の全体的な解決に向け全力
で取り組んでいく決意です︒

２０２２年︑新しい年を迎えまし
た︒正月はどう過ごされたでしょか？

コロナの感染が落ち着き始めてい
た矢先︑急に感染が拡大しました︒
新潟県も一日に２００名を超える感
染者を出しました︒
やはり︑年末年始の人の流れが大
きな原因でしょうか？
今年は﹁地本旗開き﹂を企画し地
本の活動・取り組みを盛り上げてい
こうと考えていましたが中止となり
残念です︒退職者激励会も延期が続
いています︒

１月︑２月︑中央委員会やエリア
委員会の開催︑そして地方委員会も
開催します︒春闘行動が３月に企画
されています︒何とか収束して欲し
いですね・・

今シーズンは大雪に・・新潟市内
は今のところ雪は少ないですが・・

早く春になって欲しいです︒そし
安全報告書の内容が事実であるこ てコロナも収束して元の生活に戻り
とを会社は認めました︒必要なかっ たいです︒難しいですか？
た解雇をした会社の責任は重大です︒
もう２年あまり︑外へ飲みに行っ
ていません︑行きたいですね︒
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御支援・御協力を
地労委︑東京地裁の闘いが並行し
て続いていますし︑これから東京高
裁での闘いが２月から始ります︒
国労も支援団体︑共闘組織ととも
に不当解雇撤回の闘いを積極的に取
り組んでいく決意です︒
帝京長岡高校の吉田先生の不当解
そして︑吉田先生の生活給を含め
雇について︑長岡地裁は２０２０年
財政支援も取り組んでいかなければ
９月﹁解雇は無効﹂として賃金の仮
なりません︒
払いを学園に命じました︒
組合員みなさんの御支援︑御協力
これに対して帝京学園は異議申し
をよろしくお願いします︒
立てを行い審議され２０２１年 月
日に異議申し立てが認められ︑先 代表者会議で方針決定
の決定が覆され賃金が払われない状
態となりました︒
２０２１年 月 日︑代表者会議
この決定の取り消しを求めて東京 で方針が決定︒支援する会では毎月
高裁へ地位保全の抗告を行いました︒ ５〜６万円のカンパを取り組むこと︒
学園側と早急に和解を進めたいが
学園は和解について考えていない︒
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