全員の出席を確認

議長団の選出

国鉄新潟
第１ ９２ 回拡 大中 央委 員会 が １
月 日︵土 ︶東京都 ・新橋交 通ビ
ルで開催しました︒

木村副委員長
開会あいさつ

の中 でも 労働 組合 とし て果 た す役
割は 重要 だ︒ 労働 条件 改善 の 闘い
を取 り組 み︑ ２０ ２２ 春闘 を 職場
から 要求 を上 げて 春闘 を作 っ てい
こう﹂とあいさつがありました︒

発言は 名

国 労運 動を 継承発 展さ せ てい く
ため 組織 を維 持して いく ︒ 組織 拡
大へ取り組みを強化する︒

統一要求は重要

〇年 末手 当が 減額さ れた ︒ 西日 本
は１ ・５ ヶ月 だった ︒ロ ー ンが 返
済できない実態が発生している︒
春 闘要 求で は時代 にあ っ た統 一
要求 を考 える ︒国労 の闘 い を進 め
ていく統一要求は重要だ︒
駅の無人化 出,札業務の委託化が
大き な問 題に なって いる ︒ ロー カ
ル線 廃止 反対 の取り 組み ︑ 住民 を
含め た公 共交 通を守 る取 り 組み を
進めている︒
列車の減便︑ 本の提案 ︑ダイ
改で 大幅 な減 便が提 案さ れ る︒ 公
共交 通を 守る 闘いを 強化 す る︒ 全
国統 一闘 争の 取り組 みを 展 開し て
いく︒

44

委 員か らの 発言 は︑ 組織 拡 大︑
職場 ・地 域の 闘い の報 告が あ りま
した︒
特 に各 地方 本部 の委 員か ら コロ
ナ禍 の中 での 厳し い状 況の な か国
労運 動を 取り 組ん でき こと が 報告
されました︒

６０００円は妥当だ

〇２０２２春 闘の討論 集会が 月
に開 催し た︒ 安心 して 働き 続 けら
れな い実 態が 報告 され た︒ コ ロナ
禍で 厳し い状 況が 続い てい る ︒春
闘要 求額 ６０ ００ 円は 妥当 だ ︒安
心し て生 活で きる 最賃 の設 定 を要
求し てい く︒ 春闘 での スト ラ イキ
は支 持し ない ︑慎 重に 判断 し て欲
しい︒
列 車の 減便 が提 案︑ ロー カ ル線
の存 続の 問題 ︑要 員の 削減 な ど多
く問題が出ている︒

12

資格審 査委員会か ら︑９時 分
現 在 ︑ 委員 名 中 ︑ 出 席 が 名 ︑
リモート の出席が 名 を確認︑ 拡
大 中央 委員 会が 成立 した こと を 宣
言しました︒
12
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〇地本会議室

13

№１０６１

議長に は東 京地 本の 熊田 委 員︑
副 議長に 北陸 地本 の太 田委 員 が選
出されました︒
熊田議 長は ﹁最 重要 課題 で ある
組 織拡大 をす べて の闘 いに 集 約し
て いく︒ そし て職 場に 運動 が 無け
れ ば拡大 に結 び付 かな い︒ す べて
の 職場で 取り 組み を展 開し た が︑
コ ロナ禍 の中 ︑厳 しい 状況 と なっ
ている︒
自分た ちは 何が でき るの か 議論
し 行動を 進め てい く︒ 国労 は 地域
12

〇２月２６日（土）
１３時〜
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はじ めに ︑木 村副 委員 長の 開 会
あ いさ つ﹁ コロ ナ感 染拡 大の 中 ︑
ま ん延 防止 など 発令 中で の開 催 と
な った ︒感 染拡 大し てい るが 国 労
の 要求 獲得 を目 指し ︑闘 争方 針 を
確 立す る中 央委 員会 にし たい ︒ 委
員 の御 協力 をお 願い した い﹂ と あ
りました︒
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〇コロナ禍で厳しい状況が続いてい
る︒年末手当は低額回答だった︒組
織拡大〜九州としての取り組みは後
半はコロナ禍で厳しい状況だった︒
２０１８年以降︑拡大が無い︒１
名の拡大について議論し取り組んで
いく︒若年者の退職が増えている︒
ローカル線は自然災害など発生し
鉄道の存続が厳しくなっている

せめて１万円の
ベースアップを要求
職場の労働者の要求を聞いて︑そ
の要求を求め︑改善していく︒職場
活動の活性化から拡大を取り組んで
いくこと︒
機関活動︑要求の集約︑労働条件
改善など悩み・本音を要求にしてい
く︒
国労運動を継承していくこと︑春
闘はストで闘う︒春闘は大幅賃上げ
と最賃の改善︑職場・地域で要求を
出して取り組む︒
賃金実態アンケート調査では要求
額は３万円︑せめて１万円のベース
アップを要求する︒

８割が未加入者
〇組織拡大の取り組みで７名の拡大
があった︒若い組合員が他労組へ声
をかけ拡大へつなげた︒
東日本の社員は８割が未加入者だ︒
職場代表者選挙で組合員数以上の得
票があった︒労働組合の必要性を訴
えていく︒
組織人員も減少している︒コロナ
禍で会議が中止になっている︒青年
労働者の学習会を開催した︒

リモート化を進めていく
〇中央委員会の開催方法について︑
コロナが拡大し組合員のあり方につ
いても考えていく︒東日本本部の委
員会はリモートで開催している︒オ
ンライン会議は時代の流れだ︒感染
防止のためリモート化を進めていく
こと︒
組織拡大〜現職が減少している︒
東日本は組合加入者は２割を切っ

委員から積極的な意見が出されま
した︒次号は︑松川委員長のあいさ
つなど特集していきたいと思います︒

詳しい内容については︑後ほど国
鉄新聞で特集すると思いますのでよ
ろしくお願いします︒

１月はあっという間にに過ぎていっ
たように感じます︒新潟県も﹁まん
延防止﹂が発令されました︒１月
日から２月 日までです︒
なかなか感染者数が減りません︒
今日２月２日︑７００名に達しまし
た︒しばらく続きそうです︒春はも
うすぐなのに・・・

編集後記

た︒厳しい状況の中︑社員はあきら
めがある︒会社組織のあり方・ 東
日本は組織改編の提案をした︒

賃金大幅な減収

〇コロナの感染拡大で大幅に収入が
減少した︒賃金は年間１００万円の
減収となった︒
ベアは０︑年末手当はカットされ
た︒賃金実態アンケート調査では３
万円の要求額となった︒内部留保を
崩せば十分に要求額に達する︒会社
は社員に還元しない︒統一要求とし
て闘うが定昇の完全実施とベースアッ
プを求めて闘い要求していく︒

２月の地本が企画する会議が中止
になりました︒ 日の拡大地方委員
会の開催も厳しいです︒
これから春闘の行動もありますし
早く収束して欲しいですね︒

13

中央委員会の特集になりましたが
地本はリモートでの出席︑委員の発
言が聞き取り難く大変でした︒
詳しい内容は﹁国鉄新聞﹂を参照
してください︒

26
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JR

労使間の交渉について力関係はど
うか︑他労組や未加入者を巻き込ん
だ闘いを取り組むことが重要だ︒
街頭への宣伝行動︑ストを含めた
闘い︑ への抗議行動も取り組み運
動を進めていく︒
代表者選挙〜ユニオンと共闘した
が落選した︒職場ではユニオンを選
出した︒コロナ対策など労働組合だ
から出来る取り組みを訴えていく︒
総選挙は市民と野党共闘で闘って
いる︒憲法活かす取り組みを︒
JR

JR

〇ネットで「只見線応援団」というのがあ
りました。
只見線応援団とは「東日本大震災」と２
０１１年７月の「新潟・福島豪雨」によっ
て甚大な被害を受けた「只見線」を後押し
するため「只見線応援団」を設立し、一緒
に応援してくれる会員を募集しているとい
うことです。
興味がある方は、ネットを参照してみて
ください。

経営状況は厳しい
〇１９８７年以降︑ が発足したが
厳しい実態が続いている︒安全問題
や構造矛盾︑三島・貨物の経営状況
は厳しくなっている︒
ローカル線の廃止〜鉄道事業法の
改悪で西日本は赤字ローカル線は廃
止へ︒鉄道事業法の廃止を求める︒
沿線自治体で要請行動を展開してい
る︒
３月のダイ改でワンマン運転化に
なる︒西日本は要員も削減する︒駅
ホーム︑踏切など要員の削減で安全
安心な鉄道輸送は出来なくなる︒
組織拡大〜国労の役割・世話役活
動など分会が活動できる取り組みを
進めていく︒国労が職場の中心となっ
ていくことが求められている︒
JR
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