○ 新潟運輸 区は ︑組 合員 は社 友会
に加入できない︒

■ 代表選挙 に当 選し 代表 者に なっ
た社員が転勤となった︒

▼ 上 越妙高 駅で は︑ 社友 会が 新採
者の 歓迎 会を やった ︒社 友 会の 名
前は現場によって違う︒

○ 車 両所は 未加 入が 多い ︒社 友会
は無 い︒ 委託 会社は 強制 的 に組 合
加入させる︒

■ 委 託会社 はＪ トレ ック とＪ ＲＴ
Ｍの ２社 ︒Ｊ ＲＴＭ は会 社 の名 称
が変わり組合は無い︒
委 託会 社２ 社は︑ 協力 会 社へ 業
務を 丸投 げし ている が技 術 指導 は
していない︒
現 在︑ 東急 の車両 ︑１ ２ ９系 な
ど製 作し てい る︒毎 年︑ プ ロパ ー
を 名採用している︒

︵裏面につづく︶
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○地本定期大会の日程が決まりま
した。代議員をはじめ多くの組合
員の出席をお願いします。

● 貨物会社は関東支社 で 名の採
用︑ 新潟 支店 には ６名 が配 属 され
る︒ 東新 潟機 関区 は配 属さ れ ませ
ん︒
関 東の 職場 では 組合 説明 会 が開
催されている︒
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№９８１
22

●９月２１日（土）１０時〜
●地本会議室

55

□ 新津運輸 区は １名 配属 され た︒
今週 ︑職 場で は新 しい 掲示 板 が設
置され た︒新組 合の掲 示板 だ︒
名から 名の組織だ︒
全体では 名 くらいで 新津運輸
区が 一番 大き い︒ 動き はわ か らな
い︒
60

▼ 新潟保技 セに つい ては 組合 員で
も社 友会 に加 入が 可能 だ︒ 社 友会
に加 入す るか どう か全 体で 議 論し
ている︒

16
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地本 ・分 会代 表者 会議 と組 織 拡 加藤委員長あいさつ
大対策委 員会が６ 月８日 時 より
地本会議室で開催されました︒
加藤 委員 長は ﹁組 織強 化・ 拡 大
の 問題 につ いて 集中 して 議論 し 全
当初 は︑ 分代 と組 対を 分け て 開 体で強化 していく︒ ６月 日の エ
催 する 予定 でし たが 関連 した 問 題 ル ダー 会議 の出 席に つい ても お 願 福冨書記長から説明
が 多く ある ため 一緒 に開 催し ま し いしたい ︒７月 日︑ 地本組織 拡
た︒
大 経験 交流 集会 に長 野地 本・ 西 村
福冨書 記長 から 組織 拡大 対 策員
さ ん︵ 女性 ︶が 講師 とし て出 席 す 会 の資料 につ いて 説明 があ り まし
藤井 副委 員長 の司 会で スタ ー ト る ︒交 流会 を盛 り上 げて いく ︒ 最 た︒
し 加藤 委員 長の あい さつ ・そ し て 大 動員 で取 組み たい ので お願 い し
その後 ︑出 席者 から 意見 や 報告
福冨書記長から説明がありました ︒ たい︒﹂とあいさつがありました ︒ な ど多く 出さ れ︑ 相互 交流 も 含め
た意見交換もありました︒
13
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6月22日
○新津駅は喫煙について調査に来て
いるが現状は変わっていない︒倉庫
に１ヶ所︒乗り継ぎ乗務員室に喫煙
所がありビニールカーテン内だ︒

▼上越妙高駅は喫煙場所は休憩室の
奥に１ヶ所ある︒ＮＴＳ関係で１ヶ
所ある︒

□庁舎や現場では縮小されている︒

●喫煙所について

分代＆組対は 時から開会し出席
者ひとりひとりから発言があり現場
の厳しい実態や出向先の労働条件な
ど実態が報告されました︒
出向先の労働環境は劣悪で厳しい
状況です︒ の各現場についても全
面委託化が進み要員が足りない状況
です︒
委託会社の労働条件も含めて安心
して仕事が出来る環境を作っていか
なければなりません︒
６月 日に地本主催のエルダー会
議が開催されます︒多くの出席をお
願いします︒

厳しい労働環境だ

３年間雇用契約はできるのか︒

■新幹線〜４階にビニールの囲いで
１ヶ所ある︒現場は各詰所にある︒
︵ビニール囲い︶交検線は社員だけ
が喫煙できる場所がある︒
○長岡〜庁舎に１ヶ所ある︒車庫に
１ヶ所︒その他︑喫煙所を１ヶ所つ
くる︒

65

● 歳で退職したが︑ＮＴＳで３年
間続けるため︑ を辞めたにもかか
わらず に戻し︑ からＮＴＳへ出
向している︒エルダー出向は 歳か
ら 歳まで雇用契約するが 歳から
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えちごトキ
通学定期
めき鉄道は来
据え置きを要請
年４月に運賃
を３割程度値
トキてつの運賃値上げについて会
上 げ す る こ と 社は５年間据え置くと言って︑開業
を決めました︒ しました︒来年５年目になります︒
普通運賃︵回数券含む︶・通勤定
期・通学定期を全体で ％相当︑値
上げする内容になっています︒

２０１５年
に開業して以
降︑運賃を
時代の水準に
据え置いてい
たが 年度の営業収益が２年連続減
になったほか︑鉄道施設の維持補修
費用が想定を上回るなど︑厳しい経
営状況が続いていることから値上げ
に踏み切りました︒

●エルダー会議
６月２２日（土）１０時２０分〜
地本会議室
●地本組織拡大交流集会
７月１３日（土）１３時〜
地本会議室
●全国大会
７月３０日〜３１日
●国労東日本大会
８月２３日〜２４日
●新潟地本定期大会
９月２１日（土）
地本会議室

▼新津運輸区は乗務員室に１ヶ所︒
他区乗務員室にある︒検修は現場に
無いが１ヶ所ある︒

2019年

▼エルダー社員に対し多能工化にし
何でもさせる計画だ＝ＮＴＳ︒ＮＴ
Ｓは 歳から退職年齢を 歳に延び
ている︒
会社が３年間延長を認めれば再度
エルダー出向は可能なのか︒
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７月から各機関の定期大会が開催
されます︒定期大会までに新しい仲
間を迎えたいと思っています︒
分代＆組対会議で多くの意見が出
されました︒全組合員が出来るとこ
ろから取組みを進めていきましょう︒

６月に入り新潟県も梅雨入りしま
した︒５月は夏空を思わせるような
天候が続きましたが︑６月に入り気
温が下がる日もあり体調を崩しそう
になります︒

地元利用者や自治体は︑値上げは
やむを得ないという雰囲気になって
います︒
通学定期については運賃を据え置
きを要請しています︒地元高校では
貸切バスの運行も検討されています︒
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