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問題 点を 出し 合って ︑意 見反 映さ せ

の定 期大 会が 開催さ れま す︒ 職場 の

９ 月３ 日に ＪＰ労 組東 京銀 座支 部

ている﹂

施設で働いてい るが精 神がすり 減っ

非正規だ﹂﹁ あれはテロだ﹂﹁ 友達も

００万にすれば殺さない﹂
﹁ほとんど

◎正社員登用について
﹁班の仕事が何でもできるのに非正規
のままだ﹂
﹁同じ仕事をやっているの
ら正社員にしてほしい﹂

だから︑班の人 たちが 認めてく れた

儲けだ﹂﹁交通規制で配達できなくな
◎超勤について

﹁ ６時間勤 務の時ぐら い︑ 定時 で帰 ら
してくれ﹂
﹁ 三号便対 応で毎日︑ 超勤 が確 定し て
いる﹂
◎ロッカー点検について
﹁選挙のたびに点検するのはおかしい︒
犯罪者あつかいだ﹂
﹁ 土曜日も 管理者が総 出で 出勤 して い
た︒あれは異常だ﹂
﹁ カバンの 中まで見せ ろと 言わ れた ︒
カバンは貸与されていないので︑プラ
イバシーの侵害だ﹂
﹁ 組合は︑ ロッカー点 検に つい てど う
いう見解なんだ︒俺が役員やっていた
ときは︑本人の同意
が原則で︑強制は認
めなかったし︑役員
は見せない方針だっ
た﹂

﹁福祉施設の給料は安すぎる︒年収８

る が︑ チル ドボッ クス に入 らな いゆ

る︒人を増やしてくれ﹂

を 確認す ると とも に︑ 組合 員みん な

会 です︒ あら ため て労 働組 合の意 義

︻裏面に続きます︼

◎祝日出勤について
う パッ クが 毎日来 るの に︑ 対策 をこ

﹁人が足りないので︑前超でやってい

﹁管理者が代休にしてくれと︑しつこ

ま りま す︒ 支部大 会ま でま だ日 にち

話を 聞く と︑い ろい ろな 意見 が集

と が一番 頭に あり ます ︒た くさん の

ど を負い まし た︒ 私は 今︑ 福島の こ

㌔ のとこ ろで 被爆 し︑ 熱線 で大や け

と言われた﹂

き いビ ニー ルでく るん で持 って 行け

の力で職場を良くしていこう！

い﹂
﹁代休にすると︑指定表をつくるのが
大変だ﹂

﹁出勤した人が代休か祝日給かを選べ

が あり ます ので︑ 職場 でみ んな の意

人 が内部 被曝 して いま す︒ 一番心 配

るは ずで ︑強制 的な 言動 は許 され な
﹁管理者に言われると︑ほんとはイヤ

見 と知 恵を あつめ て反 映さ せて いき

い﹂
だけ ど︑ しょう がな く代 休に して い
ましょう︒

◎安全衛生面について

﹁使えるシャワーが少なくて︑順番待
ちで裸で並んでいた﹂

﹁福利厚生ぐらいしっかりしてもらい

が︑疑いも含めて１７３人も見つかっ
て います ︒政 府や 福島 県は 原発事 故

私は︑ 被爆 当時 の母 のこ とを思 い

の 影響で はな いと 言い ます が︑私 た

さ せま した ︒これ まで 厚労 省や その

出 します ︒愛 する わが 子が ひどい や

安倍 首相 は︑改 造内 閣の 目玉 とし

﹁トイレが汚い︒毎日掃除していない︒

諮問 機関 である 労働 政策 審議 会︵ 公

け どをし て横 たわ る姿 を見 てどん な

ち はそう いう 発言 には 断固 反対し な

便器の黄ばみは年季が入っている﹂

益 ︑労 働︑ 経営の ３者 同数 委員 で構

に 悲しか った か︒ 福島 のお 母さん た

て﹁ 働き方改革担当相﹂を新設し︑

◎備品について

成︶で議論してきたやり方を無視し︑

ち も︑わ が子 が甲 状腺 がん になっ た

くてはなりません︒

﹁集荷が多くて︑パレットケース︑赤

財界の意のままに労働法制を改悪し︑

悲しみ︑不安の中で生きています︒﹂

加藤 勝信 ・ 一億総 活躍 担当 相に 兼務

ブタ ︑フ ァイバ ーを 集め るの が大 変

労 働組 合を 否定し てい こう とい うの

美玲子さんの発言からの抜粋︶

︵８・６ヒロシマ大行動での吉原

だ︒ 取り 合いに なら ない 対策 をし て

そう した 情勢で のも とで の支 部大

です︒

たい﹂

さ れてい た子 ども たち の甲 状腺が ん

る﹂

﹁私は８歳の時︑爆心地から１・５

う じて くれ ない︒ 以前 管理 者に ︑大

◎相模原事件について

るんではないか﹂

﹁ 東 京 オ リン ピ ッ ク 反 対 ﹂﹁ 一 部 の 金

◎オリンピックについて

ていきましょう︒

現場の声を支部大会に反映させよう！
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ほしい﹂

﹁チルドの保冷について︑毎年言われ

最高裁決定に基づき 1047 名の解雇撤回・採用の新国鉄署名を取り組もう！
労働者が社会の主人公、団結して闘おう！ ご意見・感想をお寄せ下さい！
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