2015年度データ本部執行部

に触れ︑﹁代議員の

では︑来年の第二四回参

議院議員選挙予定候補の

組織内﹃石橋みちひろ﹄

参議院議員が︑二期目の

挑戦に向けて力強い決意

を述べた︒また︑第一八

回統一地方選挙で再選を

果たした︑データ本部出

身の組織内﹃本目さよ﹄

台東区議会議員が︑二期
目への決意を述べた︒

最優秀賞
東海分会

最優秀賞
ＣＳ分会

次に︑中央本部・野田

と述べた︵要旨＝７面︶︒

認・決定いただきたい﹂

活動方針を満場一致︑承

推進②経営基盤の確立に

ｅ世代を意識した活動の

報告した後︑①ｆｒａｇ

会以降の﹁執行経過﹂を

第三八回データ本部委員

が︑今年二月に開催した

職者の会﹂会員拡大に向 〇一五年度予算︵案︶﹂を︑ ７面に掲載︶︒

り組み⑧福祉活動⑨﹁退 部 長 が﹁ 財 政 報 告 ﹂﹁ 二

議院議員選挙に向けた取

社会づくり⑦第二四回参 ︵案︶﹂を提案した︒

織づくり⑥暮らしやすい 織運営規定類の一部改正

その後︑各種表彰︵別

た︵質疑もようは︑次号

に︑新執行部が選出され

承認・決定されるととも

で︑すべての﹁議案﹂が

た▼今年の取

一年が始まっ

かれ︑データ

定期大会が開

にデータ本部

七月二八日

最優秀賞
ＣＳ分会

があいさつで︑①二〇一 委員長があいさつし︑第

けた取り組み⑩データ本 松崎主席監査員が﹁監査

掲︶に続き︑秋吉大会書

と︑活発な質疑・討論が

提案し︑全体で確認︒次

手世代︵ｆｒａｇｅ︶

ンジの一つとして︑若

続いて︑木下財政総務

五春季生活闘争②ＮＴＴ 一八回定期全国大会で決

向けた事業運営③生き生

部ならびに分会の財政運 報告﹂を報告・提案した︒

はじめに︑福地委員長

データグループの事業運 定した﹃二〇一五〜二〇

きと働き続けられる職場

進と労働時間適正化に向 置づけた﹁二〇一五年度

年度の取り組みへの決意

本部の新しい

営 ③ 労 働 時 間 適 正 化 ④ 一六年度中期運動方針﹄
⑥福祉活動⑦ｆｒａｇｅ を述べた︒

行なわれ︑代議員の投票

最後に︑福地委員長の

ループを立ち上げる︒

していくワーキンググ

り組みに積極的に参加

が組合のさまざまな取

けた取り組み⑤身近な組 活 動 方 針︵ 案 ︶﹂ と﹁ 組

交渉政策部

を新たにした︒

先唱により︑全員で﹁団

監査員

︵Ａ・Ｉ︶

一緒に創っていこう！

さん︒私たちの組合を

を読んでいる若手の皆

いと考えている▼これ

くデータ本部になりた

い︑それを形にしてい

て︑意見を出してもら

んに積極的に参加し

まったが︑若手の皆さ

旧若手世代となってし

4

▼残念なことに︑私は

めることが大きな特徴

若手層が半数以上を占

の年齢が三五歳以下の

データ本部は︑組合員

結ガンバロウ﹂を三唱

し︑閉会した︒

財政総務部長
真柴 倫太郎

続いて︑来賓あいさつ

よろしく

企画担当
青木 哲朗
企画担当
有馬 順理

お願いします

監査員
（主席）
松崎 伸一

監査員
本城 政幸

監査員
天野 圭一

財政総務部

特別執行委員

交渉政策担当
高松 法子
交渉政策担当
谷口 智彦
交渉政策担当
國友 絵里奈

財政総務担当
椙山 諭

台東区議会議員
本目 さよ

世代を意識した活動の推

等を重要課題と位

り組みの大きなチャレ

その後︑清澤事務局長

ＮＢＳ分会
金融第三分会

記 長 が︑﹁ 大 会 宣 言 ﹂ を

2014年度分会情宣コンクール

各種報告と提案のあ

優良賞
金融第三分会、マネジメント分
会、コア分会、テラノス分会、東
北分会、信越分会、北陸分会、中
国分会、九州分会

営

2014年度共済加入促進

づくり④働き方変革の推

おめでとうございます

﹁仲間づくり﹂⑤政治活動 の実践にあたっての決意

度の総括と二〇一五年度

活発な論議で二〇一四年

進

▲福地委員長と『石橋みちひろ』
参議院議員

ｆｒａｇｅ世代を意識した各種活動の推進へ

企画部

http://www.ntt-union-data.gr.jp/

http://www.
ntt-union-data.gr.jp

組織担当
田中 聡志
組織担当
岩崎 佐保

データ本部ホームページへアクセスを！

別掲：各種表彰

交渉政策部長
光岡 伸洋
交渉政策総括
北代 州平
交渉政策担当
米丸 武文

企画部長
秋吉 伶香
企画総括
青山 明史
企画担当
山崎 文也

組織部長
今井 步

優秀賞
努力賞

〒135-6021
江東区豊洲3-3-3
豊洲センタービル
21F
050-5546-8047
03-5546-8048

ＮＴＴ労働組合データ
本部第18回定期大会が、
７ 月28日 に 都 内 で 開 か
れ、構成員・傍聴者ら約
210人 が 参 加、
「2015年
度活動方針」
を決定した。
組織担当
楫 貴之

執行委員長
福地 英明
副執行委員長
内田 靖治
事務局長
清澤 祐司

組織総括
斎藤 哲司
組織担当
山口 晋治

データ本部第18回定期大会

２０１５年度
活動方針決定

組織部

２０１５年８月１日（土）
（8）
（第三種郵便物認可）

データ社に『申入書』提出

争

積極的な対応についての

経営計画﹄策定論議への
■労使信頼関係

解を求めた︒

プ事業運営﹂について見

分会労使は︑現場を軸

見解を求めた︒
■労働時間適正化・働き

する課題の抜本的な解決

労使間の論議内容などの

ろんのこと︑データ本部

とした労使関係の原点で

に向け︑働き方の変革の

確実な職場段階への理

方変革の取り組み

取り組みについて見解を

解・浸透に向けた会社見

あることから︑分会労使

求めた︒

解を求めた︒

﹁不適切な労働時間管

■﹃中期経営計画﹄の達

■グループ経営の取り組

間の信頼関係強化はもち

成に向けて

み強化

理﹂などの労働時間に関

算案件の抑止への取り組

り︑次期﹃中期経営計

くことが必要であると 成させる年度計画であ

るとともに︑次期﹃中期

を行なう必要性を強調す

データ本部労使間で対応

種諸条件の改善に向け︑

外拠点に赴任している

く︒このことから︑海

取り組みを加速してい

ビジネスの利益創出の

かせた﹁戦略的なグルー

ために︑ガバナンスを効

して成長・発展していく

データグループ総体と

④﹁仲間づくり﹂

討議を強化していく︒

会・組合員との組織内

向け︑労使間論議と分

続き労働時間適正化に

求め交渉を終了した︒

とができた︒感謝・お

多くの当選者を出すこ

員・推薦候補をはじめ

に対する責任ある回答を

ことを強調し︑申し入れ

データ本部は︑以上の

は増加しているものの

り組み︑若年層の加入

力 で 全 国 の 組 織 内 議 る共済加入の促進に取

は︑皆さんの支援・協

低い加入状況であるこ

利益確保に向けた不採
み︑海外勤務組合員の各

今春闘の総括をふま 画﹄の基盤となる︒営

組合員はもとより︑出

ＮＴＴ労組の最重要

政府・与党の強行採

年層組合員と四五歳以

たがって︑通年的に若

合員対策をはじめとす

えつつ︑二〇一六春闘 業利益の拡大は︑この

張で海外業務に従事す

課題である﹁仲間づく

決で衆議院を通過し︑

認識する︒

の要求の確立・方針策 二年間の不採算案件を

定にあたり︑上部組織 考えれば︑予断を許さ

る組合員も含め︑海外

り﹂に全分会で取り組

下組合員を特に意識し

とには変わりない︒し

の論議動向を見極め︑ ない状況であると認識

勤務制度などの労働条

参議院での審議が始ま

パワーを発揮し組織を次代に

礼申し上げる︒

論議・検討と並行し︑ するものであり︑経営

み︑成果を挙げていた

分会長会議などで具体 協議会などを通じ状況

件︑労働環境の改善に

二〇一五春闘は︑結

た共済活動を福祉事業

取り組んでいく︒

った﹃安全保障関連法

化していく︒その基本 把握を進めていく︒

だいた︒この取り組み

果として︑
正社員の
﹁月
は︑いかに組合員の要

体の協力をいただきな

望に応えた要求とする

案﹄や︑その先にみえる

例賃金﹂
︵ 加 給・ 成 果

か︑全組合員の労働条

を職場に示すこととな

は︑ＮＴＴ労組の存在

回参議院議員選挙で組

め︑来年七月の第二四

世代﹂の考え・感性を

にあたり﹁ｆｒａｇｅ

取り組みの企画・実行

ば な ら な い︒ そ の た 組織となるよう︑各種

次代につなぐ活動・

り︑組織防衛の観点か

織内﹃石橋みちひろ﹄

反映させていきたい︒

また︑ＮＴＴグルー ③労働時間適正化
﹄ で 海 本部は労働時間適正化

らも非常に重要な取り

参議院議員の再選を勝

活動を︑組織を次代に

また︑年俸制賃金制

効性あるものとなるよ る︒この目標の達成に

間管理﹂が複数の職場

議員選挙︑四月の第一

昨年一二月の衆議院

をめざして

度での賃金改善も︑年

で発生していることに

この二年間︑データ
を最重要課題と位置づ

組みであることを認識

ち取らなければならな

つなぐため︑今︑パワ

プは﹃新たなステージ
タ社が実施した﹁機構 外売上高・営業利益を

け取り組んできたもの

いただきたい︒

い︒この一年間︑政治

う労使対応していく︒ 向け︑海外のＮＴＴグ

憤りを感じている︒

本年七月一日にデー
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の賃金を改善できなか
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鹿野修議長
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杉浦詔子議長
（金融第二分会）

活動を強化していく︒

を多く抱えるデータ本

する︒

議長団の紹介
⑥福祉活動

部として︑主体的に組

八回統一地方選挙で

﹃中期経営計画﹄を達 の立ち上げなど︑海外

データ本部は︑引き
織内で検討を進めてい

関西分会の﹁お父さん﹂的な存在

物静かで︑どっしりしていて︑醸し出す雰囲気は︑昭

和時代の﹁お父さん﹂︒ハートは熱く︑困っている組合

員がいれば放っておけない優しさも併せ持つ︒

ス キ ー の 指 導 員 の 免 許 を 持 ち︑ そ の 腕 前 は〝 一 級

品〟︒分会スキーレクでも組合員を熱血指導する︒

八面六臂に活躍する
﹁スーパーウーマン﹂

さまざまな分野で活躍する﹁スーパーウーマン﹂︒

ファイナンシャルプランナー一級資格を保有し︑趣味

のタロット占いも当たると評判である︒

何よりすごいのは︑三人の男の子の母親であること︒

悩みがある人は︑お金から恋の悩みまで一度相談を︒

お疲れさまでした

今大会で、
次の役員が退任しました。本間滋明さん（交渉政策部長）
、
木下博文さん（財政総務部長）
、＜以下執行委員＞田代浩二さん、浅野
友則さん、板橋亮さん、町田健一さん、佐野歩さん、櫻井潤児さん、川
村玲那さん、萱森一夫さん。これまでの尽力に感謝します。

データ社（7.29）

の見直しなど︑安倍政

福地委員長
①２０１５春季生活闘

『中期経営計画』の達成など
責任ある回答を求める
福地委員長あいさつ（要旨）
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『申入書』を７月
29日 に デ ー タ 社 に
提出した。
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