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● 酒田地 区で 民間 の清 掃会 社へ エ
ル ダー 出向 して いる ︒出 向先 の 労
働 環境 は厳 しい です ︒新 しく 入 っ
ても辞めていく状況です︒
清掃 会社 へエ ルダ ー出 向し た 社
員 は︑ 土日 出勤 で寮 代用 ・単 身 赴
任で仕事をしています︒
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ワクチン接種が始まっていますが重症化しないよ
う、しばらくはマスクが必要だと思います。スーパー
など店に入るとき消毒、帰るとき消毒が徹底されて
います。
店に入るときは自分を守るため、帰るときの消毒
は家族を守るためです。
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● エルダー 出向 先に つい て会 社か
らＮ ＴＳ 長岡 駅が 提示 され た ︒え
ちご トキ めき に出 向し てい た が出
向が 解除 にな り長 岡に 転勤 に して

４年９ヵ月になる︒
さらに長岡に 出向にな ると 年
にな る︒ 会社 へ柏崎 ︑直 江 津に 空
きが 無い かと 聞いた が無 い と言 わ
れた ︒長 岡の 寮と言 われ た が指 定
されたのは寮代用だ︒
会 社は 長岡 のＮＴ Ｓに 何 とか 頼
んで 入れ ても らった と言 っ た︒ 長
岡は 本体 エル ダーは 採用 し てい な
い︒

● 直 江津の 寮の 廃止 ︒寮 代用 に不
満が ある ︒現 場社員 は組 合 に加 入

●新津へエルダー出向︵限定免許︶
の提 示が あっ たが考 え中 だ ︒希 望
は長岡の検修だ︒

寮の設備が悪い

● 働 き方改 革に つい て︑ 長岡 運輸
区・ 現場 は聞 く耳を 持た な い︒ 雪
害に つい て現 場は災 害と 言 った が
支社 は現 場長 の判断 だと 言 って い
るし 現場 も同 様に支 社の 判 断だ と
言っている︒
寮 の空 きが あるが ︑な ぜ 寮代 用
なのか︒︵長岡︶
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大きな事故が発生
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● 月 に 歳 にな る︒ 月 か ら希
望し てい ない 第一 建設 へ出 向 とな
る︒ 現場 は今 まで より 要員 が 減っ
ている︒職場 では 人を 切って安
全衛生委員会が無くなった︒
６月 日︑大 きな事故 が発生し
た︒ トン ネル 内の 照明 の検 査 ︑列
車と 作業 カー がト ンネ ル内 で ぶつ
かっ た︒ 作業 者は 逃げ て無 事 だっ
た︒ 現場 では いろ んな こと が 発生
して いる ︒原 因は 線閉 と違 う とこ
ろで作業をしていた︒
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長岡へ出向が 年になる
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国鉄新潟

２０２１年度・ 歳及びエルダー
シ ニア組合 員対象者 会議 が６ 月
日 時より 地本会議 室で開催 しま
した︒
50
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衆議院選挙について・７月に東京オリンピック・
パラリンピックが開催されます。その後、衆議院の
解散、総選挙となります。組合員の皆さんには野党
統一候補への投票をお願いします。
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現在︑ 対象者組 合員は 名 を超
えていま す︒会議 には 名の 組合
員が出席しました︒
羽豆 業務 部長 の司 会あ いさ つ で
ス ター トし 地本 から 清野 委員 長 の
あ いさ つ︑ その 後︑ 出席 者か ら 出
向 先・ 職場 の現 状報 告や 問題 点 が
出されました︒
24

№１０４４

今日は多くの組合員から
出席していただきました。
出席者から多くの意見をお
願いしたい。
ＪＲ東日本は5700億円の
赤字になりました。その関
係から会社はいろいろな施
策を提案してきました。本
社社員の一時帰休、働き方
改革、グループ会社への副
業など提案されました。
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していないので何も言えない︒会社
のシャワーを使用し身体を洗ってか
ら帰宅している︒

欠員の補充が無い

限定免許だけでなくいろんな業務
をやらせ︑トラブルが多く発生して
いる︒

危険な作業
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●職場は職名の統一など進められて
いる︒要求し態勢を整えていくこと︒
エリアごとに統合︑多様化の運用が
始まるのではないか︒働き甲斐や安
全など保てるのか︒

執行部から

●苦情処理の活用〜本人希望を主張
していくこと︒会社の合理化のスピー
ドが早くなっている︒

出席者から職場の状況やエルダー
出向について実態など発言がありま
した︒様々な労働実態の改善や本人
希望の実現など課題があります︒組
合員みなさんとひとつひとつ要求前
進に向けて頑張りましょう︒

仕業検査が今後︑給油︑給水︑汚
合理化施策が多く出されている︒
物処理の作業をすると噂がある︒
希望について地本に上げてほしい︒
ＮＴＳへ団交を申し入れた︒検修外
●ＮＳＴはプロパーを採用している︒ 注化で他労組と申し入れを行った・
エルダー出向が減るのではないか︒ 要求について過去に申し入れ交渉し
ＮＳＴはプロパー化していく︒
た︒

●清掃の要員が減った︒余った人は
特掃へ配置した︒人を減らしたので
会社の指示は汚れたところだけ清掃
するように言われている︒

●希望通りになった︒掃除の仕事だ︒
駅の掃除で業務が増えている︒人間
関係が難しい︒

●会社は社員のことを考えていない︒
私たちの声を届けられるのか︑どう
か︒やれることはみんなやって欲し
い︒要求の前進のため︑もっと声を
上げていく︒

社員のことは考えていない

●会社は︑出向先の提示は一社のみ しても︑ほとんど夜勤になっている︒
だ︒希望しても関連会社への出向だ︒ 県立植物園へ会社はあたったが無理
だった︒就労は４月から 月で冬季
は雇えないため︒
●ＮＴＳ〜委託費を削っている︒休
養管理室について乗務員が自分でシー
ツをしいている︒コロナの影響で各
自でやっているが︑委託費はどのく
らい削ったのか？

声を届けていく
●希望が通っていない︒日勤を希望

●国労東日本本部定期大会
９月１１日（土）

●新津ＮＴＳの清掃について・仕事
の内容が前よりつらくなってきてい
る︒忙しくなった︒ＮＴＳは要員を
減らすことしか考えていない︒
限定免許について︑プロパーの中

で養成をしていく考えだ︒養成期間
など含め会社は急いで進めている︒

●第９０回国労全国大会
７月１５日（木）〜１６日（金）

●本体エルダーではないグループ会
社出向者は の職場の情報が少ない︒ ●本線での車両連結作業で本線へ降
りて作業をしている︒現場は危険な
●職場からエルダー出向し転勤とな 状態になっている︒ＮＴＳ本社の考
るが︑その人の欠員補充を発令して え方はどうなっているのか︒
いない︒現場・エルダー出向者へも
ＮＴＳは︑現場はエルダーからプ
現職と同じ業務内容・担務をやって ロパーに変わる時期だ︒本人の希望
いる︒︵十日町駅︶
を通していくエルダー出向を求めて
いく︒通勤できる環境についても同
様だ︒
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