国鉄新潟

でい く︒ そし て要 求を 突き つ けて
いく取り組みを進める︒
新 潟駅 の高 架化 につ いて ・ ホー
ムに トー クバ ック の設 置を ︑ 列車
防護のスイッチが新潟駅には無い︒
その 設置 につ いて 団交 で話 し たの
か︒

て欲しい︒
今 冬︑ 新幹 線のス プリ ン クラ ー
が凍った︒列車への影響は少なかっ
たが １日 で復 旧して いる ︒ 職場 の
実態 につ いて 地本に 報告 す る︒ 会
社は即対応した︒

ビル清掃は
大変な仕事だ

●エルダー出向で︑現在病欠中だ︒
ビル の清 掃関 係の仕 事だ ︒ 大変 な
● 分会 組合 員か らの 意見 〜現 在 分 るようにして欲しい︒
の 車両内 に処 理し たも のを 入 れる
会 組織 は８ 名だ が︑ 来年 から ５ 名
職場 の対 策に つい て〜 マグ ロ や 箱を設置して欲しい︒
に なる ので 分会 統合 など 検討 し て
組織拡 大に つい て〜 吉田 駅 の車
欲しい︒連合分会など︒
両 の連結 作業 で作 業内 容を 地 本で
作 成︑要 求し たも のが 現場 で 反映
されている︒
●職 場の 実態 ・国 労は １名 ︑ 今年
短日勤務
東労組 の組 織が 無い 中で 国 労が 度は８名退職する︒２名はエルダー
希望した日に休めない
現 場の問 題点 につ いて 対応 し てい とし て職 場に 残る ︒新 人は 毎 年３
来年 の３ 月か ら車 掌の エル ダ ー
ること︑前進面がある︒
名配属される︒
に なる ︒短 日勤 務を 希望 ︑月 ４ 日
間 無給 の休 みと なる ︒休 日の 要 求
仕事 だ︒ 精神 病や認 知症 の 病院 も
要求を求めていく
職場はまわらない
に つい て希 望で きる と思 って い た
清掃している︒
が会社の都合で勤務が作成される ︒ 動 物の 処理 につ いて 手袋 や処 理 剤
要求を 求め てい くこ と〜 掲 示板
若 い社 員は 出張 や研 修な ど あっ
病 棟の 作業 は大変 な作 業 だ︒ 清
個人 的な 要求 とし て短 日勤 務 を は 車両 に搭 載し てい るが １２ ９ 系 を 活用し アン ケー トな ど取 り 組ん て週 に１ 〜２ 回あ る︒ 職場 は まわ 掃の 準備 作業 も含め て厳 し い環 境
希 望し たが 問題 が発 生し てい る ︒
にな って いる ︒精神 病院 は 工具 の
本人 が希 望し た日 に休 める よ う
管理 は厳 しく なって いる ︒ 認知 症
要 求す る︒ 制度 上と して ある が 各
も同様だ︒
地 方は どう いう 状況 なの か︑ 運 用
各 病室 のワ ックス がけ の 作業 は
病室 の荷 物を すべて 撤去 し て作 業
する ︒終 了後 は元に 戻す が ︑そ れ
が大変な作業になっている︒
空 調関 係の 清掃〜 ベッ ト の真 上
にあ るた め外 して清 掃す る が落 と
さな いよ うに 細心の 注意 を はら い
行う︒神経の使う仕事だ︒
らない︒
新 幹線 は収 入源 だと 言っ て いる
助役 がい る︒ 新人 は職 場で 技 術継
承が進んでいない︒人が足りない︒ ︵裏面につづく︶
会社 は研 修な ど日 程に つい て 考え
に つい て個 人的 な意 見が 反映 さ れ
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職場で主任から・作業についてい
きなりやったことが無い作業をやら
せる︒ミスすると罵声を浴びせられ
る︒

パラハラは連日
主任は仕事を教えない︑大変な実
態だ︒パラハラなど連日つづき身体
に異常が発生し耳︑眼に症状が出た︒
認知症も発生した︒
支社へ行って報告したら退職だと
言われた︒脳外科病院へ診察したら
原因はパラハラで自律神経が影響さ
れた︒診断書が出た︒
病欠で休むことになった︒エルダー
出向者へパラハラがある︒病欠で休
業中だが少しづつ治ってきている︒
これから出向先について︑グルー
プ会社へと考えている︒来月１ヵ月
休んで 月から復帰する︒

よってできるものと︑そうでないも
のとある︒
若い社員は︑検修職場に長くいな
いことと︑研修が多いことも問題だ︒
職場はＮＴＳへ丸投げ状況で︑職場
の実態について は感知しない︒
ＮＴＳの職場は︑限定免許取得に
ついて︑検修経験が無くても免許を
取らせる︒運転だけできれば良いと
いう判断だ︒何か故障が発生しても
対応できない︒

職場が変わった

JR

東労組は脱退があって掲示板が無
くなった︒区長は新人の車掌激励会
について掲示板に掲示している︒職
場が変わってきている︒
エルダーができる作業内容を考え
て欲しい︒出向会社についても考え
て欲しい︒一社だけでなく何社も紹
介︑あっ旋して欲しい︒

ているが出向先会社が探せなくて残っ
たのではないか︒定員は５名のとこ
ろ８名だ︒
長岡は残りたいという希望があれ
ば余っていても職場に残れるのか︒

２号にわたって地本大会を特集し
ました︒
次号も地本大会の代議員発言内容
を記載し︑書記長集約も含めて編集
します︒

○編集後記

新潟駅の高架化は失敗作だ︒３番
制度改正に納得しない
線４番線ホームが乗客であふれる︒
●トキめきへ１年８ヶ月出向してい ２番線はなおさらだ︒列車は危なく
た︒
て発車できない︒
乗務員勤務が制度改正された︒行
ホームにガードマンが配置されて
き先手当の導入︒閑散線区では本数 いるが列車を止める権限はあるのか︒
が少ないので適応しない︒納得しな 赤旗は持っていない︒ホームは狭い
い︒制度的な保障︑それに変わる手 ため乗客が︑はけてからでないと発
当が欲しい︒
車できない︒遅らせて良いのか︒
助役はホームについて対応してい
ない︒１ヵ月で止めた︒現在はガー
新潟駅に運輸局が視察
ドマンだけだ︒
新潟駅のホーム〜２番線で乗客の
転落事故が発生した︒運輸局の職員 社友会は入れるのか
が視察に入った︒９月 日４４７Ｍ
時頃︑どういう調査に入ったのか︒
社友会〜国労は入れるのか︒新し
く発足する労働組合の実態は︒
２０２７は︑ものを言わせない体
制を作ろうとしている︒会社人間化
だ︒ワンマン運転やノーマン運転は
地方切捨てだ︒
東労組からの脱退者はＪ労へ加入
した︒未加入者は接触している︒

余っていても
職場に残れるのか

● 歳になり旅客会社の出向解除さ
れ８月１日貨物会社へ戻った︒
旅客会社の職場で 歳になり原則
エルダー出向になるが︑会社は職場
に残ってくれと言われた︒
会社は技術継承で残ってくれと言っ

60

ＮＴＳへ丸投げ
●ＮＴＳへ出向してい る︒職場は
︵新津運輸区︶国労は６名だ︑少な
くなってきている︒ＮＴＳしか経験
していないエルダーが多くなってき
ている︒

プロパーへの技術継承がうまくいっ
ていない︒臨修が発生しても内容に
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