地 本内 で一〇 〇名 のエ ルダー 社
員が いる 。今年 から エル ダー社 員
の退職がはじまる。Ｊ Ｔ
ｰ ＥＣの紺
野一 征さ んがエ ルダ ーを 終了し て
も属 託と して国 労へ の継 続加入 を
している。仙総支部では、エルダー
職場 の要 求の集 約を 行い 、地本 へ
上げ てき ている 。今 後、 各執行 委
員が 各会 社へ挨 拶を して みては ど
うかという計画がある。

・出向先の格差をなくしてほしい。
・ 会議 の通知 が届 いて いない 組合
員 もい るので 、一 人一 人に郵 送を
してほしい。
・ 国労 として 原発 反対 という のな
ら、地本としても行ってはどうか。
◆東北総合サービス（庄司さん）
・ 郡山 から仙 台へ 戻る ことが でき
た。業務内容は、本来の業務同じ。
今 年 月にプ ロパ ー社 員が採 用さ
れ た。 プロパ ー社 員は 低賃金 、手
当も出ない等、様々な問題が多い。
・連休が取れない。
◆ ＪＲ テクノ サー ビス 仙台 整備
センター
（安斉さん）
・ 今年 の 月 から 新幹 線の清 掃を
し てい る。今 年、 一〇 〇％Ｊ Ｒ東
の子会社になった。
・ はや ぶさ検 修で のし わ寄せ が協
力会社へ来ている。
・ ３ヶ 月たち 、朝 がた 手がな かな
か 開か ない。 病院 に行 ったら 軽い
腱 鞘炎 と言わ れた 。今 後労災 も考
える。
◆仙健工業 検修
・ 検修業務を 行ってい る。 歳く
ら いの 人を中 心に 請負 業者を 指導
している。けが 事
･ 故が多くなって
いる。
・ ＪＲ の幹部 がエ ルダ ーでは なく
社員として働いている。
◆東北鉄道運輸新幹線営業所
（阿部さん）
・４人の社員。所長が退職したが、
１年契約で残っている。
・ 社員は定年 は 歳で二 年間はシ
ニア社員として残れる。
・ 昨年 、会社 の収 入が 良好で 、全
社員が ランクあがった。
・フォークリフトの手当、エルダー
社員には出ない。
◆東北工機整備（三品さん）
・ 守衛 、フォ ーク リフ ト運搬 、中
4
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央倉庫の受け入れをしている。フォー
クリ フトの 事故 が多 く、担 当者 は
大変だ。
◆Ｊ Ｒテク ノサ ービ ス仙台 メ ン
テナンスセンター（増子さん）
・昨年６月からエルダー社員になった。
・小 出庫で 働い てい るが、 当初 、
新幹線の部品名がわからず大変だった。
・高 卒で昨 年８ 名、 今年８ 名の 採
用者 があり 、こ の方 ははす ぐに 正
社員 になる が、 中途 採用の ２人 は
３ヶ月使用期間（時給七五〇円）、
次に 準社員 で１ 年、 そして 正社 員
の試験を受けることができた。
・賃金が 一万円上 がるのに 年か
かる。
・組 合はあ る。 組合 費は一 〇〇 〇
円、組合として何もしていない。

○宮城県支部
・こ れまで エル ダー 交流会 を４ 回
開催 してき た。 会社 が労基 法に 違
反し ていな いの か点 検摘発 に取 り
組み 、各会 社と 交渉 ができ る場 を
つくりたい。
・７ 月６日 にエ ルダ ー交流 会を 予
定している。
○福島県支部
・エ ルダー 社員 との へだだ りが あ
るよ うだ。 色々 話を 聞くた めに は
足を運ばなければならない。
○仙総支部
・各分会でエルダー担当を設置し、
春闘 アンケ ート 用紙 は別に 作成 し
てエ ルダー 職場 の実 態の問 題点 を
要求 として 作り 上げ た。こ の中 で
安全 に関す るこ とに ついて は、 エ
ルダ ー組合 員の 方に その場 まで 案
内し てもら い実 態を 把握し て幹 総
などにも問題提起してきた。
・昨 年は支 部と して エルダ ー交 流
会を開催。今年も取り組みたい。
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５月 日（日） 時より、仙台市花京院スクエア 階会議室において、
昨年に引き続きエルダー組合員交流会が開会されました。
主催者を代表して五十嵐書記長は日頃大変厳しい労働条件の中で働い
ているエルダー組合員に対して労をねぎらい、また、今後の地本の取り
組みの中で問題の解決をしていきたいと挨拶。次に東日本本部武田組織
部長から『東日本の組織の現状と課題』と題した提起があり、千葉組織
部長から地方本部での取り組み経過が報告されました。次にエルダー組
合 員か ら の意 見交 換 ・各 支部 報 告が 行わ れ 、集 約 で五 十 嵐 書記 長 は 、
「本日出された意見やこれまで上がっている要求については、来年に向
けて再度取り組んでいく」とし、最後に千葉組織部長の団結ガンバロー
が行われました。
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◆Ｊ Ｒ貨 物東北 ロジ ステ ィック
（江刺家さん）
・Ｊ Ｒ貨 物東北 ロジ ステ ィック に
配属 され 年に なる 。エ ルダー 制
度が 導入 される 中で 家族 の介護 が
必要な人等については考えるとなっ
ているのに、会社は調べもしない。
分か って いても 改善 しな い。あ と
年 で退 職とな る。 会社 のやり 得
を許 して しまう こと にな る。更 な
る取り組みの強化を。
・休 日数 が５年 間で 一〇 〇日も 違
うの に賃 金は同 じ。 ４年 間の中 で
部分 的に は改善 され たが 、抜本 的
な改 善に はなっ てい ない 。出向 先
に組合を。
4
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①労働条件改善アンケート
・労働 条件 改善に 向け てア ンケ ー
ト調査 をお こなっ たが 、五 〇〇 人
分しか 集ま ってい ない 。早 急に 提
出を。 この 職場ア ンケ ート を基 に
要求の素案を作成していく。
・現在 、貨 物会社 の賃 下げ 反対 の
署名を 取り 組んで いる 。他 労組 に
も呼び かけ 、でき るだ け多 くの 集
約をしてほしい。
・第 回 定期大会 で『労 働協約 改
定要求 』を 機関確 認し 団体 交渉 を
開催し改善に向け取り組んでいく
②グル ープ 会社に おけ る国 労運 動
の展開・強化に向けて
・乗務員以外の全ての職場で委託・
外注化が実施された。
グルー プ会 社との 間で 『労 使間 の
取り扱 いに 関する 協約 』の 締結 を
めざす。
③組織強化 拡･大について
・組織 拡大 と労働 条件 改善 は、 車
の両輪 。緊 急の取 り組 みが 必要 で
あり、 いか に組織 拡大 へつ なげ ら
れるか は職 場の取 り組 みに かか っ
ている。
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