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再雇用制度 おける意 見交換

と

地 方本部 は９ 月１ 日︑第 ２回

み

エル ダー 組合員 交流 会を 開催 し︑
エル ダー組 合員 の職 場状況 など

参 加した エル ダー 組合員 から

多く の意見 が出 され ︑土浦 分会
の組 合員か らは ︑休 日の問 題や

業務 内容に つい て触 れ︑支 社内

の再 雇用職 場の 確保 を拡大 して
欲し い︒ま た︑ 友部 分会の 組合

員か らは︑ 運転 事故 や死亡 ・傷

害事 故を出 さな いよ う心掛 てい

る︒ 事故 は社会 的影 響も 大き く︑
危険 な作業 には 大声 を出し 指導

して いる ︒

貨 物会社 嘱託 社員 の組合 員か
らは︑ 時間 近い拘 束時 間で疲

労が 増加し てい る︒ 東日本 大震

災以 降から 勤務 が大 きく変 化し
た︒ 先行き が大 変不 安であ るな

ど︑ 地方本 部に 対し 改善を 求め

る要 望が 相次 ぎま した︒
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こくろう

含め て意見 交換 を行 いまし た︒

２０１２年９月１９日

国労水戸地方本部
水戸市中央１-１-１１
ＥＮＹビル２Ｆ

029-221-4008
発行責任者

大和田亨

編集責任者

坂本公則

組 織強化 ・拡

大 ︑労働 条件

改 善の闘 いに

奮 闘し よう ！

２０１２ 年運動方針
︵第 回 東日本 本部定
期大会議題から引用︶

分割・民営化から２５年
を経た今日︑ＪＲ東日本職
域で働く労働者は︑会社発
足時を上回る数となってい
ます︒しかしその多くの労
働者は︑雇用形態も含めＪ
Ｒ東日本社員から比べると
労働条件は大幅に低下して
いるのが実態です︒
去る６月に国労の要求に
沿った形で支給された﹁旅
行券﹂は︑エルダー社員︑
ＧＳ社員も支給対象となり
ましたが︑エルダー社員と

26

して出向している組合員か
ら︑プロパー社員やＧＳを
﹁雇い止め﹂になり委託駅
でプロパーとして働く仲間
から﹁同じＪＲ東日本の仕
事をしているのに何故私た
ちには何も出ないのか﹂と
問い質された話がありまし
た︒労働組合としての立場
からは至極当たり前のこと
と受けとめなくてはなりま
せん︒
一昨年に会社 との間で
﹁出向先会社等における諸
問題の取り扱いについて﹂
というルール作りを確認し
てきました︒今まさにその
ルールに具体的な肉付けを

国 労東日 本申第２ ３号
２ ０１２年 ８月２ ９日
東 日本旅 客鉄道 株式会社
代 表取締 役社長 冨田 哲郎

殿
国鉄 労働組合 東日本 本部
執行 委員長

高野

苗実

２０１３年度以降の年金（報酬比例部分）支給開始年齢
の引き上げに伴う措置に関する申し入れ
政府は 、２ ０１３ 年度 より老 齢厚 生年金 の報 酬比 例部分 の支 給開始 年齢 が段階 的に 引き上 げら れるこ とに
伴 い、「 高年 齢者雇 用安 定法」 の改 訂によ り、 希望 者全員 を６ ５歳ま で雇 用継続 する ことを 企業 に義務 付け
る方 向で、 検討を 進めてい ます。
Ｊ Ｒ東日 本に おいて は、 ２００ ８年 よりエ ルダ ー社 員制度 が導 入され 、希 望者を 老齢 厚生年 金満 額支給 開始

して︑国労組織と運動をＪ
Ｒ東日本グループに波及さ
せることが重要となってい
ます︒

年 齢まで 再雇 用する 制度 となっ てい ます。 しか し、 ８ヵ月 後の ２０１ ３年 度から 始ま る、老 齢厚 生年金 の報
酬 比例部 分の 支給開 始年 齢が段 階的 に引き 上げ られ ること に対 応する 制度 改正の 提示 に至っ てい ない状 況で
す 。現行 の制 度では 、支 給開始 年齢 の段階 的な 引き 上げに よっ て、昭 和２ ８年４ 月２ 日生ま れ以 降の社 員か
ら、 収入が 著しく 低下し、 家庭生 活を直撃 するこ とは火を 見るよ り明ら かです。
し たがっ て、 組合と して は激変 緩和 の観点 から 、報 酬比例 部分 の支給 開始 年齢に 至る まで、 減額 分相当 額を
会社 の責任 におい て補てん するこ とが必要 と考え ます。
つきま して は、下 記の 要求に 基づ いて、 速や かに 団体交 渉を 開催し 、誠 意ある 回答 をされ るよ う強く 求め
ます 。
記
１． 希望者 全員の ６５歳ま での雇 用を確保 するこ と。
２ ．昭和 ２８ 年４月 ２日 生まれ 以降 の社員 につ いて は、老 齢厚 生年金 報酬 比例部 分の 満額支 給開 始年齢 に至
るま で、 減収分 相当 額とし て賃 金に一 律月 額１ ０万円 を加 算する こと 。ただ し、 支給に あた っては 、エ
ルダー 制度 終了時に 退職功 労金の積 み増し 分として 、一括 して支 給するこ と。
以

上

