月に提案
３年が経過

２００９年

10

５月 日 ︑６月５ 日本社か ら提
案︑基 本要求 交渉を行 った︒ ２０
０９年 月 に提案さ れ３年が 経過
した︒ この後 ︑支社交 渉とな って
いく︒基本的に検修外注化は撤回 ︒
安全車 両を提 供するた めに委 託さ
せない︒
29

★委託 になっ た場合は 車両検 修業
務以外は業務させない︒
★５０ ００名 の検修社 員のう ち１
５０ ０名が 出向対象 となる ︒出
向に 関して ︑出向先 の労働 条件
が より 下回らな いように 要求
していく︒

基本要求

10

国鉄新潟
矢部執行委員の
経過報告
国労東日 本本部 から矢部 執行委
員 が出席し 今まで の経過報 告︑説
明がありました︒

●目的 地本 ・支部・分会等に おける機関
紙の発行な ど、教宣活動に功 績があった
機関紙等の 表彰を通じて、教 宣活動の向
上、ひいては組合活動の強化に資する。

地方 本部では 第１回 検修外 注化
対策会 議を開催 ︑関係 運転職 場の
代表が 出席しま した︒ エリア 本部
からは︑ 矢部執 行委員が 出席し
東日本 における 検修全 面外注 化に
ついて説明を受けました︒

10

●解明 要求交 渉で明ら かにな った
事項に ついて ︑エルダ ー社員 の持
続力を 確保・ ノウハウ を継承 して
いくこ と︒グ ループ会 社の総 合力

を 発展し コストダ ウンを 求めて い
くこと︒

● 第２次 解明要求 交渉で は︑コ ス
ト 削減で はなく︑ 施策を 実施す る
ことによ って︑コスト削減になる︒
プ ロパー 社員の育 成を考 えてい く
こ と︒グ ループ会 社全体 は︑す べ
てプロパー社員にしていくこと︒

● グルー プ会社の 労働条 件向上 を
主張していく︒

● 偽装請 負につい て〜発 生しな い
よ うに↓ 現在の委 託会社 の実態 に
ついて偽装になっているのかチェッ
クしている︒
厳しい 目でチェ ックの 強化を し
て いる︒ そのため に会社 側の見 直
し などあ り交渉が 中断さ れた︒ し
か し︑完 全に無く なった わけで は
な い︒グ レーゾー ンの部 分が残 っ
ている︒
常に検 証を求め チェッ ク体制 の
強化を図っていく︒
︵裏面に続く︶

●優秀表彰
①今年度中に３０号を発行した機関紙詩
②スポーツ ・レクレーション などのサー
クル活動を 通じ組合の団結強 化に大きな
功績のあった取り組み

時から地 本事務 所２階で 開催
はじめ に︑加藤 組織部 長から ﹁５
月 日︑６月 ５日に 本社から 提案
を受け た︒基本 的には 外注化 は反
対の立 場だが︑ 今後の 対応に つい
て議論 して︑職 場を残 してい く方
向で運 動を進め ていき たい﹂ とあ
いさつがありました︒

27

JR

●最優秀表彰
①通算５００号達した機関紙詩
②今年度中に５０号を発行した機関紙詩
③特別な雑 誌の発行、長年に わたる学習
会の継続な ど、大きな功績が あった取り
組み。

月１日をめざしている

JR

ＮＯ。７５９
発
行
12・6月25日
国鉄労働組合
新潟地方本部
発行責任者
関川 和彦
編集責任者
教 宣 部

続い て︑関川 委員長 から﹁ 検修
外注化 について 状況を 把握し てい
く︒会社 は 月１日 スタート をめ
ざしている︒７月に地 方 へ 提 案 さ
れ︑そ の後に団 交とな る︒７ 月中
に再度 開催し︑ 支部代 表者会 議を
８月４ 日に開催 してい きたい ︒７
月 日 日 に全国大 会が開催 され
るので ︑その報 告を考 え支部 代表
者会議 の日程を 設定し た︒﹂ など
あいさつがありました︒

●対象 ２０ １１年７月１日〜 ２０１２年
６月３０日 で、いずれかの事 由に該当す
るものを表彰する。
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託会社が決めること︒ 月１日に改
善されなくても委託後に改善を求め
ていく︒ 東日本と同等の労働条件
を求めていく︒委託後についても要
求していく︒

10

それぞれ職場にあてはめて︑追及
していく︒今までの交渉経過につい
て生かして欲しい︒
引き続き改善・修正していく取り
組みを進めていくと︒ 月１日まで
に取り組むこと︒そして︑ 月１日
以降についても改善を求めていく運
動を進めていく︒
エリア本部と地方と連携を深め運
動を進めて行こう︒

支社交渉について

JR

10

国労東日本本部の矢部執行委員か
ら今までの交渉経過・エリア本部の
考え方について具体的に説明してい
ただきました︒
この後︑各運転職場の出席者から
職場の現状︑他労組の動きについて
報告がありました︒その内容につい
ては︑次号の﹁国鉄新潟﹂に記載し
ます︒

10

月１日︑すべて一括で実施する
と回答〜すべての支社︒提案が無い
業務については委託されないのでは
ないか︒
事業者の責任について︑ 東日本
を発注︑グループ会社が委託︒責任
を明確にするよう訴えた︒請け負っ
た業務は委託会社だが︑社会的責任
は 東日本だ︒

10

技術力が無い

希望しない社員の扱いについては
業務の指示
交番検査Ａは
本人希望は考えていくが︑技術力な
連絡体制について
委託しない
どで出向になる場合がある︒
法令上できるか〜現在の外注会社
中長期に新車導入される基地につ
しかし︑無理やり出すことについ
では︑そうなっていない実態がある︒ いて交Ａは委託しない︒車両が置き て抗議していく︒この間︑国労は差
グリーアテンダの業務について車 換えられる車両基地については各担 別させられているが早期にさせない
掌から直接指示がある︒直接の命令 当業務は委託させないよう要求︒
よう追及した︒
は偽装になる︒改善を求めた︒会社
総合車両センターについて︑委託
は偽装にならないよう回答した︒し 内容は各基地によって状況が違う︒
業務委託のやり方
かし１回でも発生させないよう追及 業務内容によって︑すでに委託され
した︒
ている基地がある︒
職場の各担当業務について作業実
繰り返されるものは︑しくみの見
態が違っている︒バラバラな職場実
直しを求めていく︒
態で委託が可能なのか〜業務内容や
出向期間３年
業務量によって違っている︒
出向期間〜３年で戻す︒３年後戻
作業内容について︑要員数から委
る職場が委託されている場合︑戻る 託しない場合がある︒支社提案によっ
職場について業務内容が変わる場合 て︵業務の切り分け方︶委託内容が
がある︒
変わる︒
に戻る時期に に居る社員が出
向になると回答している︒︵若年出
向・エルダー・プロパー︶︒将来
年をめどにプロパー社員にしていく︒
出向については︑本人希望を尊重
させる︒

冬期要員の対応〜対応グループが
違うので職場ごとに違ってくる︒統
一された委託内容にならない︒

検修業務以外に
業務させない

清掃業務はさせない︒ 月１日の
以降時点で清掃業務には付かせない︒
地方によって検修の業務量の少ない
場合は清掃業務へ︒
労働条件について︑年間休日・労
働時間を と合わせること〜 東日
本は回答していた︒業務委託の拡大
によって賃金・休日数については委
JR

JR

●国労全国大会
７月２６日〜２７日
●函館現地交流
８月１８日〜２０日
●国労東日本本部大会
９月７日〜８日

JR

JR

10
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委託会社の作業責任者〜グループ
会社は から指示︑グループ会社が
作業員に指示する︒
作業責任者については︑業務に精
通した社員を配置させる︒グループ
会社には技術力が無い〜 からの作
業指示を的確にできるよう追及した︒
夜間や異常時の対応について現在
でも大変な状況になっている︒会社
側は︑作業責任者については︑管理・
勤務・手配など対応できれば良いと︑
業務に精通していなくても良いと回
答した︒しかし︑その後︑できるだ
け業務に精通している責任者にと回
答している︒
JR
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