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講舶純綿全
くJ R連合)

JR東労組は、 2月8日、 「業務部速報NO・72」を発し、 「申14号『格差ベア』を
無くし、全組合員一律定額のべ」スアップを求める緊急申し入れ」を行ったとし、 「平
成29年度のベースアップの実施にあたっては、格差ベアではなく、 『定額ベア』を実
施する」ことを確認したことを明らかにした。 JR東労組は、 2月10日に「臨時大会」
を開催しており、ストライキ権を確立したことは定かではないが(臨時大会を開催した

罷磐謙譲器撃蕎翳覇鰯豊」て詰強駈

「賃金引き上げ要窯」前の「定顎ベア」確認??

(申14号)では、 「第1項　ベースアップは、 『格差』を付けずに一律定額とする
こと」とあり、会社回答(と思われる)では「平成29年度のべ」スアップの実施にあ

たっては、格差ベアではなく『定額ベア』を実施する」と記載されている0申し入れ

琵閏薗圏圏謹琵琶醒園
大会に参加した、 JR東労組組合員の皆さんはどのように感じているのか、聞いてみ

格差ベアを巡る「労使間の紛争状態」はまだ継続している??
一方で、 (申14号)では、 「第2項　所定昇給額を算出とした『格差ベア』は行わ

ないこと。また、今後のベースアップについても、あらゆる『格差』を付けることな
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援護魁
堂上」④ベアに関する『職責に応を実施するとは確認でき

豆‾こている」と、平成29年度の「定額ベア」実
来にわたって『定額ベア

についてはじた処遇
施をも否定する内容となっている。ここれに対し、 J R東労組は「労使間の紛争状態」

萱謹呈講霧撰謡器責饗課話語雲謹寵菩
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R東労組組合員は、果たしてこのような幕引きで納得するのだろうか。

良識あるJ R東労組組合貝の皆さん、

組合員不在の連動に見切りをつけませんか!



No。　948

発講鰯縄親会
(J R連合)

警視庁と神奈川県警は、 1月1 0日、革マル派非公然アジトと見られる集合住宅など
を捜索し、革マル派最高幹部、通称「植田琢磨」議長の本名(新田寛)や住民登録先を
特定したことを明らかにしたo草マル派は、結成時から議長を務めていた故黒田寛一議
長が1 9 96年に身を引き、新田議長が後任となったが、約20年にわたって「植田琢
磨」というペンネームを使い、人前にはほとんど姿を見せておらず、大きな波紋を呼ん
でいる。

匿名徹底のはずではなかったのか?革マル派も気の緩みか?

書誓謙二嵩謹罷這轄蕗も
明らかになるのはどんな意味を持つのか」と極めて興味深いコラムを掲載した。

以下、当コラムから抜粋する

神奈川県内にあるUR住宅3階の一室に、警視庁と神奈川県警の捜査員が次々と入ったo室内

誓書禁祭主全書害告手酷豊吉董
も避けると

を残し、対立相手と見なす警察につけいる隙を与えないためだo

壷議ここえ完-「ルール」を定めているのに、亜量喧実名で畢雫筆を鐘竺し辛隼か¥華道早

夢菩器耀韮琵霊詐霊嘉詰
め、今後の求心力の変化に注目しているというo

(中略)

革マル派はいま、 5,500人ほど(警察庁) o (中略)実名を明かさない体質は以前と変わらず、

革マル派を担当した経験がある捜査員は「目的地に向かう時はタクシーを3回乗り換えたり、い

いう。公の機関などに「痕跡」

」とその密行ぶりを証言する。 (後略)ったん逆方向の電車に乗ったりする

かつて、 JR総連元委員長「立花」 、同じく「宇和」 、 JR東労組元委員長「仁志」
をはじめ、 「南雲」 「大方」 「黒潮」 「飛田」 「木暮」なるペンネームを持ったJR
草マル幹部の存在が明らかになったが、 JR発足3 0年を機にJR総連と革マル派と
の関わりを検証すべきだ。詳しくは、 JR連合「検証JR草マル浸透と組織私物化

-　　　　　　臆　、ヽ 、　　　　、ヽ　　_　　　　　ヽ　　ヽ

ページにリンク)
」シリーズを参照されたい(JR連合ホームの実態!

歴代政権が認めるJ R章マル浸透同曲の1日も早い解決を!
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No。　949

発講舶綱鮎晶会
(J R連合)

JR東労組は、 2月15日、 「業務部速報NO・76」を発し、 「申15号2017年度賃
金引上げ等に関する申し入れ」を行い、 「組合員の基本給一律6,000円引き上げなどの
賃金引上げと回答時期を3月15日とする要求」を行ったことを明らかにした。

ストライ革解を行使するの?レ勧1の?

醐会は糊棚の?
関係者からの情報によると、 JR東労組は、 2月10日に開催した「臨時大会」にお-　ふ　　_　、一一〇、】〇〇　、　〇_　〇〇〇　_　○○ヽ人音二二三_.」」　ノ○○-　　　.」」 .重抽m

の挨拶の中でストライキを回避する旨の発言を行っ宝
ストライ

いて、吉川委員長は
が正しいと

ライキをし入れ

垣警繭「業務部速報N。.74 (2月8目) 」の中で、 「平成29

年度のべ」スアップの実施にあたっては格差ベアではなく『定額ベア』を実施する」を「監盤軸、二輩
土と内々

している」として

からの
また、 J旦 は「格差ベアを巡る の紛争状態』は

したに かかわら いったい のためのストラ

か?まっ
のこと

全組合員の-票投票を行い、臨時大会までも開催したということだが、 JR東労組は
本当にストライキを回避したんでしょうか?何のために代議員による投票を行った
んでしょうか?ストライキ権を確立したんでしょうか?
丁R東労組はま亜二ジ五里で何曲園丁:卒い:三園?二華?碧さ阜

ぎなかっまやかしに過せかけだたのか
のまったく しがたい である

べて``茶

のだろ

14日に春闘要求を申し入れしているが・ JR束労組はこれから労使でど
んな交渉をしていこうとしているのか・ ・ ●。

JR東男組の組合貝の皆さん、 JR東男組執行部の

組合員不在の連動に見切りをつけませんが!



革マル派は未だに警察当局の情報を監視しているのだろうか…

産経新聞は、 2月21日朝刊で、 「 『えたいの知れない』組織解明へ水面下で情報
収集活発」と掲載した。

していた
の草マル派非坐医王唖警察当畢単

していた

1月1q」∃_畦

以下、掲載内容から抜粋する

公然ア雌雌華輩些
つかるな

マル派につ亜
ていた

墓室藍藍茎塞盤
瞥料が発見さ雌現在で

警察庁「治安の回顧と展望(平成28年版)」

革マル派が相当浸透しているJR総連・JR東労組について言及

昨年12月22日に警察庁が公表した「治安の回顧と展望(平成28年版) 」において、
極左暴力集団である草マル派が労働運動や大衆運動を通じて組織の維持・拡大を図った
との指摘のほか、 J R総連及びJR東労組について記述されるなど、警察当局も引き続
きその動向に注視していることが明らかになった。

J R総連 ・ JR東労組

「えたいの知れない組輝

にも相当浸透している

草マル派」の一柵を!



J R東労組は、確立したスト権を背景に、具体的な要求提出前から会社と内々に「定
額ベア」を約束したこと、スト権行使を交渉前から回避した模様であることは既報の、_　〈十億重と・か1　上す重し、 、∠ゝ.上しl」　丁　巾　-毒手ノ半今立口ヽ　ヽ-/ Iヽ〇一、-　ヽ-　ヽ　　　葛

藁藁馨嚢護あった

とおりである
の行動に対し

べたも のであり
については

もしや、会
されてい

粗への酷

社はJ R東労組の

に欠ける があっ などと

スト権確立に早々 に屈服したのか
・。疑念をぬぐえない

JR東労組は、申15号により「組合員の基本給一律6,000円引き上げなどの賃金引
上げと、回答時期を3月15日とすること」等を要求しているそうだ。一方で、至上盤_　　、　　_　　　　_　　ヽ.上　ノ軍_　」し　き主上主食し上身了あ」　ノ〇〇、二ヽ 」　　　●ヽ .

轄躍董行使を回避曲
ストライ

してい した3月 15日に

ことは、相当の自信と　`確約’があると

端岡、 「 『格差ベア反対の闘い~スト
権確立』のゴールを『格差ベアに終止符を打つこと』と『回答指定日を守らせること』」
としてきたようだ。しかしながら、格差ベアに終止符を打ったわけでもなく、回答引
き出しの日程は労使協議の経過如何でズレ込むこともあり得る。直近では、 20 1 5
春闘では妥結が4月1日に、 2016春闘では3月31日までズレ込み、 JR総連が連
合や交運労協に・弁明,して回ったとも聞いているo

これらを意識しての回答期日指定なのであれば、スト権の行使を背景により強く迫
るのかと思いきや、 3月15日の10目前になっても「争議行為の概要予告」を行って.　-. .　　_ふ　、　」_　　ヽ　　ヽ　　　}　　亡霊重∴∴ゝ_　」ト、1 、

しか思えない

かく、含組合貴に紛い

いないという

励ざされ在傍侍大会におIブる代議月形黒ばとら
「スト磨窟立に励ブた一宕鰭Jぱ何のためだったのか?

欝謹
?何か

すら行っていない
「格差ベアを巡る『労使間

行使に必要な手続き
らしげ

多くの組合

「いつでも たたか

員は、狐につままれたているのか

かと心配する

ような感覚に陥っているのではない

JR東日本会社も振り回されているのではo心配だらけだ。

‾三二>’　ヽ　〉/Iド●“ふ　H ・ン1ヽ-‾‾　ヽ　}‾’ ’



=∴∴∴二二　二,二　°,▼
N偶　953

2017年4月21日

鮒日本縄綱紀舗合金
(J R連合)

4月18日、産経新聞は朝刊の一面トップ記事において・ 「JR東労組スト

権『確立』 」と見出しを掲げ、国鉄分割民営化から30年が経過する中で、 J
Rの主要組合で初めてとなる実質的なスト権の確立を大きく報じたo

産経新聞が朴権「確立」を1面トップで報道
醐「脚棚粛正してい勧I彫小

労使の対立闘樹二回婦することへ世韓が懸念抱く!

産経新聞は、

血生Lと1面トップという異例の

扱いで報じた。記事の中で今回のスト権を巡る動きについて、ノンフィクションラ

宝器霊蒜豊豊三豊韮豊萱墨整藍
と分析している。ざるを

年が経過した国鉄分割民営化であるが、今年4月で30
旧国鉄時代に繰り返され

た労使の対立関係に回帰することに対し、依然として世論が大きな懸念を抱いてい議露
東労組は「春闘に関するスト権は確立していない」とコメントしている。

スト権「一票投票」の驚きの実態が明らかに!
さらに、同日の産経新聞に掲載された特集記事では、 J R東労組が昨年末まで行

藍監護監護器
性組合員は、労組から感じる圧力に表情を曇らせたという。



=　臆　　三二二　二〇▲▼

No葛　955

2017年5月9白

粥日本縦綱紀合駒全
くJ R連一合す)

本日、衆議院国土交通委員会で斉藤洋明衆議院議員(自民暮比例北陸信越)
が質問に立ち、 J R東労組がスト権を確立したとの産経新聞の報道に関連し、
J R総連及び加盟単組への極左暴力集団宴革マル派の浸透問題について、政

府の見解を質すとともに安全宴安定輸送の面から警鐘を鳴らした。

警新堀鯛J鵬・J間組へ脚l鵬透軸識
衆院国土交通要員会で自民党醸員からの質問に答弁

官房審議官嘩見解に変わ

斉藤議員は、 4月18日付の産経新聞朝刊でJR東労組がスト権を確立したとの
R総連やJ R東労組に革マル派が報道に関し、過去の政府公式文書や国会答弁でJ

相当程度浸透しているとの指摘を踏まえ、

している よび政

これに対し、白川靖浩警察庁長官官房審議官

正しいか

(警備局担当)は「平成8年以降、

革マル派の非公然アジト28箇所を摘発し、これらのアジ

を分析するなどした結果、

トの一部から押収した資料

藷器警告諾藷窯隷書へ引
古適切に封担し 国土交通大臣政務官箪表明」売

本の労働組合が極左暴

力集団の強い影響下にあることを問題視、交通政策や国内の治安維持・確保の観点

から好ましい状態ではないと指摘して、関係省庁の見解を求めた。

そして、所管する国土交通省の根本事典国土交通大臣政務官は、労使関係をいか

萎整襲馨藷襲繋

さらに斉藤議員は、わが国最大の鉄道会社であるJR東日
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2017年8月3〇日

純白鵠髄糊組合齢全
くJ R連一合・)

「旬刊ACCESS」第516へ517号労組大会特集号によると、日貨労第33回定期大会

において、 「昨年の関東地本大会が顧問委嘱を巡って混乱し、大会後に解決に向けて話し

合いの場が持たれたが、その中で組織破壊者と規定しているJ R東労組一部OBが関東地

本青年部役員を集めて『勉強会』を行っていたという組織介入が発覚、現在では地本役員
間の内部対立に発展、総団結に拘わる組織間題になっている」と掲載された。

日貨労内部の主導権争いで大混乱か団
「組織破壊者」と規定するJ R東労組OBの組織介入?

同「旬刊ACCESS」には、

起され」 、臆_」麹_迎繭亜過重委員会 の設置が決定土壁」と掲載。 _瑚

畳語謹話語呂産室萱萱
されたようである。 『①昨年の関東地本の定期大会では、前地本委員長への顧問委嘱が提起
されが、規約諸規則に定めがない中で強引に進めようとしたことが問題視され、大会が混

乱。その後、地本では規約諸規則の改正等の議論が行われてきたが、その過程でJ R東労組
一部OBによる組織介入があり、さらなる問題提起と議論が行われてきたが、未だ解決され

韮蓮竃襲撃護
国として認めないこと、垣重し旦上越道堪盤警土を認学卒ど三誓聖二襲撃と霊

OBの「水沢」氏が関墓坦杢軸三重幽
ことしている

いまだ明らかにされておらず、
なるもの

た。しかしその過程で、関東地本
を集めて上丞退塾

昔読手竃董三重綴
麗繋驚喜語誘惑藷麗芋窪認諾謹認諾
できないことから、大会における真撃な議論を要請する。 』

地

暗部役員を対
-　　　　　　　　　M　-〇　　一-　　-　　　　一　一　---　　i音一

た怪しけな革マル派朋蟹会!?

盤讃繁襲繋輩輩護襲
ぅだが、青年部役員の洗脳教育を行っているのか。中央本部は、関東地本内における革マル
派勉強会の実態を暴くことに躍起になっているようだが、結局は特定の人物を槍玉にあげ、
レッテルを貼り追及するだけなのか?どのように総括するのか〇日が離せない・‥o

真鯛、掘趨含・醐酬ラ!



崩化励声欄 
No。 968
2018年2月1日

鮒日本縄綱紀錦絵
(J R連・合す)

1月末、ユ唖」以下、会社)と第一組合であるJ R東労畢」J呈華華里中軍学
する団体交6協定に

昨年も、 2月分の勤務指定日である

繭繭宣言し高二とは記憶に新しいが、またしても
会社内では大きな混乱が発生したのであるが難航し、

1月25日

同様の事態に陥った。会社は緊急避難的に、社員の年休申込みに対する時季変更権を「留保」

する扱いをし、未締結状態でも業務運営を行える人員確保等の備えを行ったが、 1月29日に
なってようやく「3ヶ月」という短期間の36協定締結に至ったo厳冬で雪害等による輸送

障害が多く発生し、現場が昼夜を問わず奮闘中にも拘わらず、 2月以降の業務運営を不安定
にし、汗して働く者を・ないがしろ,にする蛮行が再び繰り返されたのである

3 6協定の交渉をめぐりJ R東日本の職場は再び混乱
~JR東糊の一方的「破棄鰯」付鵬の締結異姓対し、舗撒醐戦車

JR東労組は、 1月末までの協定(3ヶ月間)の期間中に、 36協定違反や労基法34条
違反が複数発生したことや、地方における労働時間管理上のトラブル発生、会社側の対応方

襲護憲藷繋
「断固許すことはできない」と主張していた。一方で1月狙主軸

ことは(

6協定等違反となる事象を発生さ

もしれなしいつ破棄

見連を。そして「会社は、

するか
こととなり ことはでき

労働時間管理を適正に行い、 3

せないように努めていくという強い決意を繰り返し明らかにしていますoまた、協定締結期
臆∠表書臆二二臆l臆二二へU　　’‾　‾　　‾　　　　‾ ’ “

必要により労使での議論を真撃に行っていく考えですo会堂退」公共変通
に避けなさまにご

「破棄条項」__圭馳工垣

間中においても

ければな臆り_圭重ん直上」三

をおかけする こと

〒する強い意思表示を行っていた。-ノ請謁議案締結となれば、ただでさえ雪害等の輸送障害が多発する可能性がある冬季に、

社員は時間外労働や公休日労働による緊急対応を行うことができなくなり、安定的な業務運
営体制を構築できない、すなわち鉄道輸送網が寸断されかねないという、深刻な危機的事態
に陥っていたのだ。結果、 1月29日の締結(破棄条項は無し、 3ヶ月間)により混乱は一旦

解消されたが、 4月にも行われるであろう同協定の交渉時に再燃することは必至か!?

組合貝不在の、無責 に見軸むけよう亘
JR東労組は、 201 7春闘で確立した「いつでもたたかえる体制」を維持したまま、実

質的スト権をちらつかせ、今後の春闘交渉を展開する旨表明しているoしかし、結局はポー
ズだけでスト権を行使するとは思えないが、まさに課題解決能力の無さを自ら露呈している

に等しく、会社も見抜いているのであろうo会社が今回の混乱の中で見せた、 「社会の公器」
としての、第一組合の無責任攻撃に屈しない強い意思と徹底抗戦の構えに期待したいo
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昨年JR東労組は、 「実質的にスト権を確立した」等とは言いつつも、 「いつでもたたかえる

体制」と言い換え、カムフラージュすることに徹していた。しかし、今年に奉書王手二転、臆臆臆JB泉

質卸車掌臆牛と臣年前の音字ト韓確立:旦臆臆を明言し、臆臆臆前面に押上出土か膏`変化’を見せてい

主審JR東労組東京地本の宮澤委員長は、機関紙新年号(第367号1月1日発行)の中で、 「2017

春闘でスト権を確立していたこと」を明言し、昨年確立したスト権をもって2018春闘も闘う旨を

表明している。また、旬刊ACCESS 「2018新春特集号(下巻)第532へ534号) 」の主要単組

トップインタビュー記事で、 J R東労組本部の青/「倭員長も同内容を述べているのだ。

億すごと依　もうやあたのですね?!
-JR果弾組は、 JR勇足3O年という節目の年に、

国民・利用署・組合員を欺き、 「スト権を確立」していた! -

2017春闘に向けて、 J R東労組は「全組合員によるスト権確立の意思磋認の一票投票」を行い、

結果として82.3%の賛成を得だとしている。そして、 JR東労組の「業務部速報NO・74 (2017年

2月8日付) 」では、これを「実質的スト撞確立」と報じ、さらには、昨年2月の臨時大会では

代議員による投票を行い、賛成多数で「基質抱至上旛慈立を盤たるも互と.ふ_.上土⊇王も施主喜

体制を構築してきた」と表現した。また
の中で、 「格差ベアに完全終止符を打つ

J R東労組は、

と言う目的を

昨年6月の「第33回定期大会」の議案書

言う目的を明確にし、ストライキ檻の確立や循優を自

剖蛭蛙豊」などという、関係者をいっそう`煙に巻ぐ表現を用いていたoなお、既報(民主
化闘争情報N0.953)のとおり、畦年4月に産経新聞が朝刊トップでJ R東学組の子卜楕牢乎を学童堅塁轄
厳しい目を向けられたので、内外を欺き、誤魔化してきたものと推測されるが、 「もう大丈夫!」
とでも判断したのか。よく恥ずかしげ無く、都合よくコロコロと変わるものだo

ず鵜つと「スト権」を確立した状態のまま! 
一日確立してしまえば、A後は央闘争委員会の指令があれば、いつでもスト可能!? 

上述の東京地本の機関紙新年号では、 「昨年17春闘で績成30条里瓦と二三全組合員退去喜批准.
一票投票で績羞ベアに限定したスト横を確立しました息_._姐蛾_._掻差全項三度親と完全終蝿

打つためスト権を背馳こして全組合員でたたかい馳まき妻上島_.」部費」経営側遼.迫養魔王経

羞ベアを永久的追想絶しな↓掴答をした場合は,由衷闘急襲.貴会竣損金に養毛ま・〇・東京捜査逆上
7春闘で確立した「ストライキ撞」を背馳こしてあら迫る圭基を議長エ会組合員・球塩基づ工程永

久的砥纏をめざし起ち上っていく」との宮澤委員長挨拶を掲載oまた、上述の」迫剋生⊆⊆旦主

意⊥_藍逆」吉川委員長登」検量が1 8賽閲以降も櫨羞べ之璽醜慎重獲主と土盃な-ら⊥一哉皇道塩

生2月の臨大方針恥つでもたたかえる体制』を踏まえて速報基山至上劉.重合連戦節危優を

聾院宣ることになりま丸と述べているoそれにしても、 『1年前に確立した「スト権」を、目

的が果たされていないことを理由に、 「確立したまま」で今後も使い回す』という、都合の良い

解釈・手法は、世の中で理解が得られるものなのか。組合員はよく理解しているのだろうかo

寝l務ある組合貞
年が明けていよいよ春闘がスタートした。組合員に対

あカ予ろラ! !
して、 「闘え」と呪文のように繰り 返し、

スト権確立への半強制的な「賛成」投票を行わせて振り回しながらも、実はやる気の無い「ポーズ」

だけのスト権確立であれば、組合員が気の毒だ。もっと他にやることがあるのではないかo


