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JR東労組が、 2 0 1 8春闘に臨むにあたり、スト権行使を掲げて具体的な準備を進め
つつも　`七転八倒’した挙げ句、 3月16日には、自らが主張していた『格差ベア根絶』

とは真逆の会社回答を受けながらも即日　く完敗’妥結したことについて、この間のJR連

合「民主化闘争情報」でも明らかにしてきた。今後は、:組合員の大量脱退と内部崩壊が進
む中で、この間の組合員不在の運動を　`取り繕う’動きや、組織内部のJR革マルの生き

残り、組織温存に向けた動きを最優先として　`策動’すると推測される。
一方で、 JR東労組内の複数の地方本部(以下、 「地本」という)が、中央本部に対し

て「臨時大会の開催」 「新執行部の確立」を求めてきていたが、 JR東労組は機関紙「緑
の風　FAX版No.27 (23日付) 」等で、突如、臨時大会を開催することを明らかにした。

四囲間匪琶起四囲囲

4月12日「轄時大会」の囲偶を決定
臨時大会は、巷間ここでは、 JR

東労組のこの間のスト戦術をはじめとする運動の適否や、大量脱退による組織崩壊につい
て、現・中央本部役員らの責任を問い失脚させる動き、および今後の組織・運動のあり方
・進め方などが　`メイン議題’として扱われるのであろうと想定される。

含蹴大会や嚇デス′繭凄め居傷物・ ∴
そもそも、スト戦術については、一昨年秋一冬に行われた全組合員一票投票や昨年2月

の臨時大会における代議員投票で確立し、 2 0 1 8春闘に向けた中央委員会でも全地本が

参加のもと、 JR東労組の　`正式な取り組み’として機関決定されたものであったはず。

今更、主導した役員のクビをすげ替え、新体制を確立したところで、あるいは突如、労使
協調路線・スト戦術放棄路線に転じたところで、もはや会社や組合員、そして世の中から
は信用など得られないであろう。いずれにせよ、どのような臨時大会となるか、大注目だ。

励幹子親房葺移れ擁店轍と脚脅朝夕勅勘タ!
JR東労組内では、主に3地本(東京・八王子・水戸)が、 「会社・経営側が組織的に

不当労働行為を行っている」と喧伝し、 3月9日付で関係都県の労働委員会へ不当労働行
為救済申立を行ったことは既報のとおりだが、ホームページでは連日のように気味の悪い
「悪宣伝」が行なわれている。 「職場討議資料」も作成され、連合や他産別等に対して配

布・悪宣伝を展開しているようだ。また、一部国会議員に泣きついたのか、国会審議(3
月23日厚生労働委員会)で唐突にある議員から「不当労働行為」に関する質疑がなされ、
同日、中央本部がホームページで「中央闘争委員会情報N0.16」を掲載・宣伝している。
会社はJR東労組に対し、 3月22日付であらためて事実に反する情宣物の撤去・削除
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ごとく無視するだけでなく、率先して悪宣伝を継続している。会社の提起した　`今後の労

使関係の基礎となる6項目’の多くに従順な姿勢を見せるも、上辺だけの面従腹背か。生
鋭化し轟動する部隊を泳がせ、く主導権の掌握’ `復権’の機会を伺っているかのようだ

縦断塀か偽贈物’緒で執拗膨青筋’協動老練裏′ ′ ′

看
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JR東労組では、 4月6日に「第12回臨時中央執行委員会」が開催されたようだが、同日
以降、仙台・千葉・大宮など複数の地本が機関紙で、目を疑うような　`驚愕の内幕’を報じ
ている。同執行委員会では、以下の5点を確認したようだ。 「①中央執行委員長(吉川英二

氏)の制裁申請と執行権停止および組合員権の一部停止の緊急措置」 、 「②中央執行委員長

代理に、村田俊雄中央執行副委員長を指定」 、 「③中央執行副委員長・東京地本執行委員長
(宮淫和広氏)の制裁申請と執行権停止および組合員権の-部停止の緊急措置」 、 「④中央

闘争委員会の解散」 、 「⑤ `不当労働行為に抗する闘いの体制こ地本闘争委員会’の解除」 。

臨時大会の直前、 J R東労組の内部抗害が激化!?

役員2名に責任転嫁`シツボ切り’舶ぬ`頭切り,
2要言長(中央・東京)を「制裁申請」 、執行権停止・組合貝権の漢部停止

一部地本の機関紙によれば、 J R東労組の運動を牽引する立場にある吉川氏と宮澤氏の両

名は「中央本部の許可無く、組合事務所および組合施設への立ち入りを禁止」とされたよう
だ。 JR東労組の臨時執行委員会は、 4月12日に控えている臨時大会の直前に、スト戦術の
七転八倒と組合員の大量脱退"内部崩壊の責任を2名の役員のみになすりつけ、さらには「制

裁」を申請するという戦慄の展開が繰り広げられた。極めて異常な言動・組織運営を自ら白
日のもとに晒し、自滅の道を走り出したことに対し、内外から驚愕の声があがっている。

J鯛鶴醜粥腹へ「利勝衛は労働爛蹴った」旨の艶物勝る!?
一方で、これまで沈黙を貫いていたように見える上部機関・ JR総連の役員は、呆れたこ

廟公開され
ていない) 、: 『JR東労組のスト戦術が労働協約に違反する行為であった』旨や、 「2名に対

する制裁申請や緊急措置がなされた」:ことを説明して回っている。:あたかも、:間違った運動
匪酬田園閣園嗣臨調聞園田囲　四　　国間園田園田閣困圏困四国間琶田圃回田田沼

そもそも、この間、ありとあらゆる機会において、 JR総連・ JR東労組内では、スト戦術
の是非について　`皆で議論’のうえ組織として是認し、 JR総連「春闘」を牽引する運動と

して祭り上げてきたのではないのか。実際のところはアンダーグラウンドで、全体主義的な

組織運営と運動内容の決定がされていたのか。いずれにせよ、組織全体で正式に機関決定し
た運動内容にも拘わらず、一部役員のみに責任をなすり付け、袋叩きにしてく切る’という、

理念も責任感もない　`醜さ’は、 JR革マルの常套手段とも言えるか。見るに堪えない…。

離牝否の鶴2離紡?瀬棚掘別物鰯陸覿禍尉鰯弼袴脇母′ ・

制裁申請の理由の1つに、:大宮地本や千葉地本の機関紙では、:宮澤氏が「秘匿すべき情報
を分会代表者会議で明らかにし、:組合の目的および事業の遂行を妨げる行為を行った」こと
が挙げられている。組合員の民意に基づき運営されるべき組合機関の代表役員に対して　`話

されるとマズい,内容とは‥"。このような広報をすること自体が異常だということを自覚し

ていないことが「組合員不在の労働運動」を象徴していると言えようが、なりふり構ってい

られないのだろう。壁時大会の代議員の中には、集団で欠席することで大会の成立要件を満
たさず、流会させることを目指す策動も一部散見されるよ,うだ朝
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JR東労組ば4月12日に都内で「第35回臨時大会」を開催し、体制刷新派(反本部派)

が表向きの従順路線を打ち出すとともに、中央本部及び東京地本の委員長2名と、武闘派3
地本(東京・八王子・水戸)出身の中央本部執行委員12名を対象とした「制裁審査委員会」
を設置することを決めた。また、運動方針に関する動議としては、 「労働委員会への不当労

働行為救済申立3つの一旦取り下げ」と「地方区選出の中央委員について、各地本の基礎数
を3名とすること」が賛成多数で可決されたo賛成多数といっても、内訳は、彼らが機関紙
で報じている内容を見れば、概数として「賛成135前後、反対95前後、棄権5程度」となっ
ており、武闘派3地本選出の代議員(部会選出を含む)を中心に反対票が投じられているこ
とが推測される。それ以外の体制刷新派がかろうじて数で押し切ったということだoなお、

に欠席した機関もあるという‥・代議員の欠員も30程度発生し、新潟地本などのよう

輔弼向きの主醜矧、一服貝へ嶋髄鞘「醐蝿軸醐輔」粥川

J晴訓醐壷脚川東剃固ま
`力抽’欄

武闘派3地本は、当日は臨時大会と同じ時間帯に別会場を予約しており、方針の違い等
から、臨時大会をボイコットするかのような動きを見せていた(JR東労組発行の「緑の

風(2018年4月18日付) 」にも同内容が記載されている) oまた、臨時大会前日の4月11日霊藍
べてを内外に明らかにし、脱退強要をやめさせ、組合員が安心して働くことができる職場

をいち早く取り戻す(後略) 。 」などと表明していた。

譲襲輩襲襲襲驚輩毒
場内の混乱を助長させるかのような悪宣伝を展開しているo武闘派3地本は、 J R東労組の
有する莫大な資金力を是が非でも手放さないためにも、ひとまず面従腹背して組織を離反し
ないとの判断を行い、定期大会における主導権の奪還を画策している、との見立てを行う関

係者もいる。定期大会にむけて、過半数の代議員数を握るべく、専門部会からの選出代議員も詑こ盤藍哩
この間の不透明な
でも言いたいの

じているの

げ、風通しの良い組織に生まれ変わったと
iノンXロブ、」ノく重二　H　　ヽ　I岬/　‾.’‾’■“‾∴“‾▼1‾“一丁′-　‾ .′「「

露を選炭繭謹薄紫嘉詫馨藷豊藷
機関運営や個人追及運動を棚にあ

繋盤藩襲輩
は、現場長や管理者に必ず相談してください」などという社内呼び掛けは、尋常ではない。
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5月9日、 JR連合のジェイアール・イーストユニオンIJREユニオン1」ま、慕京地親こおい

て3名を組織拡太したQ全回の組織拡大は、当該3名が.自.分をち鍛将来_.葛会社璽授悲喜自主澄裏

の組合役員らの地道な世話役活動が融合し結実したものである

た、東京地本や職場

ジ士イア+ル・イーストユニオン ��

脚本が3名の組織拡大! 

廟日本の招来を考え下し棚! 
J仔Eユニオン・悌含腰する 

全回8万2手合の仲周と共脚する!! 

組合員不在のJ R東労組運動にもう見切りをつけませんか?
4月12日、都内にて開催されたJR東労組第35回臨時大会は、まるで前段で何事もなかった

かのように混乱もなく閉会した。同大会では、吉川中央執行委員長、宮澤東京地本執行委員長お
よび東京・八王子・水戸地本選出の中央執行委員12人に対する制裁審査委員会の設置、各労働委

国語彊麗語麗彊閣語意琵琶頴謡
マルに支¥ようがないな動きはを図るよ

配されている組合幹部たちの独り善がりな無責任な分裂抗 Jだったに過ぎない

裾野が広く労働集約型産業であるJ R東日本グループには
まともな労働組合が必要不可欠である

現在、 3万数千人におよぶ脱退者のうち「社員会(社友会) 」に所属している社員はおよそ半

分であり、残り半分はまったくの無所属状態であるようだo 「社員会(社友会) 」も労働組合で
はない。 5月8日の慕洋経漬オンラインでも「大企裳になればなる.蛭と、__現場王墓三三三吏盃主
、 .〇 、 ,甘口言寄三ふ　　　人ふI I賀,I工や」」　◆..十重.巾↓章1、」_ワ・着lし)こし馳†　ノ　亨ゝ二乙∴∴ 」寄与セロ事、、仁・憾⊇・魅・キ高書ん・吉三・とふ/1之、 、一　山

も多い。さらに、艶蛍条件・環境の改悪が待われた場合ゝ○○.会蕉側と.国儀愛護でき五線蛙労組窒虻
だ上　と指摘している照

また、日経ビジネス(5月7日発売号)において、連合監視鞋里室生会長は嶋親的追迫覚優

関係を回復し」長期的には複数ある営繕が1つになるこ一と澄望善_虹二」_.土鎚駿も奉迎適し〇・
JR連合は、多くのグループ会社・協力会社とともに多角的な事業を営むJR東日本グループ

には労働組合は必要不可欠であるとの認識のもと、 「社員会(社友会) 」加入者を含む組合未加

入者らを真に民主的なひとつの組織に結集するよう働きかけを強化していく〇

台こそ雌含・葛僻ユニオン附しよう!
自らの例言を共に附ラ!
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5月19日、産経新聞朝刊で「車両や線路内　妨害行為急増」なる報道があった。同記事には、

『J R東日本管内で4月ごろから列車の乗務員室扉の内側が損傷したり、設備が待ち去られた

りする妨害とみられる行為が多発していることが同社への取材で分かった。 4、 5月で計200

件以上に及んでおり、一部の行為については警察へ被害届を提出』とある。乗務員室扉の内側
が何かで叩かれたように凹んでいる痕が多数発見された事象や、トイレットペーパー不審火、

線路内に自転車などが置かれる事件のほか、 4月12日に郡山駅(福島県)では、停車中の車

両が転動し500メートル先に留置されていた車両に衝突した不審事象も紹介されている。

卓を面の器物彼綻・搭弼窃盗・石島火など

悌日本管内砲艦妨害南朝修第〃
JR東日本会社は、 4月23日

ージを社

生していま

において

よる「職場 正について なるメッセ

ごすことが

した。続いて4月末には、乗務員職場の掲示板に
「車両不具合を発見したときは、速やかに関係

黒業主蓋鑑豊津輩萎
げられている

注意喚起と警戒を呼び掛ける書面が掲出され、

ゴム破損

いずれも自然に発生したも

生している

のではなく明らかに人為的と捉えられる事象ばかりである
しか起こ

しか

に、社長名

為については警察へ被害届が提出されてい

を明示して↓

るが、こうした犯罪が人知れず頻繁に行われている

こと自体、気味悪く信じ難い。なお、関連性の有無は不明だが、 5月12日にはJR宇都宮線

赤羽一浦和駅間の線路内に立ち入れないエリアでの自転車の投げ込み事件も発生している。

適姦婦為結締膏欄観潮や斑章雄雷雷韓が績藷
1990年のJ R総連のスト権確立・委譲提起問題を端緒としてJ R労働界の混乱と分裂が起き

たが、同時期にも多くの不可解な事象が発生した。 1993年6月10日には、岐阜県関ケ原町の

東海道新幹線上り線のレールにワイヤーロープが巻かれるという事件が発生、その2カ月後に
も滋賀県彦根市の東海道新幹線下り線のレールにチェーンが巻かれるという列車妨害事件が

150本の置き針が発見された。
発生した。また、同年8月から5ヶ月間にわたり新幹線車内で約

「マングローブ

が起こる

テロリストに

している

置き石事件や列車ドアが接着剤で固め

アが追及 るたびに

週刊誌で同氏記事の連載が始まった2006年にも

られるなどの悪質な事件が首都圏内で頻発して いた。

繊艶額監事認離輔弼観潮醜聞醐雷揖聯鶴樹卑

産経新聞が取り上げた昨今の彩しい数の不審事象や妨害行為は、 J R東労組が今春闘で取り

組んだスト戦術を端緒とした組合員の大量脱退等の組織混乱や、労使関係が緊迫化している中
で発生しているわけだが、関連性の有無は不明だ。但童毒力ミ、何らかのメッセージを発して山

繭_いずれにせよ継続的な警戒が求められ、警察の捜査等によって、
一刻も早くご利用者や善良な社員が安心できる状態になることを祈念するばかりだ。
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J R貨物は、平成30年度事業計画で、物流業界における事業環境が厳しさを増しているこ

とを背景に、 「世の中の変化や多様な働き方・価値観にも対応し、生き生きと働きがいを持っ

て仕事ができるよう、平成31年4月の人事制度改正に向け準備を進める」ことを明記したo

既に組合との間で労使協議を行うなど、制度改正に向けた動きを本格化させているo
そうした中、 JR総連傘下の日貨労は「新人事賃金制度専門委員会」を立ち上げ、 「職場討

議資料・第1弾(以下、討議資料という) 」を作成・配布し、職場討議を行っているようであ
るが、討議資料には、根拠のない他社制度の悪宣伝や意味不明な極左思想が列記されているo

雌幼子新人事・賃金搬」の鶴費にむ確、日貨労r鰐甥弼開脚・芳1勧

賃金は、次世代の労働者の驚屈資金’〃?
-悌「日貨労」内では、鰯潮を何飢鰯中-

よれば『中期経営計画2021に関する覚書で「社員が活き活きとし、公平公正

で仕事のやりがいにつながるような制度の確立にむけて議論を行なっていく」唖蔓ヱ」」ことを

蒜驚議藤
りか、事業内容や規模も経営体力も全く異なるJ R東海やJ R西日本の人事・賃金制度につい
て事実と異なる悪宣伝・批判を行うなど、支離滅裂な内容となっているoまた賃金の概念につ
いては意味不明な論理が披渡され、資料を読んだ組合員は強い違和感を覚えたのではないか。

濡廟湾庸雄あそ研磨腐碗両署書画朝醇顧

価譜器料監護霊豊艶
えるため

討議資料に

はないと_い
者をつくるた蹴る臆ための賃金で

章票露語藷藷雫撃露盤続課震雀驚譲葉露

開園醒薩認閣閣圏圏圏壁間圏圏
ること

に食事をし、一幽

金ばなしんの寺小屋
東労組に相当浸透している極左暴力集団「日本

革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(草マル派) 」の思想や考え方を、日貨労の組合

ヽ-　　　‾　　「　　　　i‾　　　○○　　　●　　一一‾　ヽ-i　　　　　　"　　　「　　　　　　　　　　　　　‾i‾○○　　‾‾

員に浸透させていくことを企図していることが窺える〇

台変わ男鹿離宮溺嘲繭細事
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日貨労は、制度改正について、 「社員間を分断し競争を煽る制度には反対」 「鉄道貨物輸送

で働く者に相応しい人事賃金制度をめざす」 「これまでの改善要求の実現」 「組合員の知恵を

結集し労使協議の強化」の4点を基本スタンスに据え、今後具体的な取り組みを展開する、と
しているが、現時点で労使の考え方に大きな諦離があるとの認識も示している。彼らが標梼す

る「いつでもどこでもどこからでも闘える組織体制の確立」で、スト権行使を含むあらゆる戦

術を駆使し会社と徹底抗戦するか、それともJ R東労組の組合員大量脱退を目の当たりにして

蛸壷に入り、 ・抗うフリ,のみで従順路線に走るのか、今後の労使協議の行方を注視したいo

土JZ2_三上だ。_言い換えればJ R総連及びJ R
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5月19目の産経新聞朝刊で「車両や線路内　妨害行為急増」と報じられて以降、同月28日

には読売新聞が、同30日には毎日新聞、日経新聞、東京新聞が、それぞれJR東日本管内で
発生している様々な妨害事象を紙面に掲載したoさらに6月4日には、産経新聞が再報すると
ともに、 NHKニュースが「JR東日本妨害相次ぐ　警察と連携して対策へ」と報じたoさら

には朝日新聞も同5日に社会面で大きく取り上げたo多くのマスコミが、今年2月以降にJR

東日本管内で多発している不審事案に対して、動向を注視しており、その関心の高さが窺える0

2月中旬以傍、およそ430件、毎月現物! !

多発するJ仔東B本管内の欄
一聾寮当局が"今後エスカレートする研鰭嬉"魯示唆-

J R東日本によると、線路に自転車が置かれるなど列車の運行妨害が疑われる行為が、首都
圏に限らず岩手県や長野県内など管内全域で相次いでおり、すでにその数は累計430件にも達
したとのこと。 JR東日本は、少なくとも3件、警察に被害届けを提出している模様で、この

ぅち今年4月12日に発生したJR郡山駅構内において停車中の列車が車輪どめを外されて無
人のまま流転して留置していた機関車と衝突した事案については、威力業務妨害の疑いで警察
に被害届を提出した。
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なお、不審事案の中で、車両の乗務員室に設置された鉄製の扉が壊される事案が50件近く

発生している。いずれも、乗務員室の内側から壊されており、内部犯行の疑いの可能性もある
ようだ。 JR東日本の深溝祐二社長は、 「部外者が入れないところで起こっているものは、そ
の時々でしっかりとチェックする」とコメントしているoまた、 5月17日には、 「悪質で許

しがたい事象が広く発生している」と通達して社員へ警戒を呼びかけた。

JR東日本会社は、妨害行為が相次いでいることを受けて、 6月4日、管内の17都県の鉄
道警察隊長や各J R支社の担当者らが出席して協議会を開催したo J R東日本の松木茂常務は
「利用者に心配をかけて申し訳ないo警察の指導を受けながら、防犯カメラ設置や巡回強化な

どで万全の態勢をとっていく」と報じられているoこれに対して、警視庁の近藤義宏隊長は「こ

ぅした事案は徐々にエスカレートする可能性も否定できず、ひいては大きな事件事故につなが
りかねない」 「軽微な事案でも鉄道の安全安心を脅かすものは看過しない」と対策を強める姿
勢を示したとのこと。

なぜ不審事案が増えているのかは不明であるが、 3万2千人を超える脱退者が発生したJ R

東労組は、 6月6日付で発信した「お客さまと鉄道で働く者の命を守るために、悪質極まりな
い鉄道妨害を断じて許さず、安全運行を確保しよう!」なるコメントの中で、 「『内部犯行説』
を想起させるような報道がなされています」 「内部犯行がでっち上げられ、たたかう労働組合
が弾圧された歴史的教訓を私たちは忘れてはなりません」との見解を示したo

---}-~「---一一- …---　-、一----- -一)--い---- -----〆-　--青--、……→------ -----)皿-- ---- …---- ▲小川′-叫-- --▲ …　一-〕 -一一〉-- - -- )一㌦‾〆‾‾

燵塑塑堪難壁垣膨難およぼ瑚捻包ある! 2
JR東日本をご帝」用する多くのお客様は、これらの多くのマスコミ報道によって、通勤や通

学など日常の生活にも影響してくるのではないかと不安を感じている人も少なくない。
鉄道の安全・安定輸送を妨げる行為は犯罪であり、許してはならないoまた、 2020年に東京

ォリンピック・パラリンピックを控えた首都圏において治安問題としても不審事案を放置する
ことはできない。
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JR総連は、 6月3日へ4日にかけて、ホテルイースト21東京で第34回定期大会を開催し、

新体制を確立した。榎本執行委員長をはじめ多数役員が続投する形となったほか、組合員数が激
減しているJ R東労組からの選出役員は専従を解除されたo一方で、関係者を大きく驚かせたの
は、故・松崎明氏(元JR東労組の元会長、草マル派創設時の副議長)のボディーガードを務め
た値域郁・氏(元参議院議員)が、同大会で新たに執行副委員長に選出されたことであるo

J R縄第34固定駅舎で、異様棚人間と怪し鵬組織の弼化

川東脚配剤績隷・害帽を`棚脚で鈍足・難蹴
~故・松醐氏の韻を即たボディーガ"ド・日脚氏が棄脚脚韻長に! ~

JR総連は、大会特集号として、 JR総連第239号(6月15日付)を発行し、同大会の内容
を報じているが、同大会は、執行委員長の冒頭あいさつから書記長総括答弁に至るまで、主とし
てJ R東労組の組合員大量脱退やスト戦術が焦点化され、総括答弁も`異例の扱い’として、こ
の話題に特化した内容で行われた模様だo J R東労組が4月の臨時大会で決定した中央執行委員

蓋諾譜窯護登藷蓑監護盤芸競董
謹圏国璽国璽臨謹詔圏閣閣圏圏語請謁圏閣謹話

仮に吉川氏がJ R東労組の中で、独裁的に突っ走ったと

こち赤き本当毒ったとしても、産別として、具体的にはどのような見解を、どのような形●文言
で伝え、吉川氏の言動を変えようとしたのかe後からならば何とでも言えることだ。榎本執行委

員長は、 「 J R東労組指導部による運動上、組織上における欠陥が組合員脱退の大きな要因だと
推測できる。 」などという・他人事コメント・を発するとともに、 JR東労組には「組合員が脱
退せざるを得ない事態に至ったこれまでの運動上、組織上、指導上における総括を直ちに開始し、

全組合員にその総括を明らかにして、組合への再結集を図る取り組み」を要請する旨述べ「J
R東労組本部に18春闘での議論経過と指導上の総括の視点を提起(3点) 」した。 `第一の視

点・である「初期の目的であった『格差ベア永久根絶』という要求が前進したのか」については、
「ことごとく頓挫していることが明らか」と、 JR東労組による自発的な総括を要請する傍から

上から目線のダメ出しを行った。総括答弁では、戦術以前に` 「格差ベア根絶」という方針自体
が誤りであった(方針としてなじまない) ・とか、 「大きな判断ミス」などと切って捨てたo

唖百歩譲って

韓J R棄労組を憂う全車 異口回章9狸班凱」

また、 JR東労組東京地本一部OBによって、 4月26日に結成された「JR東労組を憂う会」
なる組織が存在することが同大会で明らかにされた。国会は、そ?窄畢筆写に雫と二千二三・雫学畢

りと闘争破壊を絶対に許してはならな
外を「犯

行部について「歴史的を「御用組合」と断定し

の破壊としているそ

東労組関係者間の　`内輪もめ’

二の得体のしれない組織や、今更ながらのJ R

か。冷静に分析する必要がある。

いずれにせよ、一部の役員や一部の抱本を`内部敵・として切り捨て、元仲間同士で罵り合う
/I、　ノ・ノ　′Iお。」Iノヽ■ l′l`　H l‥}　　‾　　　　i　' ’’“~　i‾　　_

様や、自己保身に走る役員・組織の姿を見て、誰が信じ、総結集しようと思うのだろうか。 「 (前
略)平和・人権・民主主義を守り抜き、組合員のための当たり前の組合活動を全組合員で実践し
ょぅ!」なるスローガンの何とも白々しいことか…o
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重宝萱監督吉課業輩…貴葦董芋輩芋
第2回は6月18日発売号で「JR北海道労使癒着の深い闇」と題し、経営課題が山積のJR
北海道と、第一組合であるJR北海道労組(北鉄労、 JR総連加盟)に鋭くメスを入れた。

励糊鰯繊仰動鶴絡/伯〃/~)

第2回目は、 「JR北海道労使癒着の深い聞」
醐脚のV昭雄働鋤爛轍渚へ初動

同記事では、北鉄労の機関紙「ひびき(2017年7月7日付) 」の掲載内容から部分的に表面

化していた、北鉄労の札幌運転所分会に所属していたA氏の制裁(除名処分)について、背景
やその後の詳細な、かつ衝撃の事実関係を報じている。

常軌を逸する活動

「組合員の除名処分について」なる書面からの情報として、 「15年11月、札幌運転所分会

が、不祥事により懲戒処分となったB元組合員の調査を行う過程で臆耳元担合早郊公安草案と
関係を持ち、 3年半にわたるスノ廟の求めに

ことを自らしていた

「A氏はB氏に提
姐を否定する組織破壊文書>も含まれていたという判>し、資料の中には<JR北海道

などと掲載。また、組合関係者の情報として、 「旦逆鞘勘蓬していを狂喜臆臆臆会社蓬髪臨
組合員宅を、組合が“捜索,,するなど、およそ普通の労働組合の活動では理解しがたいo 「そ

ほかにある
してもこの

だろうか。 「北海道警がJR掴

警察に渡されると不味い資料でもあるの
道労組の情報収集をしていた理由についてはいうまでもな

止主音書道掌にとって、革マル派と密接な関係にあるこの組合は監祝対象だからだ」」
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好移り塾勲_⊥雄雌

謹選諾繋襲繋繋繋襲
再びA氏への制裁前後に話は戻るが、 「除名処分が決定される前の16年11月、 A氏は釧路

支社に異動になったが、異動先は入社以来一度も経験したことのない「指令」で、 A氏周辺で
註、組合の意を受け会社が畑違いの部署に飛ばした、と解された〇十空運早氏.1早書中些

に『釣りに出掛ける』と言って外出したまま連絡が取れなくなり、翌
は不明だがつかった

今年の1月11

R北海道の らえている

と掲載。そして、 「 ではない

4カ月後、石狩昆虫軸 尚俊社長も∴その二人だ」」

とし、次号(6月25日号)で、初めて明らかになったその真相を報じるとしている

「「廟ちかにされ五一一∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴丁重マ　派と　贅な弱　のゴ　剃　よ　会社　屋度釦と闇深さ　ブ

睦の最大・支援を受ける会社で、このような異常な労使塑隼を放早してはならi聖±』
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組合員の大量脱退で組織瓦解が進む渦中のJ R東労組は、 6月13日、さいたま市文化センタ
ーにおいて、第36回定期大会を開催した。すでに組合員数が1万5千人を切っている事態にま

で陥った同労組は、定期大会を異例のl日開催とし、 2018春闘が「大敗北」であり、方針・戦

術の間違いを「間違い」と認める総括を行い、新執行部を確立したようだo ⊥荻生上長基質進を
創生する」臆臆臆臆臆ら_主上逃し上旦総連蛙酬酬役員人事が行われた」

.健脚芳36脚を励弘‥欝眉の新郷

前脚の臨部中枢にい樟諏ら三役が、新執行部三役へスライ糟任!

撥籠繋讃葦彊馨讃霞竃
『三役での打合せもない中、スト権行使の戦術等を独裁的に決めて打ち出し、突っ走った』」 「疑
問があった」旨を述べたことが掲載されている。撞箋覿隻剖図三と旦一迫担社主ず」善書臆うで∵二二他

人婁」蛍。さらに也旦垂捜鎚幾重で、 「制裁対象者(中略)に責任をなすりつけているわけで
はありません。この間、彼らは組織決定や運営に対して、それを逸脱したことから制裁審査委員

会が設置された(中略) 、 18春闘の責任をとって制裁対象者になっているわけではありませんo 」

嚢輩輩襲襲藁襲襲露
発足! !」とあるが、会社も脱退者も、もはや相手にしないであろうo

「J R素常組を覆う会」は

「J R東労組を覆う会」メンバーを、 J R総連やJR東労組は自分たち現役世代・ユニオンの

総団結を阻害する・組織破壊者,と敵視するが、実態はどうかo 「憂う会」ホームページも立ち
上がり、本格的な・内輪もめ,が始まったように見えるo産別・単組ともに現`主流派’の連中

が口を揃えて-斉に「憂う会」の猛批判を展開し、内外が目を向けるように仕向けていると映るo
3月に関東の車両系統職場で結成された「新鉄労」や5月に新潟で結成された新労組に対しては、
こら聞古とんど無反応に等しかった連中が、去会を磯に、 `一部旦旦-ら’.華甲享華常を、里親覇葦
革マル派の代表的な手口である。基軸曲直雌鼻
血髄鞘之ええと主軸
五㌔七達也蓮蹴鞠臣勃法上組合」を主曲糞力との主潮艶」蛾
逆醐上程直走も遼_現実問題、 `革命家,が数名いれば、都市圏輸送はいつで
も麻痺させることができると言われるが、 “組織を戦闘的な革命組織・集金装置に変えていくた
めに少数先鋭化させて贅肉を削ぎ落すべし・,という方向性は、カリスマ指導者が生存中から、草

誓讐霧器墓室議義繊織蓑藁
といった構図

合わせて良く見ていけば、轟きの真相が見えて
前に迫る。オリンピック輸送を人質にしようと

んで動く

か…?。今後、気になる

知 らされずに

反主流派3地本の動きも

くるかもしれない。吐ずれにせよ、 2020年は目
までに強く しれない…
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窒董童話覇
道止組合介入』を許した経堂」と題する記事が掲載されたo J R北海道の『異常な労使関係の
犠牲者』の一人、故・中島元社長の自死の真相に迫る内容となっている。

JR北縄と鵬勝が菜い槻像を絶する``知られざる聞’’
欄酬猶鰍歓醐醐揚脇~
同記事は、 2011年9月に起きたJR北海道社長の中島尚俊氏の自殺の動機について、 「11

年5月に石勝線で起きた特急列車の脱線・炎上事故と、同年7月に明らかになった、労働時間
のルールを定めた『36協定』の違反への対応に忙殺され、心身ともに疲弊したからではないか

三豊盤
された』歴史だ。そして、それはJ R北海道の歪んだ労使関係を赤裸々に示す証拠でもあるo 」

当時背景として、 2011年7月に札幌中央労働基準監督署がJ R北海道に対し、本社計画部門
での36協定違反の是正勧告を行った事案が挙げられている。 「違反に、 J R北海道労組は会

社への態度を硬化させた。国交省への報告書の作成には組合の協力が不可欠だったが、これを

拒否、 36協定違反を徹底的に糾弾した。 」 「避らが突然、 36協定違反を中越.にし享の早中
島社長と島田修総務部長(当時剛」という。醐

していたがメスを入れ、

春繭書巻岩盤:謹籠
2012年子会社に転出(事実上の更迭) 、中島氏失藤はその5日後であったo畠田旦担当睦、臆、上皇

¥とダメだ ていたとい

中島社長失踪の直前に組合側から提示され締結に至ったぐ合意文書’では、 <今後、社長-
> <⊥上之総務部長一書記長、専任部長一交渉部長を基礎とした関係を深め… (後略)

「月一懇
委員長、

との関係確立、臆現場と分会との関係確立

とのコミ ユニケーシ

中略)こね宝玉酬二>といった文

孟龍三悪霊盛会
末尾に「こった。にも拘わら

とい‾ぅ文言が加えられた。同文書に基づく労政は、島田氏が社長として戻る2014年までの2

護憲轟鱒
し、労政転換と体質改善を・期待したはずの人事を断行oその後「トップ懇」 「月一懇」は
行われておらず・現場協議,も横行してはいない模様だが、単独維持困難線区間題など重大な

改革を望む者を落胆させるプレスが
R北海道労組と親密な

経営課題が山積する中、埜18年6月の会社役員人事圭は、
なされた。 「
ち2人は

いずれも あった人

めてきた

な毒で去るわけがない」と総務部OBは言うo経営の中枢を蝕む革マル派と関係者を排除せず
して会社の健全な再生はあり得ない!内外のすべての関係者が強く認識し行動するべきだ!


