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私たちJ R東労組東京堪本は、第4 1固定期委員会を滝野川会館において開催し、 1 8春闘勝利! 「格

差ベア」を永久的に根絶するために、スト権の確立を背景にして「あらゆる戦術」を行使して全組合員で
たたかい抜き、安全衛生委員会の議輪の充実と労働者の権利意識を高めることを通じて事業場単位の締

結と、安全第一で健全な職場の構築に向けて組織の総力でたたかいをつくり出していくことを確認した。
1 8春闘は「格差ベア」の永久的根絶と共に、全組合員一律6, 0 0 〇円引き上げと定期昇給の実施を

はじめとする要求の満額獲得、回答指定日に回答を引き出すために全組合員の総決起でたたかう。

申1 3号交渉は、会社と格差ベア根絶を確認できず対立が鮮願郎こなり、労使の紛争状態はさらに悪化
した。そして本部は、 2月1 6日、現在の労使紛争を打開するために、ベアの基本概念に立ち返り、闘申

1号で「所定昇給額」を算出基礎にしないべ-スアップの実施等を求める緊急申し入れを行った。
「格差ベア」の狙いは、所定昇給額を算出基礎とすることでベアを曖昧にして年功賃金を形骸化する

「ベアの否定と破壊」だ。定期昇給とベアは明確に分けて考え、両方維持することが大事である。そのた

めに、所定昇給額を算出基礎にした格差ベアに終止符を打つことは絶対に譲ることはできない。そもそ

も今日の紛争状態は、会社が2 0 1 2年の人事・賃金制度導入時に「ベアのあり方」を意図的に隠し労使

協議を行わなかったことが轍こ発していることを明確こする。
“ベアにまで格差をつける必要はない"これが組合員の声だ。労働組合として格差と差別は断じて認

めることはできない。意図的な報道がある中で賛同・支援の声がたたかいを後押ししている。東京壇本は
いかなる妨害策動を跳ね返し、自信と確信を持って、闘争掌編指令に基づいた「指名スト」や「非協力闘

争」など「あらゆる戦術」を行使してたたかい抜く職場体制を構築していく。そして「格薫ベア」の永久

的根絶をめざし、退路を断ち、不退転の決意で挑んでいくものである。

現在、東京支社をはじめ各支社で労働基準法違反が発覚し、その実態は異常だ。組合員の「命と健康」

を守るために労働基準法違反撲滅と超過鞄務縮減を実現しなければならず、各現場における安全衛生委

員会で具体的に議論し、その質と強化を図ることだ。積み上げてきだ労基法勉強会や労基署行動で「労基
法は労働者を守る法律であり、労働者を鍛える教科書だ」の言葉に表されるように、組合員の権利意識が

高まっている。全組合員で労働者の橋利意酸を学び、第三者機関を活用しつつ、事業場単位の締結をめざ
し分会組織を強化していこう。

今、鉄道会社の最大の使命である「安全」は非常事態だ。東京壇本は「安全の意見書」や「J R東日本
の安全は“非常事態持なぜ『福知山線事故前夜』と主張するのか! 」 「職場実態アンケート調査結果に対

する私たちの考え方」 「3 〇年提言」で、経営側の安全や人材育成に向き合う姿勢を指捕すると同時に自

らの職務に真筆に向き合い全うすることを訴えてきた。しかし今日の事態は、同穣事故・事象が繰り返し

発生し、輸送障害も多発するという事故の連鎖が止まらない。今重要なことは、人間に力を蓄積させ、鉄
道業の専門性を重視し仕事に誇りを持てる、安全策-で健全な職場を構築していくことである。そのた
めに、事故予防委員会や安全衛生委員会の活動を強化し、安全で安心感の持てる職場を創造していこう。

営業職場はこのl年間の職場からのたたかいで「続集する力」を培ってきた。そして、全組合員の行動
により要求を実現できることを証明してきた。昭和採用から平成採用へのバトンゾーンを迎える中で、

1 0年先の職場を見据え、エルダー雇用の場の確操を前轍こ鉄道事業者の使命が果たせる職場と営業の

プロを育成できる「組合案」実現に向けて、分会運動を強化していかなくてはならない。

今後の人口減少社会を踏まえると、蝿方ローかレ鉄道の維持・存続はJ R東労組の重要な運動の柱だ。
3年間の「デスティネーション只見」で培った地域との信頼を基に、只見線が全線開通する2 0 2 1年

まで「只見町地域おこし協力隊」を全支部で取り組み「第二のふるさとづくり」を進めていこう。
時代は大きな転換点だ。憲法第9条改悪、国民投票の動きが加速する中で、立憲主義と平和憲法を守

り抜くために国民投票に勝利していく。そして``唯一の戦争被爆国"として「戦争のない核のない平和な

社会」をめざし、核兵器禁止条約批准に賛同する広範な連帯活動をつくり出していこうではない彊

JR東労組結成3 1年目を迎え、新たなたたかいの堪平に立った。将来のJ R東労組とJ R東日本会

社を創造するために、今こそ全組合員の英知を結集し、安全第一・現場第一主義、人間尊重の健全な職場
を構築しよう。そして、積み上げてきた組織の団結力で「格差ベア」の永久的根絶と要求の満額獲得に向
けて、全聴場からたたかいに起ち上がろう!

以上、宣言する。
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東京昭四囲N謂三三≡
1 8春闘勝利=　脱退策動やあらゆる妨害をはねのけ

要求満額獲得と「格差ベア」を永久的に根鮭するために、全組合員が総決起する特別決議敏

本部は、第4 4固定期中央委員会で工8春闘方針を決定した。その内容は、 ①全組合員一律6タ

〇 〇 〇円(定期昇給含まず)、 ②格差ベアを永久に根絶するために、確立しているストライキ権のも

と、あらゆる戦術行使をして全組合員とたたかい抜く、 ③グリーンスタッフ組合員の基本貸金4,

0 0 0円引き上げ、エルダー組合員の基本賃金4, 0 0 〇円引き上げ、 ④企画部門で鰯く組合員の

課員手当を要求する等である。東京地本は全組合員の総決起で、要求満額獲得に向け突き進むもの

である。

「格差ベア」の永久的根絶のたたかいは大きな山場を迎えている。 2 0 1 4年の貸上湾で明らか

になった「格差ベア」に反対するたたかいは、職場からのたたかいを4年間積み上げてきた。最後

まで、手を緩めることなくだたがい抜こう!

2月6日の本部申1 3号交渉で確認されたことは、 ①格差ベア根絶を確認できなかったこと、 ②

2 0 1 2年の人事・賃金制度の導入時にベアの手法に関して労使議論を行なわなかったこと、 ③会

社ほ所定昇給額を算出基礎とした「職責に応じた処遇・わかりやすさ・納得性・公平性」を踏まえ
ベアを決定する考えは捨てていないこと、 ④ 「職責に応じた処遇は管理職手当等の増額によって実

施する」とした議事録確認が守られていないこと等である。本部は会社に対し「スト権行使も含め、

あらゆる戦術行使の手続きに入る」ことを通告した。そして、 2月9日に開催した第44固定期中

央委員会では格差ベア根絶のために「ストライキ権行使を含むあらゆる戦術を行使してたたかい抜

く」方針を決定し、同日、中央闘争準鰭指令1号を発出した。

東京抱本は、中央闘争準備指令に基づき「格糞ベア永久的根絶」の要求貫徹のために、総対話に

よる組合員との議論で、聴揚からのたたかいを強化している。組合員からは「格差ペアは職場が壊

れる」 「格糞ベアは人間の否定であり、子供の養育や生活の維持・向上にまで擁護・職責を反映させ

るのは企業として度を越している」 「会社を良くするためにたたかう! 」等、会社への怒りの声は高

まり、運車職場では「指名ストライキ」を決意した組合員は1章　20 0名を超えるまでに達してい

る。たたかいの目的は「格差ベアの根絶」であり、戦術行使は要求を実現するための手段であるこ

とを明確にし、本部一本社間の闘申1号『「所定昇給額」を算出基礎にしないベースアップの実施等

を求める緊急申し入れ』の要求貫徹をから取るために職場からのたたかいを強化させよう!

2月1 2日、産経新聞が「JR東労組、スト検討」の記事を掲載した。東労組の要求を「定額ベ

ア永続要求」と意図的に歪め「対立路線回帰?」などと、煽り立てる悪意に満ちた報道は許される

ものではない。また、新聞報道と軌を-にして始まった本社幹部による職場巡回では「ストライキ

醇労働組合の権利」と形式上前置きしながら、東労組が無理難題の要求をしているように喧伝し、

東労組運動への妨害・介入をしている。さらに許されないのは、会社が職場や支社ビル・本社ビル

内で労働組合の脱退策動を行っていることである。支社ビル内では、各部長が異例の総点呼や、朝

礼・昼礼を開催し、 J R東労組を名指しして「職場秩序を守る」 「警察を呼ぶ」 「命をかける」など、

職責上の地位を利用してJ R東労組からの脱退を促し、実行部隊としてグループリーダーや副課長

が「面談」 「脱退用紙の配布」などの脱退工作を行っている。さらには「長」による復命での脱退勧

奨、現場長会議直後の脱退など会社が介入した組合脱退籠動であることが明らかになっている。

このことは、憲法第2 8条で保障された労働者の団結権を侵害する不法行為であるばかりか、労働

組合活動に対する支配・介入の不当労働行為である。 J R東日本の「犯罪」を、すべての組合員・

関係団体に明らかにし、怒りを込めて断固たる姿勢でたたかっていこう!

東京抱本は、脱退策動を断じて許さず、あらゆる妨害には属しない!工8春闘勝利と格差ベアの

永久的根絶をかち取るために全組合員でたたかい抜くものである。

以上、決議する。
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1.人権侵害、団結権侵害の「組合脱退強要」 「不当労働行為」を即刻停止すること。

会社として、 「組合脱退強要」 「不当労働行為」を行った事実はない。
労働組合の活動について会社は介入するものではなく、また、社員が労働組合に加入するかどうかは、社員一

人ひとりが判断するものである
なお、職場訪問においては、当社の事業基盤はお客さまの信頼であり、会社発足以来お客さまや地域の方々に

支えられてきたこと、べ置スアップに関する会社の考え方や新たな3 0年に向けた方向性等について社員に伝え
ているところである。

組合:会社が行っている行尋「社員の富さんへ」 「動労遷轍」 「議場巡回」篭の全てが『日本国電遠篇　28乗の労
働基本権(団結権)』の儀容であり、正当な労働組合活動に対する「支配介入」 「不当労働行着」である。
東労組の活動に触れ、批判し、動翼、属購するような行為を直ちにやめていたたきたい。

会社こ「社員の皆さんへ」等の掲示物、巡回等は会社の主張や基本的な考え方を伝えているのであり、そのいずれ
も「不当労働行為」だという事実はなく「不当労働行為」を行う意思もない。

組合:支社内において、今までにない真鯛の点呼が行われ、この数連動に集中している。喜妻はどうなのか。社
員に何を伝えようとしているのか。

会社:会社として社員に伝えるべきことがあれば、その必要に応じて行う。何ら問題はない事である。総論で申
し上げれば「社員の皆さんへ」で出されている内容等を伝えた。点呼はやっていることで異例な点呼では
ない。

組合:管理薯の打合せ(ミーティング)で自分の動額箇所における臆避雷の穂首がされている富豪について把鱒
しているが。その鶴首が硯場景から促されている事実は把握しているのか。

会社:事実は把握していないが、手続きのために報告することはある。また、仮定の話にはこたえられない。
組合:支社、本社幹部の巡回の瀬虞が上がっていること、瑚泰の績虞もこれまでにない鵜原で行われていて、同

じ内容が同一筋所で糠り遅さねている罷職であるが、支社の腿韓は。
会社:本社の役員がどの箇所に行くかは把握していない。支社の幹部が行く全ての現場を把握しているわけでは

ない。訓示の内容・発言についても一つひとつ把握しているわけではないが、全く同じことを話している

とは思えない。会社の考え、同じような趣旨の事を話すというのは当然あり得る。一語一句まで同じとい

う事はあり得ない。

組合:賃金陸離停止依類書は動覚陳から送っているのか。支社の劃鷺で透っているものはあるのか
会社:賃金控除停正依頼書は現場からの請求、依頼に基づいて、必要部数送っている。支社の判断で送っている

ことはない。

組合:上位置の方が、部下に「脱退届」を漉すという行着が事実としてある。求めろ打ていない社員に対して「脱
遇電」や「腕通電のひな型」を濃している行為について把電しているのか。また「脱退照」を机の上に轟
いた事実と出張、長期休嘱中の社員に対してメールで「脱退層」のひな型を送った事実について支社の臨
機は。

会社:そういう事実はない。また「脱退届」を机の上に置いたという認識はなく、メールで「脱退届」を送った
事実はない。

組合:「謄通眉」を漉す・選る・机の上に置くといった行為自体「不当弾個行為」だと思っている。会社の離職は。
会社:把握していない事実に関して、仮定の話しにはこたえられない。

組合:「不当労〃行暮」からではなく、細く行鵜はあるべき得撫なのか、禦い行鶏なのか、会社としては「絶対や
らない」という事で良いのか。

会社:通常だとやらない行為である。
組合:会社として「脱週層の簾飽田」というのを設定した事実があるのか。組合はそれ垂簾綿していることを把

握している。支社は把賜しているのか。
会社:「脱退届」は会社に出すものではないため「集約日」という概念はない。また、支社として把握していない。
組合:「ストライキ」に蜜った場合、組合員でいると職場に入れなく葉糖に支晴をきたす場合がある。組合にいる

のか、いないのか判断しろ、などと指導していることや支社の社員に対して、上長が「組合にいるとスト
対策に行けないので、どうするのか?」と追っている事実を把握しているが把提しているのか。

会社:仮定の話しにこたえようがないが、争議行為の内容にもよる。争議行為の一般論では、同盟罷業に入った
組合員は職場から退去してもらいます。またそのような事は把握していない。

鶴醐



組合:「ストライキ」になった場合、組合員でいると職場に入れなく業議に貴報をきたす場合が
ある。組合にいるのか、いないのか判断しろなどと指導していることや支社の社員に対し
て、上長が「組合にいるとスト対韓に行けないので、どうするのか?」と追っている事実
を把握しているが把握しているのか。

会社:仮定の話しにこたえようがないが、争議行為の内容にもよる。争議行為の一般論では、同

盟罷業に入った組合員は職場から退去してもらいます。またそのような事は把握していな
い。

組合:真労組の組合員でいると「スト賛成」とみなすと言わ打ているが、その様な考え方がある
のか。脱退強要にならないのか。また、休職中の社員に対して、間課長から突然電緒がか
かってきて「脱過した方がいいよ」「出世書こ酸くよ」と言ねれているが把握しているのか。

会社:考え方は一概に言えない。発言は把握していない。

組合:真労組の組合員のみを対義とした「面談」が行われている事実について把握しているのか。
また、そのような軍をやる必要があるのか。

会社:一般的に面談は会社が必要に応じてやるもの。管理者が必要と考えた時に社員に対して、
全員対象もあれば、特定の社員の場合もある。今回は一律に支社から面談するように指示
したことはない。

組合:これまでの革まを組合は旺鰻を縛って把握している。会社は「掲揚していない」 「承知し
ていない」という事が多く、回答になっていない。組合は把据しているので「不当鵜飼行
場」はやめるべきた。組合への「支配介入」にあたる。 「不当労働行為」である。

会社:「不当労働行為」をやった認識はない。やったという事実もない。

組合:組合がこのように話しているにも関わらず、それを調べる必要は集いという事なのか。
会社:必要ない。

組合:「社員の皆さんへ」は不当労働行為の-つだと認識をしている。
最高鵜常例で「プリマハム事件(昭和57年9月1 0日判決)」また山岡内蟻機事件があ
る。会社が否是をするのであれば、第三着で判断するしがないと思っている。組合は、事
実は績んでおり、どのような発言があったという事も抽んでいる。
繕営幹部や支社幹部が現場lニ行き、話しをしている内容、支社の中でも硯裏話がされた内
容篭々勘案すると、まさしく康蘭的な行嵩であり「不当覚働行鼻」である。会社は護摩に
改めるべき磨。

会社:判例は判例であり、例えば「社員の皆さんへ」取っても、会社の見解を述べているのであ
り、 4回目にあたっては、今後30年の展望を社員の皆さんに訴えている認識であり、妥

当であると思っている。 「不当労働行為」にあたらないと認識している。

組合:一点の内容も把握していない中で、体調して表れているのは組合の話をした護に「会社は
最後までたたかいます」「俺は鶴屋的に実弾組を潰す」と「東男組の集合に出るな」「この
ような行動を起こしたらどうなるが考えろ」「お前はストライキをやってもいいのか」と

社員一人ひとりに、会社の指定職が言葉として霜して、社貝Iこ対応している。把握し
ていないこと前提の内容の榎に、体現されている事実。それも含めて回答であると言
うのであればこれ以上醸輸する必要は無い。

繊縦雛
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「監視カメラ」は設置していない。職場内外で職場規律の厳正の観点から見過ごすことが出来ない問

題事象が発仕していること等を踏まえ、社員が安心して業務に専念できる環境保全を目的として「防犯
カメラ」を設胃しており、今後も必要な箇所に増配胃していく考えである。

なお、その取扱いについては厳正に管理しており、 「組合員のプライバシーを侵害」するようなもので
はない。

組合:今回授賞した「カメラ」について、般直した根拠を教えていただきたい。
会社:昨今、職場規律の厳正の観点から「見過ごすことのできない事象」が発生したことで「防犯カメラ」

を設置した。

組合:「最適こすことのできない裏書」とは何か。
会社:今のところ「盗難」があったとしか言えない。

組合:何があったのか、内容をハツキリ答えられないのであれば、今回設置したものは、 「監視カメラ」
だと思っている。

会社:監視カメラだと、

視していませんよ

「監視する人」が居る。 「防犯カメラ規定」に基づいて設置している。 「これは監

」と言っている。

組合:職長個所は、 「蓋魅舞生箇所」に投書している理解で良いのか。また、これまで、 「防犯カメラ」に
関する離籍はしてきた中で、まだまだ、身の生命等に関する所の練報が揚っている。なせ果議員の
休腹筋所に被覆したのか。

会社:今回は「詰所」 「乗り継ぎ詰所」に設置する。そのようなところで「盗難」等が発生したからだ。
組合:投話したカメラの「記録(保存機体)」はどのようなものにするのか.また、保管場噺、映像の確

認する目的、纏の保管等、全て欝示していたたがないと、亮合に「個人情報停電嘉辰」となる。
会社:規定に基づき設置していて、会社が任意にやっていることではなく、この取り扱いは定めてあるが、

詳細についてはセキュリティーがあることから明らかにできない。

組合:いつから投接し始めたのか、スピード鵬と時間軸が、憲離され投書されている。女性社員が多くな
る中で、カメラ設置lこ関する麟細も照らかにできないのであれば「即刻撤去」を求める。

会社:あくまで、職場規律の厳正の観点から設置している。社員の皆さんが安心して働けるよう「防犯カ
メラ」を設置している.撤去は考えていない。

組合;団体交渉をやっても何も変わらず轍欝である。私たちが轟んだ語や、会社側が照らかにしてもらえ
ますがと言うのであれば明らかにする。それを輯めた上で「龍雄できたら是正する」という回答を
難定まがらしていただけなかった。 3月8日lこ出た「動労速報」は、何ら変わりなく嶺念でならな
い。これが「情義職責」なのか。防犯カメラlこついても同機である。防犯カメラの団体交渉、ガイ
ドラインも分かっていて、全て分かった上で交渉に田んでいて、 8割9割が盗雛という目的の中で
盗難の件数も分かっていない。なぜ早急に、スピーディーに時間軸を持ってつけているのがという
ことについても、なんら明らかにされない。明らかに目的は違うということはバツキリした。蹟念
ながら交渉を欝了せざるを得ない。全て対立で確輯する。

会社:こちら鯖も、きちんと回答しているつもりである。繰り返しになるが「不当労働行為」 「脱退強要」
については行った事実は無いので、調べる必要は無い。監視カメラについても、防犯カメラという
ふうに申し上げている。安心できないという話があったが、防犯カメラがないと安心できないとい
う声もいっぱい頂いている。それに対してしっかりとやっていく。それば盗難とかいろんな事象が
東京のみならず、他の支社でも起きていることから、必要に応じてつけていくということであり、
問題ないと考えている。

棚購鮒脚で檀醐クI



東京四四四N講霊

醐旨
JR真労組にかけられた脱退強要事件は、 201 8年2月9日の野球部組合貝の脱

退から始まり、産経新聞の報道、 JR東日本会社幹部lこよる「職場巡回」が現場民需
との脱退謀議を重ねる場として活用されるなど、歴史に僻を見ない脱退論璽事件とし

て明らかになっています。そればかりか、経営幹部の意を体する硯場長や組合貞義格
のある助役までもが脱退策動に加わる会社をあげた脱退強豪は、憲法第28条で保

障された団結権の侵害であり、労働組合連帯7条3項の支配介入の不当弾働行為
です。そして、正常な職場運営や職場秩序を乱し、業精を妨げ、まじめに働く社貝の
心を鞠しています。

私たちは、 1 8春闘のレベルを超えてかけられた脱退論妻事件として捉えています。

会社は「4万人体制・生産性向上・施策推進」を経営の輪理のみで進めるために、組
合員をJR東労組から脱退させる「非組合員化=ものを言わない労働者づくり」を目

指しています。したがって、私たちの課題は施策に向き合うと同時に、ものを言うJR

真労組を強化・確立していくことです。

それに対して、各地方本部及び中爽本部の一部役員の中では、不当労働行為に

抗する闘いに支援・連帯をするどころか「不当労働行為の救済申し立てを取り下げ
ろ」というさがあがっています。会社は、本部や地方交渉で「不当労働行為を行う意

思はない」「把握していない」「個別の受け止めの違い」と回答し、不当労働行為を一
切認めませんでした。私たちは職場の脱退強要を止めるための-つとして、労働要員

会で救済申し立てを行ったものです。

今なお、職場では会社による脱退強要が行われています。私たちは、 JR東日本会
社による不当労働行為のすべてを内外に明らかにし、脱退強豪をやめさせ、組合貝
が安心して働くことができる職場をいち早く取り戻すために「歴史に例のない組合脱

退強要を許さず、健全で安全な職場を目指す連絡会」を結成します。そして、弾働組
合の正真を貫き、労働組合が労働組合であり続けるために声をあげ闘い抜くことを明
らかにします!

連絡会共同代表
国中正文(東京地本)、仲薄一貫(八王子地本)、山口真広(水戸地本)

醒≡　　　　葺　勅▲ ::　.・



!臆制裁審査委員会の投腰について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:

十誤執謹嘉喜提葦‾君露語委曇誤写名棄権2名無効。名　　言
: 2。中央執行副委員長、東京地本執行委員長　宮津　和広君の制裁審査委員会の投書　　　　;
:　採決　春出席代議員の挙手　　反対95名　賛成137名　棄権昌名　無効0名　　　　　　三

吉3。中央執行委員1 2名の制裁審査委貴会の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:

;　採決　春田席代議員の挙手　反対96名　賛成136名　棄権2名　無効1名　　　　…
I i

; ■運動方針に対する修正動議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

:内容　Ⅲ　具体的な取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:

;　　　3。不当労働行為については、 1 2地本の統一闘争へと高めていくために、職場のたたか;

圭∴∴議書豊器譜豊結言のために各労働委員会のへの不当労働雪
!　採決　*出席代議員の挙手　　反対96名　賛成135名　案旋0名　　無効2名　　　　;
I i

l i

三寒脱退に伴うJ R東労組規約の改正についての動議　　　　　　　　　　　　　　　　　;

;内容　規約第38条2項「地方区選出の中央委貴は・各地方本都の基礎数を3名とし、組合員数7 i
圭　　　○○名につき1名を加え、端数は350名につき1名を加える」　　　　　　　　　　i

i　　採決　春田庸代議員の直接無証名投票　　反対92票　賛成138票　棄権2票　無効l票i
i i

亘運動方針　　反対90名　賛成140名　棄権5名　無効0名　　　　　　　　　　圭

;音スローガン　　反対83名　賛成144名　菓耀7名　無効l名　　　　　　　　　　　　;

i菓大会宣言　　反対91名　賛成139名　棄権5名　無効0名　　　　　　　　　　;
」______〇〇〇_〇〇〇〇〇____○○_______〇〇〇__○○_○○----_-〇〇〇----場----------〇〇〇〇〇--〇一---○○---○○-〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇一----置-----〇〇〇-〇〇〇〇-○○--〇〇

第35回臨時大会では、東京地本から3名が発言しました。質疑では、山中業務部長が、 JR東
労組規約第2 6条にある中央執行委員会の定数を満たしていないことから、中央執行委員会決定は
無効であること。また、規約第39条を踏まえて臨時大会の代議員資格を失っていることは事実で
あることから、本部への考え方および見解を求める発言を行いました。
運動方針に対する修正動議では、 「不当労働行救済申し立ての一旦取り下げ」に反対の立場で七

鴨執行委員長代理が、会社による脱退強要によって職場は萎縮し疑心暗鬼の状態になっているこ
と。この間労使関係を壊してきたのは会社であり、不当労働行為の事実は職場で菩労し命怒げで発
見したものであり、今こそ経営億の本質と狙いを見抜き、 JR東労組の旗の下に総団結することを
訴えてきました。

そして、制裁審査委員会の設置の審議では、東京地本宮満執行委貴長の制裁審査委員会の設置に
ついて、反対の立場で阿部書記長が、臨時第1 2回中央執行要員会での事前に-切の話がされず、

冒頭にいきなり制裁理由の文書も示されず口頭で提起され強行採決された物事の進め方と決め方
に問題があるということ。また、制裁理由の3点が事実から大きくかけ離れ、その確認と検証が行
われていないことから制裁審査請求の根拠が破綻しており無効であるため、反対であると発言しま
した。なお、採決では上記の通り、賛成多数で可決されました。

脚慨捌棚プi噺鋤維㈱朋醐
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〇〇〇に新しく来た○○副区長に
よる組合脱退の誘いがしつこい。つ
いに、うちの職場にも手をつけるの
か。

○○副区長は「そろそろ考えた方
がいいんじゃないか」とか「いつま
でに結論出すのか」とか、お決まり
の文句を言っている。意図的に主語
を使わないで、連想させながら組合
脱退を誘っている。

彼は昭和採用だろ。労働組合が必要なのは、百も承知じゃないのか。
いつ、心を売ったのか。彼は指定職なのだから、明らかに不当労働行為
だ。だから俺は、支社社長の責任を問う。頭に来たから会話を録音した。
知り合いの弁護士に頼んだ。こんなことはしたくなかったが、もう、組
合がやることはノロくて待っていられない。会社は、責任とって○○を
やめさせろ喜

ここは、仕事をするところだ。俺たちは、毎日、輸送混乱や災害、事
故、 ○○手配に真剣に仕事をしている。組合から脱退させるために、現
場に配属される管理者は恥を知れ。

あちこちで、助役や副区長の増員がされていると聞いている。脱退の
ため、組合を壊すため。この会社は、正常な常識的な価値観を失った喜
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柚.東京琳・八王子慨は

欄湖沼鰍職制害す
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脚醐瑚路レ構書る棚腕鶴移れ
鮒蹴る爛酵プ修ラ!


