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全細一合員に訴えますヨ
会社による異常な組合勝連強要=不当労働行為を絶対に許さない薯

J良案労組の題のもとで団結し、播蓋ベアに終止符を打ち「 8春闘を勝利しようき

今、東京的本管内で数多くの脱退者が出ています〇特に本社農支社内で働く企画部門と選車重営業費
工務職場の管理者を中心とした方たちですo先ずは、組合員の皆さんにヽ不安と動揺を与え、このよ

うな事態になってしまっていることに対して、心からお藷びを申し上げますoそして、組合員の皆さ
んに「今、何が起きているか口その賽態を明らかにします。賽嚢関係を見擾め「誰が言っているか
ではなく、何が正しいのか」を自ら思考し、付慶せず、 J R裏労組の擬のもとに結集することを訴え
ます。

2月「 7日に寮関東地域協議会が発行した「問答集その「 (棄素地本HP参照) 」で提起していま

すが、種営側と対立しているのほ「賃金そのものである社員置組合員の将来を麦をする重要なベアの
あり方」を2 0 1そ年の人事〃賃金制塵の導入時、意図的に隠し、一切議論しなかったことに端を発
していますe対立が解消されないのぼ、経営側が根拠にしている所定昇給額をベアの算出基礎として
いる「職責に応じた処遇」 「わかりやすさ」 「納経感」 「公平性」という主張に、多くの組合員が納

得していないからです。そして、 J R東労組が「ベアに指差を持ち込むべきではない」と主張してい
る根拠は、生活の維持賃向上分や子供の餐育費であるベアにまで親の職務・職責を反映させ、格差を
つけ差別するのは企業として度を越しているからです。

私たち」 R慕労組が求めているのば・大幅賃上げでも、産経新聞や経営陣が喧伝しているような
「未来永劫の一律定額ベア」でも-ストを目的化しているわけでもありません○格差を生み出す「所

蓮昇給額をベアの算出基礎」にしないことを求めていますoヤフーニュースでも「最初からスト戦術
を封印しては力を持てない」など激励のメッセージが寄せられています。連合の多くの労働組合がそ
うであるよ引二闘争体制を配置し、それを手段に団体交渉を行うのは春闘を闘う戦術として当たり

それにしても、団体交渉が始まる前に脱退策動が開始されていることに強い違和感と憤りを持ち
ますo 2月9日、野球部の脱退届を皮切りに、名月1芝目、産経新聞が「JR某労組、スト検討」の
寵膏が掲載されましたoそれと軌を-にして始まった本社幹部の職場巡回は、 J R棄労組があたかも

無理難題を求めているように播きだし喧伝しています。
その後、支社内から脱退者が増え「脱退のノルマがあるようだ。脱退届を蕾かないと仕車上で課長

決済をもらえないQ自分の憲に反して仕方なく脱退届を轟いた」 「支社ビルは毎日脱退強要でウンザ
リ〇業務が字につかない〇滴神的にも苦しい」現場からも「上長から組合に所属しているとスト賛成
とみなす○毎日職場に経営幹部が乗るのは異常だoこれではやめるしかないe 」また「俺がやってい
るのば、脱退強要o犯罪ですロしっばはいつか切られる○組合をやめさせてしまったみんな、ごめんo

翻っても謝りきれない。心が壊れる寄会社も壊れる」など告発文が連日送られていますo 「泣きなが
ら申し諌ない」と脱退届を提出する方が数多くいるのほ、自分の憲に反しているからです。
こんなことが許されて良いのでしょうかきブラック企業の極みであり、憲法第2 8条で保障され

た団結権の侵蜜です○そして、企業権力簾職務上の地位を濫用し、経営対個人に持ち込み、なりふり
構わず脱退を強要するのは、極めて悪質で、労働組合法第了条の不当労働行為であり犯罪です。会社
は「スト」という言葉に異常に反応し、冷静さを欠き狂甜ヒしていますo人権を踏み爛り、稚拙で人
間性、倫理観を失った姿に「経営の品格」を感じません。東京地本は、悩んでいる人に寄り添います。
そして、この異常な脱退強要=不当労働行為には絶対に屈せず、組織の総力をあげて断固立ち向かい、
第三者機関など、あらゆる手段を尽くしてたたかいます。

組合員の皆さんに訴えます。
すでに、脱退を撤回する組合員が多くでてきています。新聞罷垂や経営暖の訓示に惑わされず、蠣

されず、真実を見極めることです〇一時の空気に流されないこと○そして、本日開催される本部一本

社の団体交渉に注目して下さいo私たちが譲れないのは「所定昇給額をベアの算出基礎にしない」こ
とです〇本部交渉を支えるために「リングに上がってファイティングポーズ」をとることばかわりま
せん。職場から積極果敢に立ち向い、総団結しよう。

2018年之月　之3日

J R東労組東京地本



東京軸弼雲脚報国閣

鰯義解雛、弼薩獲蜜翻鰭鶴離艶藍続繊巧欝坑
ご砂鶴強鰯緻鰯腰を解す瑠鰯繊湯壷!

!獲　2月2〇日(火)太田常務が職場に来て、訓示を述べる寄

」営　2月21日(水)
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明けの組合員が分会役員へ東労組の脱退

を打ち明ける。分会役員は留まるように

話す。

支社運周課・坂本グループリーダーが来区。

脱退を打ち明けた組合員が、まだ制服で本区

にいたので、泊りの分会役員が組合員の「心

境・悩み・不安」などの話しを聞く。

涙を流しながら組合員が、茶封筒を分会役員
へ差し出し、分会役員が「脱退届、賃金控除

停止依頼書」の2つを確認する。

明けで制服姿のその組合員と区長が、内勤会

議室に入っていく。

2月22日(木)　支部役員が副区長と話し、副区長は「賃金控:

除停止依頼書を組合員へ渡した」こと話す。　王
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自分の驚繕康弘琶蹴返撰穏韓謹妙籍
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{’試験に

費から替串雀

蓮見輪運慶蕾諦観離轄躍兜観官(悪質ですねぇ)

今の状況を聞きたい富 真実を知切たい里 方は

分会長騨書記長などへ声をかけてください
あっ!声をかけると煽りから見られて気まずいでしょうから、

個人的に連絡してください拶

ぜひ検索白骨J R果労組纂慕」

㊨轟醇幽瑠璃謬
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会登の鰯解蜜磁遊籠勤を諾岩岳串!

これまで「東京堤本闘争委員会FAXニュースNo農18、 19、 21、雅、 32 (上野車掌区・大田

運輸区管大崎運輸区などでの会社による脱退策動)」や「東京鞄本闘争委員会封AXニュース
No細29 (カネで心を奪う脱退策動)」でお知らぜした通り、会社による東労組組合員の脱退策動
が相次いで発覚しています。飽本は、それら苺象の事実を把擾した上で情報発信しています。
いま会社による脱退簾動が至る所で発生し、多くの組合員が悩み・苦しみ、本来業務に集中

できていない状況ですo職務上の鞄位を利用して労働組合からの脱退を促すことは、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ぽかりか、労働組合活動に対する
支配置介入の不当労働行為です。

このままでは、鉄道の安全が守れません。よって、地本は本日「不当労臓行為摘発強化宣言」
を発出しますき
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★ストは反対。ストをやったら考えるが、ストをやってもいないのに、腕遇はお

かしいと思う。

★輸送総括助役に「どうなの」「どっちにするの」と聞かれた。 「何が」と答えた。

★サラリーマンなので苦しい。まわ勘が辞めていく中で苦しい。でも、最後まで

見極めてから辞める、辞めないを決めたい。メディアで、このことを知った。

急に凄いことになってきた。こんな中で仕事に支障がでないのか。ミスをし

そう。

★まだ、ストをやってないのに、世間が騒いでいる。何でみんな辞めていくんだ

ろうと思う。やってみて自分に被蕾があった生不利益なことがあったら考え

てみれば良い。組合は何も守ってくれないという人が居たが、かつて入社

時に、紙1枚で転勤を富われた時、おじさんたちが守ってくれた。組合の人
たちだった。みんな早合点しすぎ、組合にゾッコンではないが。みんな一人

では何もできないと思う。だから組合に入っているんですよね?辞めて一人

でどうするの?助けてほしい時に、誰も助けてくれないと思う。組合は1固

辞めてもまた入れるんですか?この駅だけ騒ぎすぎ、辞めた人が戻って来
た時に迎え入れて欲しいほしい。もしかすると私も辞めるかどうかわからな
いけど…。

★○○技術センターでおきている不当労働行為を告発します。点呼で脱退の

強要が行われてます。今週始めに東京支社勤労課から事業値で賃金控除
停止依頼書が1○○部以上届きました。会社にずっと監視されている感じ
で、仕事が手につきません。このままでは大きな事故が必ず発生します。点

呼でストライキでお客さまに迷惑がかかると言いますが、事故の方がお客さ

まに迷惑がかかります。払はいままで通航二仕事がしたいです。この不当労

働行為をとめてください。

素京地番痛細心ページに寄せられた声の一部ですf
※ ○○と衷記し痔聴蝿急騰、謄本で把握しています。

恭一もペ÷掌で堅さ九両章を 寄せ<詰ま朝日
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〇二〇三三 

★ここのところ、毎日のように会社幹部が来ている。その都度、按セで管理者を集
めて会議をやっている。メセからだと、移動に往復1時間、会議に1時間、毎日2

時間も本来業務が滞る。もちろんその分は超勤になっている。毎日見ていてか
わいそうだ喜会社が毎日2時間ストライキやっているようなものだ。職場では事

故を風化させないための大切な会議を毎年開催しているが、今年は幹部が来
て、ミーティングが終わらず、結局5分遅れで開始となった。川崎事故をはじめ、

今もなお事故の連鎖が止まらないのに、命や安全より大切な会議なのか?

★今回の急激な組合脱退工作は、会社側からの意図的な仕掛け方を感じます
ね。皆さん労轍組合加入の意味が薄いように感じます。もう一度労樹組合の必

要性を考えてもらいたいと思います。組合脱退したも会社の言いなりですよ!

★ホームページに色々と書いてあると職場で噂になっていて、ホームページを見さ

せていました。本当に色んな事がありました。交渉を申し入れたのか2月16日
で、交渉の日は2月23日だそうですね。分からないんですが、交渉するのにここ

まで期間が開くのでしょうか?子快に質問を聞かれた親なら直ぐに答えるか、次
の日には答えると思います。会社組織だとこんなに時間がかかるんですかね?
一般的におかしいかなと思います。今日、会社の書面に「組合がようやく交渉の

日を決めてくれた」と書いてありましたが、あんな文書で社員をだませると思うの

でしようか?組合のホームページには、申し入れしてからの事も書いてあります

し、どちらが本当のことを言ってるか分かります。私の職場でも脱退者が続出し
ています。職場の空気は最悪、人間不信になりそうです膚周明ま、すでになって

る人もいます。真実は何かだけを知りたいのです。今後も情報を掲載して教えて
ください。

京地本末葵ムページに寄せられ庭草の一部ですf

J R東労組東京地本
相即軟!

きんの声を疏寄せく詰ま母音!電ジー
ー

ペム一掃彊



開輔弼醐報圃閣
陸囲圃園園暖国回囲胴囲圏閏閉園
大田運輸区内の喫煙所にて、 12時頃、職場訪問していた
支社人事課の人間が乗務前の運転士組合員に対して・ ・ ・。

乗務員職場・またその休憩所は、次の乗務に備えるた
めの場所です!乗務員を不安に追い込む会社の行動
は、乗務員に不安を与え上関連盟碁会違憲鵬

三痘琵鶉竣金蜜閻蹴髄呈上

匪　.　.　≒ ..・ .



ある認識を労使で合わせました。その上でわれわれの求めている躍麹艶攫壁
とし勧lこと」を迫るため、第1項、第3項、籍2項の途中まで議論を行いました。

第番項ペース了弓嶋を実施する璃合、 「斬症患鎗額」を離萎輯とし勧lこき。

第雷頓着8春闘に軸るペースアヤ鴨牌「全組合員一律定額ペ和を実施するごと。

着て閲での雷鳥の党俺合憲事項を出発烏きし、額琴線確認を形骸化し駒lさとく

項途中から再開しますI


