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★今日、妥結したと脱退したlこも関わらず職壕の先輩が連講をしてくだ

さいました。それを聞いて顕されたと気付き、脱退を強要された管理者
lこ詰め寄りました。管理者には「自分の意思で決めたんだろ。分会lこも
そういったんだる。今さら知らない」と害われて自分の愚かさ置こ気つき
ました。脱退を取り消してく姥さい。戻りたいです。

★組合対会社のように見えるが、今回の脱退強要工作の糸を引いたの
は、経○企○○長や○-○○品質〇〇〇長、その手下の〇〇 ・ 〇〇系の

部長経験善の一部暴走した幹部。悪事はいずれ明らかになり、処分を受
けることになるので、そんな連中のため着こ脱退工作を手伝ってもハシゴ
外されるだけで、真lこ受けて脱退しても自分が損するだけ。みんなよく
立ち止まって考えて。おかしいと思ったことは従わない。脱退強要の不
幸な連鎖は自分のところで止めること。それだけで十分。歯車が完全書こ
壊れたら、会社も磁場も壊れて、もう元はは戻れない。今ならまだ踏み
とどまれる。

★職場の上司から脱退を進められて撤退しました。
ホームぺ-ジを見てだまされたと今さらながら思います。
交渉終わっていなかったんですね。そしてストライキやらないんです
ね。ストライキをやる、お客さまに迷惑がかかると害われ続けました。
脱退届をこのよう!こ書けと用紙をもらいました。会社のためlこ頑張って
きたのに裏切られた気持ちです。渡された用紙を組合置こ出す準備があり
ます。連絡ください。

素地本泰-ムページに寄せられ庭草の一部ですl

J R東労組東京地本 刺神棚I

痛細心ぺ÷ジ蜜皆さんの声を訴蕾せく歴きいよ
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全組合員の皆さんに訴える!
連日の闘い大変お疲れ様で九

2月2 5乱会社は間中第1号での頼嗣動へいかにも憶的」であるかのように、更には、対立晴

進を意図靭こ作り上げることを目的に、様々な文書を掲出していま丸J R乗労組掛組合境を混乱させ

るために出されている会雑文雷に掘艶するとともに、牽実経過について考え方を明らかにしま九

「闘朝聯鰭令」を発出するに至った3つの欄処

第1同交渉での確認書頃を基に指名ストをはじめとするあらゆる戦術鞭に決起も、これまでの闘い

の到達点を第6回申嫡韓項損金ならびに第3回戦締委員長会議において確認した上で　噸浄指令籍3

号による噸簡解除路軸」を発出し、同時に「争議箭愚の解除通知」を2月蝕日に会社へ提出しま.し

な
-一つ目は、 「ベアの実施にあたって、これまでベアの算出基礎にしてきた所簿昇給額にこだわらない」.

ということ。

二つ目は、会社凝18春闘で初めて明らかにしたペアの考え方で、そのベアの巽幕にある性塵牲向上

分」について、性離向上分の算出にあたっても新定期吟醸にこだわら和ら」と確認したことです。特

に、この三つ目の確認は、会社も意図的に触れていません。

会勤ま、噂塵蛙向上分は職鄭こよって貢献度溌違う」という考え方をもっています。その中で、

噺定昇強額にこだわらない」ということ格言緒差の概説こあった噺定昇縫額の活踊輔櫨について、

会社の考え方を変えたことを意味しますbこれ膣謁縦行使まで高めて闘った闘いの成果です。

そして、三つ目駄賃釦奔讃輪を議論してきた中でも職場から明らかにしてきたように、ベアの要素は

「物価上昇分を著癒した輯香維持向上剣であることを認めさせたことで玩同時に、それは撥にも等

しくある」という事も確認しているという事です。会社は「誰にも等しくある娘翻繭誠沈どの度合

いがある」とも主張しました。しかし、それは帳簿手当」で支給しているものであって、昨年の礪露草

項にもあるように「べァと手当の憧質の違い」を会社は認識しているわけですから、会牡が主醇する帳

合叫というのはベアと鰯畦考えるもので丸したがって、 「物価上昇分を考慮した生活維持向上分は

誰にも等しくある」こと朝闇認したのです。

これら3点の礪認轟質によって、 「べ-スアップを実施するにあたっての鞠として確認できるもの

で五会紐はしきりに「昨年度も同様に回答している」という宣伝を行っていますが、第工回交渉におけ

る確認事項炊今後のベアの考え方に踏み込んだものであり、従来までのペアの考え方から前進したと判

断しました。

職場で奮闘する全組合員の皆さん呈

本日、 10時から闘申第1号第2同交渉か潤健されます。 J R東労組は、会社の重奏を歪曲する姿勢を改

めるために、精力的に団体交渉をおこないます。

団体交渉の結果については、終了次第為知らせしま五臓陽から団体交渉内容への集中とそれに基づく

議論を強く要請しますこ

乞018年2月身命日

東日本を詩誌鉄道労働離合

中央闘争委員会
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紛争雛態練縄潔され房事を礎認
所定昇給額を算出基礎としない苺を求めてきました。会社からは、ベ

ースアップの算出基礎にしてきた上麗蓮寡繕諒」ぽこ譜痘瑳遵坦認識が

示されました。ベースアップの要素として、物価上昇分は誰にも等しく
あること。基本給塾墓の原資につ書いて、臆臆喜藤続などによる生産性向上は必

要であることを確認しつつ、生産性向上の配分=組合員の施龍への努力
する組合員への配分では」軽蔑累鑑額」把こ発ね董麹認識を確認しま
した。また、ぺ輸スアップの内容は毎年真撃な労使議論で決定していく

髄綱制勝醒馳鵬筋腫・ e ・会社は‥ ・

会社は「申1 3号団体交渉の席上で東労組が『あらゆる闘争手段』を通
告した」ことによって「労使共同宣言は東労組によって破棄され失効し
ている」という認識を一方的に示しました。

ことを通告しました。会社とは、引き続き「信義識菜」の療剤に則って、
真撃な議輪を続けていきます。

陸≡認滋望攫童謡
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★○○旺新撰している同期から脱退したと遵緒を受けショックを受けました。理由
を問いただしたら、周りが腕逸している中で自分だ財務るって決捌かで善ないし、
もし残ったとして自分はその中で、1人でたたかってし串するような人間ではないと
言っていました。色々話しもう-廣よく考えてみると替ってくれました寄　多くの
脱退書が会社書こうまく害いくる撮られ顕されたり、不当党捌行為もしくはそれに
近い行為を受けて脱過しでいることと思います。不堂労協行為を循い、脱退工作
を主導した登は徹麿的に過渡するぺ昌です照　そして不本意書こ脱退をしてしまった
人には撤回させ戻ってくるよう球取り組みを強化してほしいです。

★○○駅で捌くものです。ストライキやめていた指書ありがとうござい毒す。正直、
不要でした騨やることは正しいと思って縫い誌したが、社長、副社長が聴塔に来
て「お客さま書こ迷惑をかけてはいけ恕い」と呪文のようは冨われていたからです。
萱草が止まれば迷惑はかかります。離費が一番史観害われます寄　しかしそこまで
行動をさせてしまった会社の買値はどう軽のでしょうか。会社の人の紫雲と、ニ
ュース報運の内容は独たちが番えている琴とまったく違います種　そして職場の一
審偉い人と蝕みlこ行ったら認めない蹄と冨われました肇すべてが違うと患います。
組合のやっていることがすべて正しいとは思いません嚢　すみません。しかし素労
組が無くなると玉垣図ります。塙で会社は私たちを票労組からやめさせようとす
るのでしょうが。同期が辞めました。話をしたら○○さんから吾われてだけど、
五霞辞めたくなかったと替われました。同雛を助けてください。そして私に何が
出来るか数えて下さい。

★今回の脱退強要で貴社も磁場は最悪の霧国毎ですき管理塙の圧力で灘過しなけれ
ぼ支社社費はあらずのよう確感鵜で、みん蛤辞めでい善ました。入念喜こ準儲して
善たのでしょうね。組合もこれまでの態塵ややり方腹症貸しもう一茂やり直して
もらいたいと患串ます。一癖、会社も組合憶しの狂気的な語勤は繚ありにしてほ
しいです。このままで嬢誰も幸せにはなりません。

★支社○○部門で捌いて串ます。ストを回避で善雄ヅとしてい衰す。ただ、今回の
ことで周りからの圧力や聡損の襲園轟を受け、や鵜を得ず艦週というかたるをと
ってしまいました。今は頼きれたような複雑な寮揺るです。組合責の皆さん把は
正しい翻輔をしてほしいです寄

京堪ホ泰車 �8�7�ｨﾈ)�^U�ﾎｩ����>ﾈﾅ(,ﾈ自YIj�+x+r�

J R東労組東京地本 劉卵軟さ

堰く持去串ま



一一調輔一曲謹田園
緯棚藤棚簿繭軸1爛鰍棚綱醍醐耀 凾､! 

ー　輯名ストを樽じめとするあらゆる戦蘭猪髄に沫超し、それを更え蒐神岡と主軸こ　叫 

本臣J恥菓労組認草薙l号「暗鬼昂総統を致寝装醜こし和、べ〇一スアップ撃の粟鐘を求めろ緊急申しし 

入れ」に関づる掃2園部寧交渉を開館し亮言争成る「翰争状態を鰹決す祁乱　と‖ノて拉聞直すた団体惑歩に � 

よって、トくアの考え方.口早鮭する缶憩形成が彊清二たことに長生「常陸の約年状態は鰹粗,ノブ畠という労娃 

確認を打った卦そ年上雷で言争議行為の雪勘二よ星J購塞労組が労髄共同雪害の趣旨・輔車を裟勅させた二 

としで、労彊共同軍言の-臆・邦を接襲扉闘病翔葦がされるとも膏鎚態となり、一一万的彊離轟こよって示された 

事実トの破棄通勘こよ生男優射珂宣言を巡る議論は霊博立」で終了するに葦った。 

甘「、労蜜で合憲した雅語華墳ならびに毒蛇についこ明らかにする。 

1,「ペアの替え方」に関する確認蜜頂 

帥「ペアの実慾にあたって窪、これまでペースアサブの稿出基軸こしてきた『所定昇給額鉦ニこだわ尋ない」 � 

屯)塵静坐向五分急など定ついて、「その好出にあたってば二滴遼昇給衝きにごだねら鴻理 

口的「ベアの要塞」について、「ベア轍、観価L弟分を考超した蓬薄絹撞同上算であり、そ弱ま経にも繋しくめる」 

立上ペアと手当の性質ば蓮う」という議事鯨確認をべ高札玲繋韓かつ「識もが公平感を持てるjものは輯蕗と 

1　は考えない。 

晦)上紀の確認事境を醐餓こ、会社が示す「ベアの考え方」痔、磁轟の一数を藤認できると 

〈銃「薪貸金については、労使関緑の基礎であるは競鶉粟の原騨斌増、繰巽に労使憶説を行っていくべきである」という 

考え方を基機工、「毎年蔑、その年の条件`静電糖を抱蒸して、労接で覚韓な議論を行い汝遣する」という“ベ・-スチッ 

プ袈塙の耗本的な謁え方廿が縫認できたち 

以上の確認努項を踏まえ、椿差ペアに限定して確立したス轟割ま、時の目的を果たした、)ことを確認書 

2.今後の生産健向上施窮を」R寮労組に〇万的に迫る会社主張に対して � 

(1)会社が主張する蟻箆笑甜こ向けた時駒のみが経過している」という珊園慈翻ま潟酸するところであり、それぞれ、そ 

の都度、橋渡誠実の藤樹に基づき、繊細二親帥“る考えに瑳わ卵はない。これまで継続して議論している藤題について 

は、申し入れ等を踏まえて労使轟報を行っていく意 

(2〉労使議講に必藻な輿捷毀館をした上で、スピーディーに強行して寂翁することになるが、議蔀㌫時鞠がかかることは脅 

淀しない。 

3.「何でも対立ではなく、職場に影響が塞ない36臨定鯨結」を〇万的に求める会社の主張fこついて 

f工江対照裳$軽蔑交渉の擬革録滴翻こ踏まえ、締絨こ舶亨だ議論をしていく軸 ��

鞠しかし、碧6協蜜違反や組合員の命が鰯にきち親もてい患呼で、勘こ繊籍することを組合に飲み込キ合ようとする会 

杜の玉毅は受け入れ弱もない鍵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 

4,」は東部勘こよるr労使共同宣言の一方的な破嚢」について ��

(重)JR東労組として「労使炎同宣言を破棄した」とい軍部集はない。会社の一方的な酪酸を明らかにしているのであって、 ��

労使共同宣言の破棄という点で駆醜麟適う。 

(2)このような「紛争状態」や「労使の認識の速い」を生み出した嚇因は、2の12午の入部・貸金制度見直し時の団体交渉に 

おいて、新制度下における「ベアのあ投丸を線輪してこなかったことである。そのような認識の邁いがある中て㌔会社 

が労使典同宣言を-方的に破棄するなら、「不当な労施扶詞豊富の破棄」である。 　　」R東労組に結集する全組合員の皆さん童 

桔蓋ペアに反対し、全組合員と共に創聞出した4年間のたたかいの成果と、戦術行便にまで詰めた職場か 

らのたたかいによって、労使の紛争状態を解決することができました。職場最前撥でたたかいを担い、現在 

もたたかいを割り出している全ての仲間の皆さんに、寅大の敬憲を表します博 

丁R葉労組は、JR東田癌こよって仕掛けられている「人鰹無視の脱退強要」を断じて認めることはでき 
ない。組合員は、その藁蓑を日の当た卵こしている岱組合鵜の声は、襲英を物語っている。本日、JR東門 

本が一方軸こおこなった「不当な労使共同宣言の破棄」の常寮にある「人纏無視の脱退強要」を横絶するた 

めに、全ての不当労拗行為の現実をあらゆる手段をもって明らかにする。そして、安全輸送を安心して蝉う 

ことができる職場の実現に帥らJR藁労組に結集する全組合員の総力で闘い抜こうではないか! 

2018年2月2(;日 

東日本旅客鉄道労繊組合 

中央闘争　委　員　会 



J R東日本が1月3〇日に発表した第3四半期決算では、単体決算、連結

決算ともに増収増益であり、単体決算では営業収益・運輸収入が6期連続の
増収かつ、第3四半期決算としては過去最高となりました。また、経常利益
および四半期純利益が過去最高となりました。まさに、安全を第-として現
場第一線で駒く組合員の努力により成し得た結果に他なりません。
昨年は会社が発足して3〇年を迎えました。この間、労使共同宣言を基に

労使で相協力し、健全な労使関係を着実に築き上げ、会社の繁栄発展と社員
家族の幸福を実現してきました。会社は2月26日、一方的に労使共同宣言
の失効を通知してきましたが、この間の団体交渉で示したとおり、われわれ
として労使共同宣言を破棄した事実は一切ありません。これからの3〇年を

展望したときも、引き続き労使共同宣言に則り、信義誠実の原則に従い、共
通の目標に向かい全力を挙げて取り組まなければならないと考えており、不
当な労使共同宣言の破棄は到底認める訳にはいけません。
引き続き社会から信頼を得られる企業グループとして発展していくために

は、 J R東日本と各グループ会社で働く組合員が、鋤きがいを実感できる環
境や労働条件を整えることが重要であると考えます。
したがって下請のとおり申し入れますので、会社側の真撃な回答を要請しま
す。

記

1寡　2018年4月1日以降のJ R東労組組合員の基本給を一律6, 0〇〇

円(定昇を含まない)引き上げること。
2場　2018年4月1日以降のグリーンスタッフ組合員の基本賃金を4, 〇

〇〇円引き上げること。

3裏　2018年4月1日以降のエルダー組合員の基本賃金を4, 〇〇〇円引

き上げること。
4. 「労働条件に関する協約(平成27月1〇月1日締結) 」第258条に

基づき、定期昇給を実施すること。その場合の昇給係数は「4」とする
こと。

5,回答指定日を、 3月14日とすること。

施窮極磁毅言参p



一十〇蘭‾珊二彊圏

会社による」 R蒐労組配合員への脱退強要=違法行為を絶対許さない与
一人の心"命を大切にして、安全を最擾先する風通しのよい、安心感の持てる職場をもう一度創り薗そう軍費

軸の皆さんへ」や勤労速報など交渉内容を掲示して、 J R東労組髄鞘を繰り返し、常軌を返した脱週線要が公然と

行われている。吟辞めないと団地こびびく」 「辞めないと試験に愛からな理「腱遮埋却ま随分の護憲で刺とのみ言う

こと」などの利勝≡誘導で、脱退を目的化している。

2月9臼以降押野輔弼、三河島駅の脱退を皮切りに、芝月1 2日産経新聞報道の霞綾「社員の皆さんへ」を掲示、通日

経営幹部が職場を閥、十方職と荏韻へ訓示し、その後車齢灘している。闘争績令が出される前から、用意周到

に準鱒が行われ画籠されていたのだ,

職場は讃締し冥繊こ静まり返り、疑・蝿鬼の状態に騙膚、精締約に追い詰められ、任委どころではなくなっている。職

場秩淳を壊しているのは明らかに会社であ牡もはや春闘やストの次元ではなくなっている。この目的は、丁R東労組破

壊と御用組合づくりだこそして、モノを言わない社員と職場、モノを言わない労働穀倉づくり凋葺めざされている。支社で

は「脱退しないと決裁承認しない」など「命令と月駒の関係だこ弁護士は「これらの巽常な行動・言動は、明らかに会

社の総力をあげた支配介入であり、労醐ある」と述べ噴けるな」と澱勤を受けている。

塞月2 3日の闘申第l号の図解交渉で古くアの案繊こあたっては、これまでベアの算出基礎にしてきた所定昇給額にこ

だわらない」ことを確認した。また「1 8審閲で初めて明らかにした生産彊向上分の算出にあたっても、所定鼻緒額にこ

だわらない」ことも確認した。しかし、芝月2毎日の随員の皆さんへ」や「勤労速報」では、その碍醸翻高菜鋤ミあるか

のように「認識の一致彊図られていな岬として、耕法矯選を憲図的一調っている。星月2 6日の団体交渉でも再臨認し

ているが、今度は「 J氏東労組が明らかに事巽に反する労使間の交捗内容に凝る見解を瞳転したのみならず、争議行為を

予告したことは信頼蘭鋳を破壊し、労使共同宣言の趣旨・瀬稗を裔起したもの」とし「労使典同宣言」の失効を-○○カ的に

通知してきた。そもそも、職揚活動の規制と排除以降、議輯鯨確認の削除や組合包繭変による役員の差別大寡言鼠合破壊

のマニュアル「4本柱」などを佳離す、労薩の橋頼関擬を壊してきたの肱会社鯛であり、そのことを忘れてはいけなも亘

裁判所や都労費から離罪され、その非を認めてきた先発であり、厚顔無暗とはこのことだこ

団体交渉で発憤蹄撥醸したことを何度も覆し、 「労鞍共同宣言」の英効を通知するのはなぜ恥J盤東男錘破壊のために

は労使共同宣言を破襲し、対立の構図を悪因的につくらなければならないからである。 2 4日の闘争指令の解除でシ

ナリオ減配、、躍起になって紛争状態を会裡自ら措き出しているの罵そもそも、労使巽同宣言の精神である億義賊葵な

議輪も、紛駒解決も初めから考えていないのだ‡腱遮蟻要のためには、会社はどうしても「ストライキ(争議〉組合」

と描き出さなくてほならな峠労陸共同宣吾を集効茎せ、組合劇こ揺さぶりをかけ、脱退の繊旗にして煽っているのだこ

今春闘の争点であった「所滝朝縦貫の算出基礎にこだわらな朝ことを確認できたのは、私たちが「種差ベアの定職こ

限定」してスト権を確立し、闘争締勘を酉醸し、団体交綾乃を高めたことによる謡進である。しかし、会社網績認したこ

とを覆すことを繰り返しているのであり、幻想を持ってはいけな生その繋薬が美醜闘争指令を解除するのは当

たり前である。しかし、紛争状態に終止符が打たれたにも関わらず、厳選強要は勢いを増している。この会社は、社員の

ことも、現場の苦労や安全醗迷なども考えていない餓ま明らか淳言葉鍋に考えていれば、このような大掛かりな勝運顕

などあり得なし主　軸の毒薬がむなしく聞こえてしょうがな咋

東京飽本のホーム一㌦--・ジに裔せられた声だが髄合対会径のように見えるが、今回の膳過工作の糸を引いたのは本社の

部長など二郎の暴走した翰覿∴露客はいずれ明るみに出て、彼らは処分を受けることになる。そんな適中のために膿避工

作を手伝ってもハシゴを外される。それを巽に受けて勝連しても自分が損するだ仇みんな立ち止まって考えよう。おか

しいと思ったら従わな圧勝選強要の不幸繊ま自分の所‾耐とめる。歯車が完全‡髭轟れてしまったら、会社も職場も元

には戻れな昨今なら踏みとどまれる」と冷静に分析し、心ある人が経営側こもいることが救いだこ

組合員の皆さんう一時の空覿こ流されず、何が韮しいか準l噺して下さVヽ

この会社は今、人間として、そして鉄道人の良心と繚陸路を失い、人糧を踏みにじっている。会社の腱邁麗熟ま、労繊

組合法第了条の不当翔臨為であり蓄暢早島東京艶軸もこのような組織賊こぼ一切屈せず、断固たたかう。経営

の本質を見抜き、 J R東労組の旗の下に船団緒し、安全で安心感の持てる織縁を創り出そう!
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会社による組合脱退強要は、党励

組合法第7条の不当党励待為であ暮l

犯記です。

管理者から呼び出去れ磨り面談辱

雷電、組合員は対しそ、刺益誘導・

バ7Iヽ弓・強要をしこ、組合脱退強

要が待われ奮います。

し痔がっこ、会社によるウリやご

を許し竃はいけません。組合

員を守る定めに、痺ずメモや録音を

しこ、記録を残しましょう!

しかま



‥‥書直・≡▲ ▲ ‥,個’∴詰

防犯カメラの設置についての表題で
「最近、職場内の職場規律の厳正の観

点から見過ごすことができない問題事
象が発生しています」ことを理由に防
犯カメラを設置するという掲示が貼り出されまし
た。

異体的な事象が明記されていないので、詳細は分
かりませんが、最近、本区や詰所で盗難事件や無断
で不審者が侵大した事象があったのでしょうか…。

P鴨や-・や、・

胃職です雪 鶴崎ニ

輔枕.開梱l
.三〇,脹　Iこ漢.  .



経済塵某省発泰のモニタリングに関するガイドライ
ンには、 4つのポイントがあります!

①防犯カメラを設置する理由を特定し、その理由を全
従業員に善郷すること。

②防犯カメラを設置する責任害を明確にし、権限の韓
国を宕めること。

⑧防犯カメラに関する社内規定を築足し、設置前に社
内で徹底させること。

④正しく防犯カメラが剰鳥されているか.第三害がチ
ェックすること。

棚醐艶認鰯鞄馳柴 もなく〇万期巨!

「撼弼躍繊鰹」


