
  

No. 031 

 

2021年 

10月 29日 

ＪＲ東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部三多摩支部情報 News from JTSU-E San-tama Branch 

令和元年不第 82号「ジェイアールバス関東事件」の勝利命令を受けて 

メッセージ、続々。 
その１ 

 

◆ JRグループで働く組合員の労働条件向上、組織拡大に取り組む！ 

不当労働行為は許さない！ 間違っていることは間違っていると言える風土を作り

あげて行こう！ 

 

◆ 真実は 1つ。 

正しいものは、正しい。 

当たり前の労働運動を仲間と一緒に創っていきましょう！ 

 

◆ 企業犯罪や会社のまやかしに屈することなく、｢不正な許さない｣というたたかいが

今回の成果に繋がった事を確認しました。私達は堂々と当たり前の労働運動を進め

ていこう！ 

 

◆ 違法行為は許さない。あたりまえの活動を！ 引き続き組織拡大に取り組もう！ 

 

◆ 私たちの運動が、間違いではない事が証明されました。これからも、引き続き自信

を持って組織拡大に取り組んでいきましょう!! 

 

◆ 会社の不当労働行為に屈せず、団結して頑張ろう！ 

組合員の命と生活を守ろう！ 

 

◆ あらゆる不当労働行為、あきらめないでまず相談！ 

たたかい続ければ必ず真実は見える！ 労働者の誇りを持って、働きがいや生きが

いのある本当の幸福を取り戻そう！ 

 

◆ 連帯して共に頑張りましょう！ 

 

◆ 会社の不当行為に対し共に闘いましょう!! 

三多摩支部管内の多くの組合員から 

喜びと連帯強化へ決意の声が止みません！ 



  

No. 032 

 

2021年 

10月 29日 

ＪＲ東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部三多摩支部情報 News from JTSU-E San-tama Branch 

令和元年不第 82号「ジェイアールバス関東事件」の勝利命令を受けて 

メッセージ、続々。 
その２ 

 

⚫ 都労委完全勝利お疲れさまです！ 救済命令の内容にはＪＲ東日本会社の経営体質

に対してまっとうな判断が示されました。当たり前の労働運動を否定し、まともに

対応しない会社の経営体質を変えさせるよう、連帯して共にたたかいましょう！ 

 

⚫ 安心して働ける会社・職場を目指そう！ 共に頑張ろう！ 

 

⚫ 不当労働行為に立ち向かう正義の志に、心から激励申し上げます。 

私たちも真実を勝ち取るまで、共に闘います！ 共に頑張りましょう！ 

 

⚫ あったことを無かったことにはできない。 

この事実と不当労働行為の根絶、正常な労使関係を会社に突き詰め、認めさせまし

ょう！ 私たちも共に闘います!! 

 

⚫ 都労委からの全部救済命令を会社に認めさせ、世に知らしめてやりましょう!! 

我々も断固として共に闘います！ 

 

⚫ 中央労働委員会にも不当労働行為救済を求め、会社に迫りましょう。私たちも更に

闘い続けます。共にガンバりましょう！ 

 

⚫ 正しい事を言える、やる事ができる会社・職場になる様に最後まで闘いぬこう。完

全勝利を掴み取る日まで最後まで団結！ 

 

⚫ 信頼のない社風に安全はなし。 

労働組合を敵視する鉄道会社は世間一般の常識からも逸脱している！ 

正しく労働運動を行い、異常な会社を正常に戻す為、全組合員で団結しよう!! 

団結こそが最大の武器である！ 

三多摩支部管内の多くの組合員から 

喜びと連帯強化へ決意の声が止みません！ 



  

No. 033 

 

2021年 

10月 29日 

ＪＲ東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部三多摩支部情報 News from JTSU-E San-tama Branch 

令和元年不第 82号「ジェイアールバス関東事件」の勝利命令を受けて 

メッセージ、続々。 
その３ 

 

⚫ 労働者は職場・家族を守り労働組合を強固に進めていく。問題に対し団結して解決

し元気な職場になるようにがんばろう 

 

⚫ 不当労働行為に負けない、許さない。みんなで力を合せ戦い貫こう 

 

⚫ 何が正しいのか？ 都労委の救済命令により不当労働行為と認められました。 

正しい事を正しいと言える会社風土をみんなで創っていきましょう！！ 

 

⚫ 会社の労働組合、労働者への不当な取り扱い、支配介入は許されない。断固反対！ 

これからも労働組合・労働者の当たり前の権利を訴え、当たり前に活動していく。 

 

⚫ 会社の不法行為が認められた正しい判断です。当たり前の労働運動を堂々と行い組

織拡大に繋げていこう！ 

 

⚫ 不当労働行為を許さず、皆で力を合わせて戦っていきましょう。 

 

⚫ 労働者の権利を無視したＪＲ東日本グループ会社を断固許さず、継続して粘り強く

闘い抜こう。 

 

⚫ 会社による組合活動への支配介入・不当労働行為に対して、組合員の総力で闘い抜

こう。 

 

⚫ 明けない夜はないので、共に頑張りましょう! 

 

⚫ 不当労働行為は許さない！ 

ＪＲバス関東の闘いを成果に、当たり前の組合運動を推し進めよう！ 

三多摩支部管内の多くの組合員から 

喜びと連帯強化へ決意の声が止みません！ 



  

No. 034 

 

2021年 

10月 29日 

ＪＲ東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部三多摩支部情報 News from JTSU-E San-tama Branch 

令和元年不第 82号「ジェイアールバス関東事件」の勝利命令を受けて 

メッセージ、続々。 
その４ 

 

◼ 都労委命令・完全勝利おめでとうございます！ そして長期間に渡るたたかい大変

お疲れ様でした。 

あったことは無かったことに出来ない！ この間のたたかいに敬意を表します。困

っている仲間が居るのに助けるのは当然のこと。組織決定だからと見過ごした当時

の組織に改めて怒りを感じます。この勝利命令をバネに不当労働行為撲滅と八王子

駅パンフ配布処分事件の完全勝利に繋げるぞ！ 

 

◼ ジェイアールバス関東事件に対する救済命令完全勝利おめでとうございます。 

不当労働行為に対して今回の救済命令は、この間の闘いの成果であると共に、当た

り前の労働運動が認められた事です。会社は、社員には正しい報告・速やかな報告

といいながら、不当労働行為や会社施策を正当化し、ものを言えない状況にしてい

ます。 

健全なＪＲ東日本グループを取り戻すため、我々もやる事はやり、会社に隙を見せ

ることなく、そしてこの問題をバスだけの事に終わらせず、脱退パワハラ個人訴訟

やパンフ配布処分事件の勝利に向けて奮闘していきます!! 

 

◼ 都労委勝利命令獲得!! 全部救済は大きな一歩。健全な労働環境の構築に向けてさ

らに頑張ろう。 

 

◼ 不当労働行為を根絶させ、安全で安心して働ける職場を取り戻そう！ 

 

◼ あったことを無かったことには絶対にしない!! 

仲間を信じて、若い仲間の組織加入に向けて職場から頑張ります。 

 

◼ 会社の圧力に負けず、一致団結して前に進もう！！ 

 

◼ 「個食」の裏に隠れた会社の分断策動に注目・記録・共有を。 

三多摩支部管内の多くの組合員から 

喜びと連帯強化へ決意の声が止みません！ 



  

No. 035 

 

2021年 

10月 29日 

ＪＲ東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部三多摩支部情報 News from JTSU-E San-tama Branch 

令和元年不第 82号「ジェイアールバス関東事件」の勝利命令を受けて 

メッセージ、続々。 
その５ 

 

◼ 都労委命令・完全勝利おめでとうございます！ そして長期間に渡るたたかい大変

お疲れ様でした。 

あったことは無かったことに出来ない！ この間のたたかいに敬意を表します。困

っている仲間が居るのに助けるのは当然のこと。組織決定だからと見過ごした当時

の組織に改めて怒りを感じます。この勝利命令をバネに不当労働行為撲滅と八王子

駅パンフ配布処分事件の完全勝利に繋げるぞ！ 

 

◼ ジェイアールバス関東事件に対する救済命令完全勝利おめでとうございます。 

不当労働行為に対して今回の救済命令は、この間の闘いの成果であると共に、当た

り前の労働運動が認められた事です。会社は、社員には正しい報告・速やかな報告

といいながら、不当労働行為や会社施策を正当化し、ものを言えない状況にしてい

ます。 

健全なＪＲ東日本グループを取り戻すため、我々もやる事はやり、会社に隙を見せ

ることなく、そしてこの問題をバスだけの事に終わらせず、脱退パワハラ個人訴訟

やパンフ配布処分事件の勝利に向けて奮闘していきます!! 

 

◼ 都労委勝利命令獲得!! 全部救済は大きな一歩。健全な労働環境の構築に向けてさ

らに頑張ろう。 

 

◼ 不当労働行為を根絶させ、安全で安心して働ける職場を取り戻そう！ 

 

◼ あったことを無かったことには絶対にしない!! 

仲間を信じて、若い仲間の組織加入に向けて職場から頑張ります。 

 

◼ 会社の圧力に負けず、一致団結して前に進もう！！ 

 

◼ 「個食」の裏に隠れた会社の分断策動に注目・記録・共有を。 

三多摩支部管内の多くの組合員から 

喜びと連帯強化へ決意の声が止みません！ 



  

No. 036 

 

2021年 

10月 29日 

ＪＲ東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部三多摩支部情報 News from JTSU-E San-tama Branch 

令和元年不第 82号「ジェイアールバス関東事件」の勝利命令を受けて 

メッセージ、続々。 
その６ 

 

➢ 我々は何もやっていない！ 会社は今すぐ不当な扱いをやめろ！ 

 

➢ 不当労働行為、不当処分は断じて許さない。 

あったことをなかったことにしてはならいない。 

全組合員で連帯の輪を広げて、この闘いに勝利しよう。 

 

➢ 不当労働行為をやめろ！ 

 

➢ 健全なＪＲ東日本グループを取り戻すため、力を結集させて立ち向かおう！ 

 

➢ 会社は都労委による救済命令に従え!! 仲間を信じて、不当労働行為を会社が撤回

するまで、ともに闘いましょう。 

 

➢ 組合員は何も悪くない。悪いのは全て会社。これを許せば全ての労働組合の組織に

も影響が出る。徹底的に闘いましょう。 

 

➢ 不当労働行為は企業による犯罪だ！ 決して許すことはできない！ 

ダメなものはダメ！ しっかりと声を上げて行こう！ 

そして、仲間の悲痛な叫びを他人事とせず、全ての仲間の力を合わせて闘って行こ

う！ それができるのは輸送サービス労組しかない！ 

一人でも多く結集して大きな力としていこう！ 

 

➢ 烏合の集の他労組と決別した私達、真の労働者だから勝ち取った勝利だ！ 

これからも、団結して頑張ろう！！ 

 

➢ バス関東救済命令をきっかけに、会社の不当労働行為を根絶させよう！ 

安全で安心して働ける会社を目指し団結してがんばろう!! 

三多摩支部管内の多くの組合員から 

喜びと連帯強化へ決意の声が止みません！ 



  

No. 037 

 

2021年 

10月 29日 

ＪＲ東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部三多摩支部情報 News from JTSU-E San-tama Branch 

令和元年不第 82号「ジェイアールバス関東事件」の勝利命令を受けて 

メッセージ、続々。 
その７ 

 

◆ 不当労働行為根絶 団結してガンバロー!! 

 

◆ バス棚倉の仲間達と共に、ＪＲ東日本会社の行っている組織破壊行為を直ちにやめ

させ、仲間と組織のために全力で闘い抜こう！ 

 

◆ 全部救済命令は当然の結果。これからも共に闘おう！ 

 

◆ 不法行為を許さず、安心して明るく楽しい生活ができる会社、世の中にしよう！ 

 

◆ 労働組合差別に負けないでがんばりましょう!! 

 

◆ 家族のくらしと組合員の力で結束を固めよう！ 

私たちは一人ではない！ 団結しよう！ 

 

◆ 組合員の利益が第一だ！ 

組合員を守らない労働組合は労働組合ではない！ 

働きやすい職場を創るために輸送サービス労組の組織拡大をかちとろう!! 

 

◆ 団結して会社からの弾圧と闘おう！ 

私たちも応援しています！ 

We are the team!! 

 

◆ バス関東の仲間への全部救済をバネに、みんなで前に進もう！ 

他にも声は続々届いてます！ 

今なお手を替え品を替えて続く 

会社からの違法行為に労働組合
輸送サービス労組

へ結集して 

ＮＯを突きつけよう！ 


