T S から J E S S へ？！
！

■「何も変わらない」は
真っ赤なウソ
に採用されることになります。

ロパーは、ＴＴＳを退職し、新たにＪＥＳＳ

いうことになります。その点がほとんど説明

継がれません。転籍先ＪＥＳＳの規定次第と

されていません。年収が下がった場合、前の

給与との差額は補償されません。会社の目的

転籍は、いったん元の会社を辞めるのです

は次のように回答していますから、ＪＥＳＳ

動労千葉とＣＴＳとの団体交渉で、ＣＴＳ

はコスト＝賃金切り下げにあります。

から、本人の個別的・具体的な同意が必要に

われます。

の労働条件は概略下記のようになるものと思

最高裁判決

ＣＴＳ 雇用形態は、プロパーはエキ

スパート社員として転籍する。パート

）

転籍は労働契約の一身専属的性格にかんが

は、契約期間も含めて転籍することに

なる。

する際、直近上位に移行することにな

プロパーの賃金は、ＪＥＳＳに転籍

千葉では、ＣＴＳは動労千葉との団体交渉

パートは時給１０００円のまま移行す

り、賃金としては上がると考えている。

関係では、プロパー及びパートについては、Ｊ

る。

１００ 分の１３０ から１００ 分の

各 種 手 当 て で は、 夜 勤 手 当 の 率 が

した。
」と説明していますが、ここに「同意書」

１３５になる。

しかし、ＪＥＳＳへの移管がもたらす労働

共済会が利用できる。休日数は現行の

る他、カフェテリアプラン、グループ

福利厚生では、住宅手当が加算にな
新たに他の企業に雇い入れられる（採用）こ

条件の変化について、とりわけ不利益につい

定年は、 歳になる。

とです。つまり、退職強要＝解雇攻撃だとい

けを記載した資料を渡して「同意書」にサイ

定期昇給は、組合側が機関紙等で記

１１４日、年休も現行同様となる。
これまでの外注化は、ＴＴＳのプロパー社

ンを求めるのは、退職強要と変わりはありま

ても十分な説明をせずに、労働条件の一部だ
員にとってはＴＴＳとの雇用関係が継続した

せん。

下で働くというものでした。ＪＲ社員からＴ

ＴＳプロパー社員が業務を引き継ぐという内
容も含まれていました。
今回の駅業務の全面外注化では、ＴＴＳプ

るかです。これまでの給与、労働条件は引き

は、労働条件はどうなるのか、給与はどうな

働く私たちにとって、もっとも重要なこと

まりＪＲとの雇用関係が継続したまま）で、 ■労働条件・給与は転籍先ＪＥＳＳ
ＪＲから駅業務を受託したＴＴＳの指揮命令 の規定で決まる。労働条件は低下す
る！

した。ＪＲ社員からすれば、
ＴＴＳに出向（つ

なかでの新たな受託業務の拡大ということで

うことです。

た企業との間の労働関係が解消され（退職）
、 条件が大きく変わることが示されています。

が必要な退職・解雇攻撃であることと、労働

「転籍同意書」と労働条件を記載した資料を渡

ＥＳＳへの転籍となる。５月中に説明を行い、

において、
「ＪＥＳＳへの移管に伴い、 CTS
の

力が生ずる。

み、労働者本人の承諾があってはじめて効

（昭和 ・４・

日立製作所横浜工場事件

なります。

月 日から、ＴＴＳがＪＲ東日本から受 ■ろくに説明しないで
「同意書」に署名させている！

ない」は大ウソです。

変について知らされていません。
「何も変わら

めに「転籍」がもたらす労働条件・給与の激

いよ」と言った話しかしていません。そのた

国労も東労組も、現場には「何も変わらな

を異にするところです。

そこが今回の外注化の全面化がこれまでと質

は、「転籍」という雇用条件の激変を含みます。

の延長ではありません。今回の全面的外注化

今回の駅業務の全面的外注化は、これまで

に統合されるとのことです。

Ｒ東日本ステーションサービス」
（ＪＥＳＳ）

託している駅業務が、
ＴＴＳから分離され、「Ｊ

1

■ 駅の全面的外注化は、
「転籍」＝首切りが核心だ！

12

7
転籍とは従業員と従来の雇用関係にあっ

48

！
ゃない
冗談じ

ふざけるな

駅の外注会社の大再編・
労働者のたらいまわし弾劾！

7・1 T

動労連帯高崎へ！

許せない！
声を上げたい仲間は

（日刊動労千葉７９２８号より）

載しているとおり５年毎の実施になる。

65

ＪＲ東日本ステーションサービス
高崎鉄道サービス

130
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■ＪＥＳＳの昇給は、生涯たっ
た 回、５～８千円程度ダケ！
数百万単位で減収になる！

ＳＳでの昇 給は

年目、

年目、
15

年目の生涯たった 回だけ、昇給額も

10

Ｓに引き継ぐので退職金は出さな

ＣＴＳ 勤続年数を含めてＪ ＥＳ
残っていた方が給与や労働条件がいい

なのです。ＪＥＳＳに転籍するよりも
す。

いて転 籍 を強いられることになりま

ことに直結します。いずれ戻すと言わ

もたらし、乗客や乗務員の命を奪う

転籍まで行きつくかもしれません。ま

配転された青年労働者のＪＥＳＳへの

れた「ライフサイクル制度」も、強制

なら、だれも転籍に応じません。

■行き着く先は、車掌や運転士
を含む全業務の外注化だ。

い。
つまり、今回の転籍を通して、ＴＴ
Ｓに残る労働者には、相変わらずの低

組合 Ｊ ＥＳＳの退職条件は説明
したのか。

級のシステムが崩壊し、車掌から運転

た駅 車
―掌 運
―転士といった、昇進昇

出向者もこのままでいられる保障は

士までが非正規労働者に全面的に置き

賃金と強労働が強制され続け、下げ

ありません。この駅業務の全面外注化

換えられることも予想されます。できる

ＣＴＳ そこまでは説明していな

で「転籍」が当然というような状態

かどうかはともかく、ＪＲがそうした

られることはあっても上げられること
つまり、駅業務の全面外注化で、駅

が形成されれば、出向者がそのまま

がっていることは明らかです。

い。

清掃や車両清掃労働者には、今まで

出向先に転籍、というようなことだっ

はなくなるのです。

以上の労働強化と賃下げが強制され

ＪＲグループ全体が総非正規職の職

そうなってしまいます。だから、駅の

けない職場に大きく変貌してしまうこ

婚も子育ても、将来生活の展望が描

場になり、青年労働者にとっては、
、結

外注化で「転籍」を許すのか、労働

とになるのです。
が、正念場なのです。

■動労連帯に結集して、生活と
未来を守ろう！

運動の力でそれを阻止するのかどうか

労働組合の解体がそこまで進めば、

てまかり通ることになります。

の低下）としてすでに始まっています。

るめちゃくちゃな労働強化（実質賃金

るのです。それは３月ダイヤ改正によ

組合 退職条件が違う場合、退職

そこまでは考えていな

金が下がる事も考えられるのでは
ないか。
ＣＴＳ
かった。

■駅だけではない！ 清掃労働
者には今まで以上の労働強化と
低賃金が！

■駅の次は、車両検修業務の外
注化だ！

転籍は、本人同意が不可欠ですか

ＪＲは、自身は持ち株会社になって

近上位に移行するから賃上げになる」

金融操作だけに明け暮れる企業形態

駅の全面外注化に反対の声すら上

さらに恐るべきことに、駅の全面外

げない東 労 組や国労では、働く者の

ら、転籍を拒否することもできます。

鉄はホールディングス」と呼ばれる持

生活と未来は守れません。動労連帯

などという会社の説明を真に受けてい

京、横 浜、八王子、大 宮 支 社 管 内の

ち株会社の下に鉄道やバス、ホテル、

は、動労千葉、動労総連合とともに、

をめざしています。すでに近鉄や阪急、

車両検修業務を請け負う「ＪＲ東日

流通業、不動産業、車両検修、保線、

分割民営化に一貫して反対して団結を

注化は、駅で終わりません。ＪＲ東日

したり、
「あなただけ特別扱いできな

本運輸サービス」
（ＪＥＴＳ）を完全

清掃などの子会社がぶら下がる企業

守ってきました。外注化に対しても裁

しかし、正当な転籍拒否に対して、会

い」と不当解雇するケースが少なく

子会社にしています。これは車両検修

形態になっています。

たらとんでもないことになります。生

ありません。しかし、このような不利

業務外注化の受け皿がすでにできてい

ＪＲが目指しているのは、大手私鉄

阪神、西武、相模鉄道などの大手私

益扱いは違法です。だからこそ、会社

るということです。総合車両センター

をはるかに上回る外注化です。だから

本は、３年前の２０１２年 月に、東

転籍は、元の会社を退職することに

は、うまいことをいって本人が自発的

月にＪＲ東

社が「拒否者を整理解雇の対象」に

なりますから、退職金を要求すること

に「同意書にサインした」としたいの

の受託子会社は、今 年

年以上も遅らせてきました。

動労千葉との団体交渉で退職金につい

ぐって紛争になるケースがあります。

という問いに対して、
「ＣＴＳに残る場

した場合はどのように取り扱うのか」

動労千葉との交渉で、
「転籍を拒否

で占められています。車両センターの

労働者の半数余りは子会社の労働者

されており、総合車両センターで働く

日本テクノロジー（ＪＲＴＭ）に統合

ているのです。第二の分割民営化攻撃

合の抵抗を打ち破って貫徹しようとし

どの大幅な変更を、労働者、労働組

こ、転籍という労働条件・賃金体系な

外注化絶対反対！ 業務と労働者

り越えて、共に団結して闘っています。

組織化し、正規・非正規の分断を乗

そして、外注先の非正規労働者をも

実施を

てＣＴＳは「そこまでは考えていなかっ

合には、清掃等の業務に従事する事

■退職金は払われるのか？

られるのです。

ができます。しかし、元の会社が退職

です。

た」と回答していますが、考えていな

だというのはこの意味からです。

いましょう。

をＪＲに戻せ！ 動労連帯に入って闘

外注化も進んでいる。ＪＲが次に狙っ
業務をＪＥＴＳに統合することです。

■安全は崩壊し、青年の未来が
奪われる！

になる」と回答していることも重要で
ＪＥＳＳへの転籍に同意してもらう

そこまで進めば、現在検修作業を

しかし、それは、安全の全面崩壊を

かったのではなく、退職金について隠

ためにも、清掃業務が、一段と低い労

行っているＴＴＳプロパーも駅につづ

ていることは、ＴＴＳなどの車両検修

し通そうとしていたのです。
組合 転籍の場合、退職金は出す
のか。

働条件と賃金水準であることが必要

す。

10

12

4

判闘争も含めて闘い続け、外注化の

金支払いを拒んだり、支払い方法をめ

涯レベルで見れば、年収が大幅に下げ

収で約３５０万円も低いそうです。
「直

金は、ホールディングスの社員より年

いて、相鉄バスに雇用された社員の賃

早期退職かを迫る攻撃がかけられて

労働者に対して、相鉄バスへの転籍か

ら相鉄バスに出向している２７０人の

相模鉄道では、ホールディングスか

なります。

年収というレベルで見れば、賃下げに

５～ 千円程度です。したがって生涯

3

5

直近上位に移行するとしても、ＪＥ

3

8

