絡んでいました︒

れも押し迫った 月 日︑
耐震性が低い事を理由に
﹁２０１２年３月末 の工場
閉鎖﹂と﹁希望退職 案﹂を
通知してきたのです︒同日︑
組合は東京都労働委 員会に
不当労働行為救済を 申し立
てました︒
団体交渉は行われ るもの
の﹁話しをすり替え 曖昧に

的に通知したのでした︒
我々は︑ストライキを構

よ！との組合の要求 には不

的に可能と認めなが らも︑

回答する︒﹂との不 誠実団

えて阻止行動を展開し︑２
度画策した道路拡幅に伴う

した︒

大衆行動と多くの
闘う仲間の支援

誠実な態度を崩しま せんで

補強して大森で事業 継続せ

交を繰り返し︑補強 は技術

測量実施とも東京都第２建
設局の職員に帰って頂き︑
会社の攻撃を阻止しました︒

耐震問題での工場閉鎖

デイベンロイ労組支部は︑
団体交渉を重ねる一 方で︑
東部労組本部︑支部 ︑友好
労組に呼びかけて連 続的に
大衆行動に立ち上が りまし
た︒
２月 日の団体交渉では
﹁会社は補強を出来 ないこ
とを理由とした工場 閉鎖に
ついては撤回する︒ ﹂﹁会

ビラ配布︒２月 日と４月
４日には事実上の親会社に
あたるサニクリーンに対し
て１００名以上で抗議アピー
ル行動を展開しました︒
会社が希望退職の説明会
強行を４月４日に表明した
事に対し︑組合はパート女

性労働者を先頭に約 人の
組合員が翌５日から９日ま
での５日間のストライキ闘
争に突入︒
説明会があった４月８日
には１７１名︑９日には１
２６名で抗議集会を開きシュ
プレヒコールをあげました︒
５月１日には日比谷メー
デーのデモ行進の後﹁デイ
ベンロイ争議支援！メーデー
労働者総決起集会﹂を１４

９名の参加で開催︒５月
日は第 回デイベンロイふ
れあいフェスィバルを例年
通り大森本社で開き︑友好
労組︑地域住民含め約６０
０名の参加がありました︒

残った組合員の団結を
強め 名の雇用︑組合
事務所を勝ち取る

しかし︑希望退職に１１
７名が応募し結果として工

仕事でのミスを指摘 し組合
員を辞めさせようと 画策し
ましたが︑これも跳 ね返し
ました︒
一方︑東京都労働 委員会
では和解の方向で協 議が進
められ︑今まで勝ち 取った
協定︑団結の拠点で ある組
合事務を盾にとり闘 う事︒
そして皆さんの支援 を受け
ての大衆行動をバッ クに闘
いを展開しました︒

８月 日組合は東京都労
働委員会で会社との 和解協
定書を締結しました ︒本社
工場は閉鎖となりましたが︑
組合員が通える近隣 地に職

場を移し 名の継続雇用を
保障さました︒仕事も 名
が希望する業務内容 を認め
させました︒

24

全国一般東京東部労組
デイベンロイ労組支部︑争議解決！
全国一般東京東部労組デ
イベンロイ労組支部は︑２

子会社セブンズの
工場閉鎖から表面化
子会社セブンズクリーナー
三郷工場の閉鎖問題から大
森工場閉鎖が表面化したと
言えます︒
サニクリーンはグループ
の集約工場との名目でデイ
ベンロイの組合潰しと大森
の土地売却を計画し︑茨城
県常総市中妻にスカイクリー
ンという別会社の洗濯工場
を建設︒
大森工場の仕事の受入体
制を会社は整えました︒

測量実施を︑ストラ
イキを構え２度阻止

社は 月 日付文書を撤回
する︒﹂との確認書 を交わ
しましたが︑即日︑ ﹁工場

場組合員は 名のみ残る結
果になりました︒
組合は最後まで闘ってい

名のうち一名は今年定
年の 歳を迎える為︑引き
続きの雇用延長も約 束させ
ました︒移転場所に 組合事
務所を再設置する事 ︑会社
が組合に解決金を支 払う事
で合意しました︒

17

０１２年８月 日に東京都
労働委員会の和解協定書に
より和解︑解決しました︒
東京都労働委員会での調
査は 回に及び︑時間も夜
中の 時近くまで行ったこ
ともありました︒
通勤可能場所に 名の雇
用を保証させたこと︒そし
て新たな移転先に団結の拠
点である組合事務所を確保
したこと︒そして会社が解
決金を支払うこと︒厳しい
闘いでしたが 名の雇用を
守れたことを誇りに思いま
す︒

工場閉鎖への動き

デイベンロイの社員の多
くが東日本大震災の時に建
物が壊れているのではない
かと感じましたが︑倒壊す
る危険性が高いと言ってい
た割には幸いにも大きな被
害がありませんでした︒
会社はこれを逆手にとり︑
工場の建物の老朽化による
﹁耐震による工場閉鎖﹂を
次に仕掛けてきました︒
そのやり方は卑劣で︑暮

閉鎖そのものを撤回 したわ
けではない︒﹂との 書面を
出すなど会社は卑劣 な態度
をあらわにしました︒
この様な会社の態 度に支
部は大衆行動を強め２月
日夜の抗議集会︵１３３名︶︑

る生産部組合員 名の雇用
と団結の拠点である組合事
務所の確保を要求し︑会社
が受け入れない場合は職場
占拠闘争の突入を構えまし
た︒

17

27

８７名︶︑４月１日 にはレ

19

会社は 名を辞めさせる
ために男性社員に営業部へ
配転すると言い︑慣れない

名の継続雇用を確保し
団結を守り移転場所 に組合
事務所を再設置させ る事は
多くの皆さんの支援 が無け
れば出来なかった事 です︒
本当に有難うございました︒
移転は９月中に行われます︒
会社は組合員をバラ バラに
して組合の団結を弱 め経営
権を振りかざしこれ からも
虎視眈々と組合つぶ しの攻
撃をかけてくるはずです︒
我々は︑皆さんと共 に引き
続き闘いながら組合 員で団
結して働きやすい職場を作っ
ていく所存です︒こ れから
も宜しくお願い致します︒

68

50

12

スリー山田社長宅周 辺での

17

17

23

17

17

16

17

27

３月 日の時限ストライキ
と構内集会︑地域デ モ︵１

28

17

12

17

デイベンロイ大森工場の

具体的な最初の攻撃は︑
道路拡幅に関わる営業部を
大森工場の外に出して工場
閉鎖を行おうとするもので
した︒
セブンズ三郷工場閉鎖問
題での東京都労働委員会の
和解協定があるにも関わら
ず︑﹁道路拡幅の測量を行
い︑翌年の３月には土壌調
査を実施し道路拡幅部分の
引き渡しを２０１２年の３
月位に行いたい︒﹂と一方

17

移転︑閉鎖話しは 年以上
前からありました︒
会社は︑建物の老朽化を
理由の第１にあげ︑第２に
コストの問題︵土地代・水・
排水︶をあげ︑大森工場の
建て替え︑移転︑閉鎖の可
能性を５年程前から会社方
針に掲げるようになりまし
26

20

た︒これは都道補助 号線
の拡幅がデイベンロイ前の
区間のみになったこととも

何度も構内集会を取り組んだ

17

12 11

24
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国で暮らし働く労働者にとっ

原発依存ゼロへエネ政
策転換を労働組合力で
首相官邸への抗議行動が

講演は︑チェルノブイリ

て︑放射能︑原発とどう向
き合うのか︑切実な問題だ

集約と新エネ政策発表を８
月末に︑という状況下で設
生み出された射性物質の量

日米安保がこの犠 牲のシ
ステムだ︒民意を伝 えるた
めに︑この国会前は ふさわ
しい場所だ﹂とアッ ピール
した︒
共産党参議院議員 の田村
智子議員が発言︒沖 縄現地
に行っている社民党 の福島
さんからはメッセー ジが寄
せられた︒
時からはいよいよ国会
包囲行動だ︒みな思 い思い

団結まつり

した大きな輪が国会を取り
囲んだ︒
岩国基地に配備されたオ
スプレイは︑そのままアメ
リカに持って帰らせよう！
岩国の空も沖縄の空もそし
て全国の空もオスプレイは
飛ばさせないとの決意を新
たにして国会包囲行動を終
えた︒

・

被ばく時代﹂の中で︑命を
守る︑社会を変える闘いが

多様な形で広がり︑つなが
り出す転機ともなりました︒

大飯原発再稼働を強行し
た野田政権に対する闘いが

持続的な首相官邸前行動に
広がり︑未来の世代の命を

守るために原発の即時停止・
廃止を求める大きなうねり

結まつりの賛同を確認しな

がら取り組み︑具体的には︑

東京全労協として模擬店を

出店し︑結集する仲間との

交流や親睦を深めていきた

いと考えています︒

◆と き

団結まつり・前夜祭企画

月 日︵土︶

：〜
：
亀戸文化センター︵ＪＲ

亀戸駅２分︶

◆団結まつり

となっています︒原発の即
時停止・廃止を求めていき

たいと思います︒
今年の団結まつりは︑

：〜
◆ところ

月 日︵日︶

﹁許すな再稼働 なくそう
原発！とめよう雇用破壊！
つくろう 戦争と貧困のな

30

い社会を！ ・ 団結まつ
り﹂と題して取り組まれま

分︶

地区︵時計台側︶︵東武

亀戸線亀戸水神駅下車３

す︒
東京全労協もこの間の団

江東区・亀戸中央公園Ａ

：

00

がいかに多量であるか︑更

00 27

00 28

のプラカードを持ち ︑組合
旗を先頭に国会を取 り囲み

東日本大震災・福島原発
事故は︑皮肉にも日本の社
会の在り方を根本から変え
ていく切っ掛けとなりまし
た︒
史上最悪の福島原発事故
と止まることのない﹁放射
能汚染﹂の拡大による﹁総

20

15

らない﹂﹁普天間をただち
に閉鎖しろ﹂﹁辺野古に基
地は作らせない﹂﹁高江に
ヘリパットはいらない﹂と

始めた︒
ここでもシュプレ ヒコー
ルは鳴り止まない︒ 三線の
リズムとともにエイ サー隊
も練り歩く︒国会包 囲成功
が告げけられるとウ エーブ
が起こり︑沖縄と堅 く連帯

18 10

10 10

28

毎金曜日に続けられ︑﹁原
発依存率の国民的議論﹂の

定された﹃８・ 労働者集
会﹄には︑当日の猛暑にも
に放射能汚染の実態︑放射
能被曝規準とガン発生率な
ど︑興味深い話が続いた︒
労組に問われる責任とし
声高くシュプレヒコールが
こだまする︒
沖縄現地でハンスト座り
込みを行った上原さんから
は﹁世界で一番危険なオス
プレイを世界で一番危険な
普天間に持って来ることを
絶対許さない︒これからも
闘っていく﹂と力強く挨拶
された︒そして︑九歳の少
年がマイクを握ると﹁沖縄
の人たちのうえに爆弾を積
んだ飛行機が飛んでいるこ
とに僕は反対です︒オスプ
レイは広いアメリカで飛べ
ばいいと思います︒﹂と率
直な意見を述べ︑大きな声
でコールのリードを行った︒
沖縄県人会の方や軍事評
論家の前田哲男さん︑高橋
哲哉さんも駆け付け﹁沖縄
県民集会は十万人を超す人
たちが集まっている︒﹂と
告げると大きな歓声があがっ
た︒
そして彼は﹁オスプレイ
の配備は﹃犠牲のシステム﹄
によって行われている︒

28

12

からだ︒

かかわらず収容人数を超す
１２６０人が集まった︒

て︑東電︑関電労組︑チッ
ソ労組の﹁恥宣言﹂のスラ
イド説明は︑身の引き締ま
る思いで聞いた︒
﹁除染はできない︑移染
が正しい﹂︑﹁今やいたる
ところが放射線管理区域﹂︑
﹁重要なのは︑︵１︶子供
を被曝させない︑︵２︶１

北野幸雄

次産業を守るの２点﹂など︑
印象に残った︒
石油労組連絡会

が始まった︒
主催者から﹁沖縄 の人々
にこれ以上︑命の危 険と苦
痛を押しつけてはいけない︒
本土の政府中枢で労 働者市
民が声をあげていこ う︒﹂
と開会挨拶があった︒
合間に﹁オスプレ イはい

10

原発事故や福島原発事故で

この日の講演 ：
﹁放射能
汚染の現実を超えて﹂︵小
出裕章氏︶への関心の高さ
は︑放射能汚染されたこの

９月９日午前
時から
﹁沖縄県民大会と同時アク
ション﹂が国会前で開かれ
た︒全労協とともに東京全
労協の仲間も各産別の旗を
持ち続々と結集︒
国会周辺に人の波が溢れ︑
一万人が結集する中︑集会

﹁オスプレイは
いらない！﹂声が
国会を取り巻いた！

脱原発社会をめざす
８・12労働者集会に1260名が参加！

12

11

10

木下孝子さんが1981年6月19日に職業病を理由に解雇され30年、2005年2月
に支援共闘会議を結成して頂いて７年目を迎えています。多くの仲間の皆さ
んにご支援頂き様々な取組みを行い、早期の解決をめざし闘いを進めていま
す。
１．東京総行動をはじめ各種行動でＮＴＴ持株会社へ要請
早期解決をめざし、この１年間は東京総行動をはじめ各種行動でＮＴＴ持
株会社へ要請を７回取り組んで来ました。
２．共闘会議での討論
共闘会議として早期解決には何が必要か、今までの取組みの中での教訓・
反省は何かを議論してきました。その中で明らかになったことは、「木下闘
争の中身がよく解っていない、何が問題であったのか。」ということでした。
そこで今まで集めた資料、裁判資料を改めて点検し直そう、そしてＮＴＴ
木下闘争の本質を訴えていこうと確認がなされました。
作業を進める中で木下争議の認識を新たにしつつ、昨年11月の幹事会でパ
ンフ作成が決定されました。
３．パンフの発行で改めてＮＴＴの社会的責任を問う
ＮＴＴを社会的に包囲する運動の一環として、木下争議の本質を問うパン
フレット「頸肩腕障害の責任追及は終わらない」を多くの皆様のご努力によ
り、今年の４月に発行するに至りました。
そして６月９日には総会ならびにシンポジウムを開催し、100名を超える仲
間の参加を頂きました。シンポの中では木下闘争の本質、司法判断の誤りと
電電公社―ＮＴＴの職業病患者に与えた犯罪的行為を明らかにし、「治療と
闘いは一体」ということを改めて確認し、職業病闘争の強化を誓い合いまし
た。
４．株主総会の取り組み
例年取り組まれているＮＴＴ内４労組・１団体で株主に対しての情宣行動。
企業の社会的責任について原発問題から発言を始めると、「さくら席」から
一段と大きな野次がとばされ、ＮＴＴの頸腕発症の責任に及ぶと、発言がさ
えぎられ、ＮＴＴ側の対応は、他の発言者にたいしてもそうですが、全く誠
意が感じられませんでした。
５．今後の方針
①30年間の闘いのけじめとして、パンフを広め木下争議の本質を訴えなが
ら、なんとしてもこの１年間で解決させるとの決意で闘いをすすめる。
②ＮＴＴ内の４労組とともに、ＮＴＴにおける全ての争議の解決、諸要求
の解決に向けた闘いでＮＴＴを追い込んでいきます。
熱いご支援をお願い申し上げます。
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