全国一般東京労組
フジビグループ分会

時から︑荒川区議会議長応

加で行われ︑怒りのデモ行

月 日に行われた﹁ ・
計画倒産糾弾！親会社富
士美術印刷の責任徹底追及！
組合員全員の雇用保障を求
める荒川地域デモ﹂は︑東
京労組︑全労協︑荒川区労
評をはじめとする多くの労
働組合員や都内外・荒川地
接室において︑荒川区労評

10・26計画倒産糾弾！組合員全員の雇用保障を求める荒川地域デモ

地域デモに先立ち午後１

解雇された組合員が
荒川区長に要請

進は大成功した︒

名を超える参

東京全労協第 回定期
大会を成功させよう！

倒産させ︑中小企業 に働く

こうした反動化す る政治

レイ配備反対を訴えたにも

さらに︑自衛隊の集団的

社会状況にあって︑ 労働運

労働者の職を奪い︑ 広範な

自衛権の行使を容認する議

動が果たす役割が問 われて

かかわらず︑米軍に隷従し

の復興に背を向け︑ 福島第

論に入ることを明らかにし

います︒

労働者に賃金の切り 下げを

一原発事故によって 明らか

ています︒そして︑自民党

東京全労協は︑誰 もが安

て強行配備に手を貸しまし

になった原発の﹁安全神話﹂

総裁に就任した安倍は︑外

心して働き︑生きて いける

◎東 京地 域労 働 運動 を
発展させ︑労働者の生
活と権利を勝ち取ろう

崩壊を覆い隠し︑原 発ゼロ

交政策や憲法問題について

世の中をつくること を﹁当

強要させました︒

の国民世論とは反対 に︑大

ナショナリスト指向を強め

心の強さを示した︒

特に︑尖閣諸島の問題で

そして︑いまの不 条理を

たり前の労働運動﹂ として
そして︑労働者・ 国民の

はタカ派的な立場を明らか

つくり出した政治の 問題を

た︒

と︑解雇された組合員 名
が︑荒川区長に対して要請
を行った︒

飯原発を再稼働させ ︑さら

ています︒
生活をいっそう困難 で厳し

にし憲法９条の改憲を主張

展開していきます︒
くする︑消費税増税 を強行

しています︒

回も記録するなど︑﹁失わ

の間に︑マイナス成長を５

件︑権利の問題も然りです︒

に関係しているので あり︑

私たちはこの社会 と密接

します︒

につながらないこと を確認

抜きに労働組合総体 の前進
しました︒

０１年度から２００９年度

れた 年﹂といわれる長期
不況・デフレ不況が続いて

人間が人間を搾取・抑圧・

一方︑日本経済は︑２０
また︑沖縄県民大会で
万人を超す参加者が オスプ

野田首相は東日本 大震災

要請には︑荒川区議会議
員が立ち会い︑地域経済と
中小零細企業の雇用問題と

に大間原発の建設を 再開さ

して︑今回のフジ製版破産︑
全員解雇問題への議会の関

せました︒

地域デモに近隣住民
からの支持多数
荒川区役所前の公園には
早くから組合員が集まり︑
集会開始時にはすでに２百

いるところへ︑東日本大震

支配する世の中を変 えるの

正規労働者の非正規労働者

ストラ・人減らしとともに︑

総額人件費の削減は︑リ

針を確立しようでは ありま

者の生存権をかけて 闘う方

て活発な議論を行い ︑労働

多くの仲間の参加 によっ

す︒

への置き換え︑成果主義労

せんか！

東京全労協
第 回 定 期大 会

による労働者の団結破壊な

どを通じて︑全体としての

と

また︑中小企業にたいす

月 日

港区新橋５〜 〜５

時 分開会
ところ 交通ビルＢ１

き

賃下げという形で具体化さ

入︑労働者間競争の組織化

務管理による差別賃金の導

されています︒

職場における賃金や 労働条
集会が取り 組まれる︒ 荒川

災と超円高が加わり︑かつ

月 日 には東部け んり
総行動で︑ フジビ社前 抗議
区から東京東部地域へ︑ネッ

は︑労働者の歴史的 使命で

トなどの情 報網を通じ てフ
ジビグルー プ・田中一 族に
よる︑労働 者使い捨て の偽
装倒産・組 合潰しへの 反撃
の闘いと支 援の声は全 国に
広がりつつ ある︒
月 日 ︑フジ製版 の機
材が搬出さ れた︒労働 者と
機材を会社 から社外に 放り
出してもま だ何も終わ らな
い︒
労働者の正 義の闘いを 勝利

る下請け単価の一方的切り

れました︒
させるまで闘い抜く決意だ︒

15

フジビグ ループ分会 は︑

20

10

23

てない危機的な状況にさら

10

下げは︑多くの中小企業を

30 1

9

31

東京労組・中原純子

23

13 12

11

10

26

10

名を越えていた︒ 時に出
発したデモ行進は︑長蛇の
列が宮地交差点を渡るのに
かなりの時間を要した︒
普段は閑散としているフ
ジビのある道灌山通りは︑
沿道に多くの人々が姿を見
せデモに見入りビラを読み
﹁頑張って﹂と声をかけて
いた︒
フジビは︑金曜日にもか
かわらず明かりが消え︑静
まり返り︑フジビ会長は３
日前から休暇をとり出社し
ていなかった︒
地域デモの最後は︑田端
駅高台にあるフジビ会長自
宅マンション・ライオンズ
ヒルズ隣の田端台公園で︑
抗議のシュプレヒコールを
行った︒
19

10

26

域住民など
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行いましたが︑都労委にて
救済命令をまず組合が勝ち

時間制の成立要件を含めた

組み︑今回で 回目を迎え
ています︒
東京全労協は︑常任幹事
会の中で参加するにあたっ

中部全労協の報告

類を見極めるため︑数種類
の焼きソバを試食しました︒

とになり︑常任幹事会の中
で︑麺の種類やソースの種

雨宮常任幹事を料理長に
焼きそばを作ろうというこ

てどのような体制で取り組
もうかと討論してきました︒

・ 団結まつり
東京全労協は焼きそばで参加！

月 日︑江東区 亀戸中
央公園で団結まつりが開催
されました︒
今年の団結まつりのテー
マ課題は﹁ゆるすな再稼働！
なくそう 原発︑とめよう
雇用破壊！つくろう 戦争

28

と貧困のない社会を！ ・
団結まつり﹂としての取
り組みでした︒この団結ま
つりは﹁国鉄闘争を早期に
解決し︑平和と民主主義の
実現を目指すあらゆる闘い
と連帯し︑戦争と貧困のな
い社会をつくりだそう﹂と
職場・地域を超えての取り

28

西武バスは法令を遵守し︑
残業代を適切に支払え！
月 日︑日本橋 蛎殻町
から大手町にかけて約 時
ける和解が成立しなければ︑

取り︑その後の中労委にお

このデモの目的は︑株式
トされた事務員訴訟の判決︑

間のデモを行いました︒
再上場を目指す西武 の再
上場を機に︑西武バスが法
中労委命令︑路線バス事業

私たち組合と会社は︑西

紛争早期解決の最大の山

未払い残業代訴訟の判決へ

ス労働条件に不利益なく移
場である本行動へ百名以上

武自動車における未払い賃

行することを優先議題とし
の仲間のご支援により︑大
成功で終えることができま
本行動へのご参加︑また

した︒

で︑団交拒否・支配介入な

その３年間の攻防戦の中

ています︒

て︑攻防戦が繰り広げられ

と続きます︒

における判例なき変形労働

兼務手当てを一方的にカッ

令違反をなくし︑紛争解決

1

金︑そして合併後の西武バ

へ向かわせることです︒

HD

呼びかけ︑準備等にご尽力

争議解決報告集会
全国一般東京東部労組
デイベンロイ労組支部
全労協加盟の労働組合の
皆さん！皆さんの多大なご

10

12

どの不当労働行為を会社が
頂きました
仲間の皆さ
んに︑分会
員一同心よ
りお礼申し

上げます︒
私たちの

闘いは今後

支援で８月 日に東京都労
働委員会で和解し組合員全
員の雇用を確保しました︒

26

10

10
10

中部全労協では︑ＪＡＬ
の不当な解雇とたたかう仲
間たちを支援する﹁中部共
闘﹂結成に向けて︑千代田
区労協︑千代田区労連︑中
央区労協の仲間と協議を行
い︑３月８日に︑富士見区
民館において﹁ＪＡＬ闘争
支援中部共闘結成集会﹂を
行いました︒
毎月事務局会議を開催し︑
原告からの闘争報告を受け

また︑５月には八重洲にあ
る京セラ東京支社に出向き
稲盛会長に宛てた早期解決
に向けた要請行動を行いま
した︒
引き続き︑ＪＡＬの不当
解雇を撤回︑空の安全を守
る為に闘う仲間を支援し︑
一日も早い勝利を勝ち取る
ため︑共闘を強めていきま
す︒
また︑国鉄闘争・稚内闘
争団が築いてきた地域共闘
の結集軸である﹁国労・闘
争団と連帯する夕べ﹂を継
承して︑ＪＡＬ不当解雇撤
回をはじめすべての争議勝
利と非正規・不安定雇用労
働撤廃︑平和と民主主義実

パックの大きさや値段の調

整︑調理担当︑パック詰め

や売り子など︑慌ただしく

も穏やかな参加となりまし

た︒２百食用意して完売︑

売上げの約１万４千円余り

は実行委員会へカンパしま

した︒

お手伝いを頂きました石

油労組の皆さん︑東京労組

の皆さん︑参加された皆さ

ん︑お疲れ様でした︒

︵岩野︶

現を目指す労働者の原点に
立って︑新たな連帯へ向け
﹁連帯する夕べ﹂を開催す
ることになりました︒
ぜひご参加下さい︒

午後５時半受付、６時開会

も続きます
ので︑ご支
援ご指導の
ほど︑よろ

20

28

ると共に︑千代田区︑中央
区内の各労組に対し︑﹁支
える会﹂への加入などの情
宣行動を行ってきました︒

２０１２連帯する夕べ

24

月 日に移転先の東京
事業所︵大田区東糀谷︶に
てデイベンロイ労組支部第

Ｄによる映像報告が 行われ
ました︒
花冷えのする春先 の雨で
寒い中の集会や大森 駅まで
の抗議デモの模様を あらた
めて見ると地域の仲 間の皆
さんからのご支援に 本当に
支えられた闘いであ ったと
感じました︒
多くの仲間が闘っ ていま
す︒闘いの全面勝利 まで全
国一般東京東部労組 デイベ
ンロイ労組支部はこ れから
も頑張ります︒皆さ んよろ
しくお願いいたします︒

６Ｆ大会議室

10

回の定期大会を行いまし
た︒その後︑午後６時半よ
り大田区産業プラザＰＩＯ
に場所を移し︑争議解決報
告集会を開催しました︒
会場には一〇〇名もの闘
う仲間が結集し︑支援の皆
さんからのご挨拶や︑ＤＶ
34

しくお願い
いたします︒
全国一般
東京労組三
多摩地域支
部西武バス
グループ分
会・青野
稔

2,000円

参加費

大井町「きゅりあん」

所

場

2012年11月29日（木）

時

日

西武バスは法令を守れ！日本橋をデモ行進！
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