討論で突然解散を表明し︑
国民不在の勢力争いが益々

の稼働と建設を再開し︑消
費税増税と沖縄普天間基地
にオスプレイ配備を強行し
ました︒野党からは解散を
追求され︑自民党との党首

野田首相は︑東日本大震
災の復興に背を向け︑原発

活発な討論の中から成功を
勝ち取ってきました︒

東京全労協第 回定期大
会は︑２０１２年 月 日
に新橋の交通ビルで開催し︑

裁判原告団・鈴木氏の要請
を受けました︒

金澤議長の挨拶︑特別要請
としてＪＡＬ不当解雇撤回

士から支援要請を受け︑団
結を強め労働者の生存権を
かけて闘う決意の挨拶があ
りました︒
来賓として全労協本部・

いました︒
選挙対策本部の海渡弁護

んを支持する﹂ことを常任
幹事会で決定した報告を行

ら︑都知事選挙は東京全労
協として︑﹁宇都宮健児さ

着こうともしない︒

荒川区長の代理と して解
雇された組合員から 要請を

組合との話し合いに 一度も
出たことがない﹂と 恥ずか

受けた荒川区産業経 済部長
にフジビ会長は﹁私 は労働

占められ︑会長どうしが兄
弟︑その息子である社長ど

フジビとフジ製版の労働
者たちは渾然一体となって

うしが従兄弟の同族会社で
ある︒

田中一族による﹁偽装倒産・
組合つぶし﹂を許すな！
創業 年の親会社富士美術
印刷︵フジビ︶の製版部門を
年間担ってきた組合員たち
は︑子会社フジ製版が申立て
た東京地裁の不当な破産手続
開始により即日全員解雇され
た︒

働いていた︒
１９８８年フジ製版に労

組結成時から労働組合の合
言葉は﹁フジ製版社員の最

終雇用責任はフジビにある！﹂
であった︒フジ製版経営が

東京労組フジビ分会
中原純子

してフジビ闘争勝利 まで奮
闘する決意である︒

ジビグループ分会は 中小企
業労働者の声なき声 を代表

業労働者たちが路上 に放り
出されるだろう︒私 たちフ

3

フジ製版経営は逃亡したが︑
機材を産廃業者に搬出させ︑
全ての製版業務を外注化し︑
労働者たちをフジビ構内から

しげもなく発言して いる︒
フジビ経営に対す る地域
デモをはじめとした 社会的
包囲が開始されている︒
世界経済が後退するなか︑
中小企業の命綱だっ た金融
円滑化法が来年 月 に失効
し︑長期デフレ不況 が深ま
るなか中小零細企業 の倒産
急増が指摘されてい る︒大
多数が未組織の中小 零細企

石油労組連絡会(再任)
東京清掃労組(再任)

東京全労協
第 回 定期大会報告

激化する政治状況下での開
催となりました︒

質疑討論では︑全統一労
組・関東交通共済協同組合

阿部
山﨑

大会にあたり纐纈議長か

大会は 名の代議員出席
︵委任状含む︶を得て︑大

北部ブロック(再任)
中部ブロック(再任)
三多摩ブロック(再任)

路上に放り出した悪行は︑フ
ジビ経営の手で行われた︒
フジ製版社長はフジビ創業
家の次男田中健︑社長以下役
員は全てフジビから派遣され︑
互いの株を保有し︑出向など
人事交流が図られていた︒
フジ製版の仕事は︑最後ま
で９割近くがフジビの仕事で

小泉 尚之
遠藤 常夫
朝倉 玲子

偽装破産で逃亡した今こそ︑
労働組合は親会社フジビに
雇用責任を取らせなければ
ならない︒
フジ製版を解雇された組
合員を雇用せよとの要求に︑
フジビ経営は﹁別法人﹂を
口実に団体交渉を拒否し︑
交渉の席に

西部ブロック(再任)
南部ブロック(再任)

副議長に中澤和夫︵国労東
京︶︑中原純子︵東京労組︶︑
事務局長に久保聡︵全水道
東水労︶︑事務局次長に中
島由美子︵全国一般東京な
んぶ︶が承認されました︒
大会決議は︑﹁労働法制
の改悪を許さず︑すべての
争議の勝利に向けて取り込
む決議﹂﹁脱原発社会をめ
ざし︑エネルギー政策の抜
本的見直しをせまる決議﹂
﹁反戦・平和の決議﹂の３
本が採択されました︒
今大会で退任されました
和田常任幹事と石川常任幹
事につきましては︑長年に
亘り大変ご苦労様でした︒
東京全労協 事務局長
久保 聡

偽装倒産抗議!12･14集会（2012年12月14日）

分会︑東京労組︑ディベン
ロイ分会︑ＮＴＴ関連合同

波能 秀幸
藤村 妙子

任幹事
任幹事
任幹事
任幹事
計監査
計監査

23

1

会議長に全水道東水労から
池口祐希代議員︑全国一般

練馬全労協(再任)
東部ブロック(再任)

常
常
常
常
会
会

国労東京(再任)
全統一労組(再任)

23

分会︑フジビ分会︑文京区
職労︑石油労組連絡会︑郵

小畠 郁久
雨宮 靖行

智
努

95

横倉
中島

一夫
浩

政産業労働者ユニ
オンなど延べ９名

東京東部労組(再任)
郵政産業労働者ユニオン(新任)

常任幹事
常任幹事

から争議報告や決
意表明︑取り組み
要請︑補強意見と
質問があり︑第１
号議案︵総括・方
針︶︑第２号議案
︵規約の一部改正︶
及び第３号議案
︵会計決算・予算︶
は︑満場の拍手で
承認されました︒
第４号議案︵役
員選出︶は︑４役
として議長に纐纈
朗︵東京清掃労組︶︑

（2012.12.1）

45

東京清掃労組(再任)
石油労組連絡会(再任)
事務局長
事務局次長

小野 洋昭
中村 知明

常任幹事
常任幹事

東京労組(再任)
全水道東水労(再任)
純子
聡
議 長
議 長

横須賀 博
村石 文彦

常任幹事
常任幹事

中原
久保
副
副

全国一般東京南部(再任)
都労連(新任)

常任幹事
常任幹事

東京清掃労組(再任)
国労東京(再任)
長

中島由美子
掛川 伸一

常任幹事
常任幹事

纐纈 朗
中澤 和夫
議

第23回定期大会 役員体制
東京全労協

12

東部労組から松下修利代議
員を選出し進められました︒

支援の要請をするＪＡＬ原告団

69
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東京全労協合宿報告
島を象徴するものだがこの
言葉の中に戦争の影がある
とは知らなかった︒
座学を終えて時折小雨が

エクソンモービルの
ボーナス学歴差別
支給裁判

私たちが取組んできた
﹁学歴によるボーナス支給
月率差別﹂の裁判闘争につ
いては︑本年３月東京高裁
︵南裁判長︶判決で１審
︵白石裁判長︶の全面敗訴
判決を勝利判決に覆したこ
とを︑既に本機関紙で報告
しました︒
高裁判決の中身は︑私た
ちの求めている﹁格差支給
に対する請求﹂は認めませ
んでしたが︑この問題に関
する団体交渉が﹁不誠実﹂
で﹁違法行為があった﹂と
して︑損害賠償支払いを命
じたものでした︒この判決

高裁判決﹁不誠
降る中︑現地見学に行った︒ 最 高 裁 ：
実団交による損害賠償支
まず﹁噫従軍慰安婦﹂碑を
払い﹂を追認
見に﹁かにた婦人の村﹂へ
行った︒小高い丘に立つそ
の碑は︑天を突き刺すよう
にも大きな涙のようにも見
える︒
日本で初めて戦後 年たっ
て自らの体験を告白した彼
女の思いが凝縮しているよ

指揮所の地下壕を見た︒そ
して︑その天井に彫られて
いた龍のレリーフにはびっ
くりした︒日本海軍の守り
神とされるこの龍を彫った
人々の気持ちはどんなもの
だったのだろう︒
また︑射撃場の跡や機体
を隠すための掩体壕も観に

うだった︒
次に﹁１２３高地﹂戦闘

東京湾要塞と戦争拠点

してきた庶民の暮らしがあっ
たことに現れている︒
１６２４年に作られた大
巌院にある﹁四面石塔﹂は
和風漢字・中国篆字・印度
梵字・朝鮮ハングルで書か
れている︒朝鮮通信使が修
交し︑戦没者の供養と世界
平和を祈願したものだとい
うことだった︒そして︑大
正時代には済州島の海女た
ちが出稼ぎに来ていた︒
また︑明治期には︑アワ
ビ漁師たちは海をわたりア
メリカモントレーで器械式
潜水漁を始めている︒まさ
に﹁国際都市﹂だったので
ある︒関係国の方たちとは
現在も交流が続いていると
いう︒

安房の国再発見
〜戦争の準備は足元から始まった〜
月 日東京全労 協の合
宿で安房の国・房総半島の

とだった︒そこは︑海路の
拠点として交易や文化そし

ばならなかった役割りの意
味が凝縮しているというこ

る︒すると館山は︑本州の
頂点となる︒この位置が安
房の国・館山が果さなけれ

いてみたい︒日本地図を日
本列島を上にして置いてみ

説明を受けた︒とりわけ印
象に残っていることから書

まず︑ＮＰＯ法人安房文
化遺産フォーラムの方から

文化と交易の拠点

の歴史の奥深さだった︒

館山に行った︒ここで見た
のはそして聞いたのは地域

17

て漁業がおこなわれた︒
それは︑異なる文化や価

に対し︑原告・被告の双方
が最高裁に上告しましたが︑
去る 月１日︑上告は双方
共に棄却され高裁判決が確
定しました︒上告棄却は
﹁不当な差別﹂を認めず︑
組合としては承服し難い内
容ですが︑本件決定は現在
の司法の限界と思わざるを
えません︒しかし︑多数派
組合や他労組が不満を述べ
つつも﹁差別﹂を受入れた
中で︑私達は毅然として裁
判闘争を闘い︑不誠実団交
による損害賠償の支払いを
認めさせた成果を誇りに思
います︒本判決は２００２
年と同３年分で︑ 年以降
も﹁差別﹂が続いているこ
とから︑第２次訴訟として
現在進行中です︒
全石油・スタンダードヴァ

２０１２連帯する夕べに
１００名を超す参加！

月 日︵木︶に大井町
きゅりあんにおいて﹁連帯
する夕べ﹂が開催されまし

た︒
主催は﹁国鉄闘争と連帯

する千代田・中央の会﹂︑
共催は﹁中部全労協﹂︑

﹁事業体ネット稚内﹂協賛
団体として﹁千代田区労協﹂

﹁中央区労協﹂です︒

第 回目を迎える﹁連帯
する夕べ﹂は︑昨年まで
﹁国鉄闘争・闘争団と連帯

する夕べ﹂として稚内闘争
団が中心となって開催して
きました︒実行委員会では︑
国鉄闘争の解決を受け︑
﹁国鉄闘争・闘争団と連帯

ホールディングスの上場は

する夕べ﹂を開催するかど
うか話し合いを行い︑国鉄
てもらう形で被災地支援を

行動を︑３月に東京証券取

争議を解決をしてから行え﹂
なった︒

引所前集会︑ 月に引受証
券会社を巡るデモを行った︒

リアルに感じられるものと

キューム石油労組

29

ホームページの１日の閲

労働相談の取り組み

10

三多摩全労協の報告

11

参加者は約 名で︑参加
組合は︑全労協傘下組合以

決に向けて︑﹁西武グルー

た︒西武バスの争議全面解

３月に勝利命令を勝ち取っ

バスの不当労働行為事件が

全国一般東京労組の西武

に行っている︒

ＪＡＬ争議支援を毎月
日立川駅頭情宣行動を中心

争議支援

議団などであった︒

多摩川競艇︑ＪＡＬ解雇争

外に︑昭島市職員労働組合︑

90

11

値観を互いに認め合い暮ら

２ にわたり山を掘り作ら
れた地下壕には︑野戦病院

05

34

11

プの持ち株会社である西武

横田基地ツアー（2012年7月21日）

や食料庫などがあったとい
う︒地下壕建設に関わる公

春闘の取り組み
２０１２年の春闘は︑３
月９日に立川女性総合セン
ターアイムで屋内集会開催
後︑立川北口でのデモを開
催した︒昨年の立川デモ予
定日当日に大震災が有り︑
その後原発事故が発生した︒
この情勢を受けて︑﹁ N
O MORE NUKE 新 し い
エネルギー政策へチェンジ！
賃金格差を無くし︑人権を
守る春闘を築きあげよう﹂
とスローガンを掲げた︒
集会の内容も︑プロジェ
クターで被災地の現状を上
映しつつ︑講師に解説をし

29

km

いったが︑圧巻だつたのは︑
﹁赤山地下壕﹂だった︒約

的な資料はないが︑会の人
たちは︑関係者の証言から
第二次世界大戦の前から掘
られたものであると確信し
ているということだった︒
まさに︑足元から戦争準
備は始められていた︒また︑
敗戦間際には人間魚雷や海
軍特攻機の保管のための壕
も各所に掘られている︒
改めて戦争のどす黒さを
感じた︒
常任幹事・藤村妙子

!

40

そして︑同時に東京湾の
入り口にある
ため︑戦争中
は重要な戦略
拠点でもあっ
た︒
今は花が咲
き誇る南房総
であるが︑戦
時中は花作り
が禁止され︑
また子供たち
は軍事利用研
究のためにウ
ミホタルの採
取が命じられ
た︒
花もウミホ
タルも房総半

館山で戦跡探訪と交流合宿
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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︑﹁連
帯する夕べ﹂として開催す

ることとなりました︒
当日は︑ＪＡＬ原告団の

仲間も応援に駆け付け︑一
緒に料理を作ったりパンを

焼いたりと和気あいあいと
準備を行いました︒

全労協金澤議長︑東京全
労協纐纈議長にも参加をい

ただき︑総勢１００人を超
す集いとなりました︒多く

の仲間の集いにより︑ＪＡ
Ｌ闘争をはじめとするすべ
ての争議の早期解決に向け︑

支援・連帯していくことを
確認しました︒

ご参加いただいたみなさ
んありがとうございました︒

中部全労協 遠藤常夫

覧者数が１万件を超え︑

ブログの１日の閲覧者数

が３００人を超えるよう

になっている︒メール及

び電話での労働相談を受

けている︒

沖縄平和行進への派遣

沖縄平和行進に全国一

般東京労組の福田さん︑

河合さんを派遣した︒更

に︑沖縄平和行進を受け

て︑地元の基地について

も知識を深める為に︑東

京全労協の企画として横

田基地ツアーが取り組ま

れ︑三多摩全労協からも

参加者を選出した︒

