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同時に︑石原都知事の辞任に
よって︑都知事選とのダブル選
挙となり︑東京全労協は︑﹁脱
原発﹂﹁反貧困﹂を掲げた宇都
宮けんじ氏を支持し︑応援︑協
力することを確認しました︒
単組や仲間の皆さんに応援︑
協力をいただきましたが︑残念
ながら宇都宮さんは次点でした
が︑短期間の中で︑積極的に取
り組みが展開でき今後の団結に
繋がったと思っています︒各単
組や仲間の皆さんに感謝申し上
げます︒
一方︑当選した猪瀬前副知事
は︑﹁スピード感を持って改革
を進める﹂とし︑反動都政をさ
らに推し進めることを意図して
います︒都労連の仲間と連帯し
対都闘争の取り組みを引続き強
化していくことが重要であると
思っています︒
労働者を低賃金で働かせ︑使
い捨てにし︑非正規雇用労働者
を生み出し︑ワーキングプア層
を増大させてきた自民党政権や︑
大企業︑財界と労働者の正義を
前面に押し出し︑新たな闘いを
構築することが必要であります︒
とりわけその闘いの場は︑２０
１３春闘であると思っています︒
本年も東京全労協は︑﹁団結
は力なり﹂﹁団結は正義なり﹂
の運動を基本に据え︑すべての
労働者の﹁生活と権利﹂が守ら
れ︑﹁反戦平和・護憲・人権﹂
が尊重される社会を目指し︑地
域に根ざした取り組みや大衆行
動︑労働相談などにより︑争議
組合︑未組織労働者や外国人労
働者︑地域住民の信頼を得︑引
き続き闘いを強化していく決意
です︒
東京全労協の取り組みに結集
し︑団結の強化をお願いしまし
て新年のご挨拶といたします︒
ともに奮闘しましょう！
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宣を錦糸町駅頭で当該の労働者
や支える会の仲間と支援行動を
行っている︒
春闘は︑２月 日に東部け
んり春闘集会・デモからスター
トする︒
沖縄の闘いに連帯する東京東
部実行委員会にも参加をして︑
オスプレイ配備反対︑﹁基地も
原発もいらない﹂東部の地域運
動にも参加している︒今年も忙
しい年になりそうである︒

21

西部全労協 議長 宮崎則安
昨年︑野
田首相︵前
政権︶の突
然の衆議院
解散による
総選挙の結果︑自民党が政権を
奪回し︑自民︑公明を合わせる
と３２５議席を獲得しました︒
さらに﹁第３極﹂と言われる
﹁日本維新の会﹂が票を伸ばし︑
残念ながら国会勢力では右寄り
の政党が多勢を占め︑国会運営
が行われることになります︒
自民党政権になることで︑財
界の求める﹁消費税増税﹂﹁原
発再稼働﹂﹁ＴＰＰ参加﹂﹁労
働法制改悪﹂など様々な規制緩
和が推進されることと同時に︑
﹁集団的自衛権﹂の行使など憲
法﹁ 条﹂の改悪が進められる
ことは明らかで︑実施阻止に向
けた取組みが求められています︒
一方︑護憲を訴える政党は︑矛
盾した﹁小選挙区制﹂という選
挙制度により議席を落としてい
ます︒
このような厳しい情勢にあり
ますが︑３・ 大震災以降大き
く拡がってきた﹁脱原発﹂運動

西部全労協

13

9

東部全労協

東部全労協 議長 岸本町雄
﹁右傾化ニッ
ポン﹂が世界
的にも有名な
言葉になった
が︑昨年 月 日の衆議院選挙
結果がそれを︑証明したような
ものだ︒自民党公約の﹁憲法を
改正して自衛隊を国防軍に﹂︑
維新の会の﹁最低賃金制度の廃
止﹂などは︑貧困の拡大と戦争
への道筋を描いたようなものだ︒
我々は憲法改悪反対︑反戦平和
の闘いを強めていくことを堅持
していくことしか道はない︒
東部全労協は昨年も年２回の
東部総行動を行った︒結成以来
の伝統のようなもので︑東部地
域には争議が絶えない︑全労協
以外の労組とも協力しながら上
部団体にとらわれず︑支援行動
を行ってきたので︑東部けんり
春闘として︑定着している︒現
在は︑ＮＴＴの木下孝子さんの
年に及ぶ不当解雇撤回闘争を
電通労組首都圏支部やＮ関労東
の３者で共闘を組んでいるのは
力強い︒全統一の藤ビルメンテ
ナンスの２名の不当解雇撤回闘
争も新に加わった︒そして︑東
京労組フジビグループ分会のフ
ジ製版の破産は︑負債総額８０
００万円の内７０００万円が労
働債権の社員の給与や退職金で︑
一般債権はほとんどなく︑組合
つぶしのための計画的︑偽装倒
産である︒親会社の富士美術印
刷は﹁別会社だ﹂と責任逃れの
逃げの一手である︒
月９日には東部総行動で︑
申し入れを参加組合一同で行なっ
た︒また︑ＪＡＬ不当解雇撤回
争議団の支援も︑毎月の駅頭情

12

東京全労協議長 纐纈 朗
東京
全労協
に結集
されて
いる仲
間の皆
さん︑
そしてご家族にとって︑この
新しい一年が幸多き年であり
ますよう心からお祈り申し上
げます︒
さて︑昨年はデフレ経済と
東日本大震災の下︑生活破壊
に苦しむ労働者・市民にとっ
て︑大変厳しい１年であった
思います︒
そして︑追い討ちをかける
ように︑税と社会保障の一体
改革︑財政再建をうたい文句
に労働者・国民の生活をいっ
そう困難で厳しくする︑消費
税増税を強行しました︒働い
ても生きていけない賃金と
﹁使い捨て﹂がまかり通る不
安定な非正規雇用労働者が増
加している中で︑さらに負担
増を労働者 国
･民に押しつける
ことによって︑国内消費は益々
縮小して格差は一層拡がるこ
とになります︒
こうした中︑野田前首相は︑
デフレ経済脱却の具体的な政
策も打ち出せないまま︑党首
討論で突然解散を表明し︑昨
年暮れに第 回衆議院総選挙
が行われ︑自民党が単独で過
半数をとり︑政権を取り戻し
ました︒

11
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を後退させてはなりません︒
西部全労協は︑昨年 月に定期
大会を開催し︑この１年間の活
動の総括と 年の方針を確立し
ました︒これまでの取り組みと
して新宿駅南口での月１回の
﹁駅頭宣伝行動﹂︑新宿地区労
センター月１回の﹁反原発集会・
デモ﹂︑﹁ＪＡＬ都内駅頭宣伝
行動﹂と︑西部地域での３つの
大衆闘争を行ってきました︒今
﹁原発のない社会の実現とＪＡ
Ｌの不当解雇をゆるさない西部
連絡会﹂を大きく広げる運動が
求められています︒すでに 春
闘はスタートしています︒これ
ら地域での労働運動を広げるた
めに︑西部地域での活動を継続
しこの一年奮闘する決意です︒

17
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南部全労協

ない︑従来型ゼネコン頼みの復
興事業︑重層的雇用と使い捨て
被曝労働によって成り立つ原発
事故の復旧作業には︑本格的事
業が始まる今こそ声を大にして
労働戦線が行動を起こす時だ︒
２０１３年の幕が開けた︒今
こそ安倍政権にも︑経団連にも
物申そう︒労働組合は労働者・
市民の要求を力にした圧力団体
になり︑その本分を発揮しよう︒
新自由主義の呪縛から﹁競争か
ら共助﹂社会へ﹁誰でもどこで
も人間らしく働き︑生活できる﹂
社会の実現に向け︑けんり春闘
に集う仲間をはじめ広範な人び
とと連帯し けんり春闘を闘う︒

中部全労協

13

中部全労協 議長 青柳義則
２００９年
８月の﹁歴
史的﹂と言
われた︑政
権交代から
三年数ヶ月経過したが︑労働者
の雇用︑生活は一向に好転する
ことなく︑野田内閣は新自由主
義へ回帰︑財界・経団連の要求
通りに動き︑かつての自民党政
権でもできなかった反動的な政
治を行った︒
第一は︑反原発運動の国民的
盛り上がりに挑戦するかのよう
な︑福井県大飯原発の再稼働︒
第二に消費税増税法案の強行成
立を行い︑労働者勤労国民のさ
さやかな生活を直撃することは
必然︒そして第三に︑米軍の欠
陥輸送機オスプレイを︑地元沖
縄県の反対を無視して普天間基
地へ配備を強行したこと︑さら
に︑度重なるアメリカ兵による
凶悪犯罪についても﹁治外法権・
植民地﹂的状況に甘んじる姿勢
だ︒
日本社会は大震災と放射能汚
染からの国民生活の復興もまま
ならない中で︑﹁貧困と格差﹂

がますます広がり︑明日の生活
が見えなくなってきている︒正
社員も︑長時間労働と労働者ど
うしの競争により︑過労死・う
つ病・家庭破壊といった悲惨な
結末が待っている︒その一方で︑
日本の財界・資本は︑ますます
多くの利潤を得るために海外へ
進出し︑国内では企業再編など
の合理化で︑労働者の雇用と労
働条件を破壊し︑勤労国民に犠
牲を強いている︒こうした独占
資本の悪事を暴いて闘う勢力が
崩壊しているために︑本当の敵・
味方が誰なのか見えず︑国政選
挙では脱原発・護憲・反失業・
脱貧困の共同はならず︑期待し
た民主党にも裏切られて政治不
信が出ている中︑総選挙結果は
深刻な総保守化の状態を生み出
した︒
年前の﹁国鉄分割民営化﹂
は︑戦後︑総評社会党ブロック
が闘いの中で勝ち取ってきた︑
平和で安心して健康に働き生活
できる枠組みを一挙に崩し︑資
本と闘わない﹁連合﹂を作り︑
規制緩和で非正規労働者を増や
し︑小選挙区制で革新勢力を壊
滅させた︒職場では闘う労働組
合を少数派に追い込み︑職場の
労働者の権利を奪い︑団結を破
壊してきた︒
１０４７名を守って 年間闘
い続けてきた国鉄闘争は︑権利
主張もできずモノも言えないよ
うな資本の職場専制支配と︑非
正規労働などの首切り自由の社
会を許さない︑という今日と働
くものの未来につながる全労働
者的な闘いであった︒
中部全労協は︑ 月 日に第
回大会を開催し︑ 年に亘る
労使紛争を一昨年解決した﹁全
石油昭和シェル労組﹂の闘い︑
﹁国鉄闘争﹂ 年間の働くもの
の支援連帯の経験は極めて大き
く貴重なものだったと総括した︒
またＪＡＬの不当解雇撤回の
闘いは︑﹁国鉄改革法﹂﹁会社

更生法﹂と同質の手法を用いて
いる︒解雇自由の社会を許さな
いためにも︑昭和シェル労組や
国鉄闘争に学び︑すべての争議
解決と﹁労働者の生活と権利﹂
を守るための奮闘する決意であ
る︒

働者などの不安定雇用の労働者
が数多く存在します︒これらの
労働者の大半が未組織労働者で
あり︑権利を主張することすら
ままならない現状の中で︑極め
て劣悪な労働条件に置かれてい
ます︒また︑練馬区内でも多く
の外国人労働者が働き生活して
います︒彼らの多くは︑差別的
で極めて劣悪な労働条件下にあ
ります︒
こうした労働者の地域の拠点
として︑労働者の働く権利・労
働条件の確保︑組織化に向けて
奮闘を続けているのが﹁練馬地
域ユニオン﹂です︒
練馬全労協は﹁練馬地域ユニ
オン﹂を支え︑共に運動の拡大
をめざします︒

三多摩全労協

三多摩全労協 議長 大森 孝
新年明けま
しておめで
とうござい
ます︒
三多摩全
労協準備会は︑昨年 月 日に
定期総会を開催し︑﹁春闘の取
り組み﹂︑﹁反原発・反戦平和・
政治諸課題の取り組み﹂︑﹁争
議支援﹂︑﹁労働相談﹂等々の

運動方針を確認しあいました︒
月には第１回幹事会を開催
し︑３月７日︵木︶立川女性総
合センターアイムにおいて︑三
多摩全労協準備会権利春闘行動
を開催する事を決定しました︒
今春闘を勝ち取るためにも職場
で討論をし︑一人でも多くの組
合員が参加・結集できるように︑
取り組みを強化していかなけれ
ばなりません︒
昨年 月に衆議院が解散され︑
月 日に総選挙が実施されま
した︒自民党から歴史的な政権
交代を行い︑３年数カ月続いた
民主党政権が大敗を喫し︑安倍
自民党政権が誕生しました︒東
日本大震災・福島原発事故の復
旧及び復興︑景気回復︑雇用問
題︑社会保障問題等々多くの国
民的課題が問われた選挙となり︑
先の見えない不安の中での国民
の審判が下されました︒
今後︑自民党政権の下︑国防
軍の創設︑憲法改﹁正﹂︑原発︑
消費税︑ＴＰＰ︑反戦・平和︑
雇用問題等々数多くの課題があ
る中︑より一層労働組合の任務
と役割が問われてきています︒
三多摩全労協準備会としても︑
﹁安心して働き生活できる社会﹂
を目指すため︑職場・地域から
奮闘する決意といたします︒
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練馬全労協
事務局長 真下宗治
新年明けましておめでとうご
ざいます︒
練馬全労協は︑練馬地域ユニ
オンと共に昨年は︑様々な取り
組みを行いました︒特に﹁脱原
発運動﹂を全労協の方針に則り
積極的に取り組みました︒昨年
３月 日に福島郡山市開成山野
球場で福島県民大集会に︑練馬
区職労の仲間と練馬の地域で１
０５名が集会に参加しました︒
また︑７・ さようなら原発
万人集会や︑夏季に原水禁福島・
広島大会︑脱原発社会をめざす
８・ 労働者集会等︑多くの仲
間が参加しました︒昨年一年は
﹁脱原発﹂の運動を中心に行っ
てきた一年でした︒昨年以上に
﹁脱原発運動﹂を押し進めて行
く決意です︒
今年もう一つの課題は︑しあ
わせに働ける社会をめざす運動
です︒﹁構造改革﹂﹁規制緩和﹂
の中で︑正規労働者が駆
逐され︑年収２００万〜
３００万円の非正規労働
者が増え続け︑労働者の
貧困化︑生活破壊が拡大
しています︒こうした状
況を打ち破るため練馬全
労協は︑東京土建練馬支
部︑区労協︑練馬労連と
組織の枠を超えた共同の
取り組みとして﹁練馬公
契約連絡会﹂を形成して
運動を進めてきました︒
練馬区内には︑中小零細
企業で働く労働者や臨時︑
非常勤︑パート︑派遣労
16

りません︒
ＪＡＬ不当解雇の闘いもます
ます仲間の支援が必要となりま
す︒南部全労協は全力をあげ闘
う体制を取ります︒最後に﹁脱
原発︑消費税増税反対︑沖縄米
軍基地撤退︑ＴＰＰ参加阻止﹂
の闘いを年頭の決意とし新年の
あいさつとします︒

11

北部労協
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北部労協 議長 小泉尚之
労働＆社
会を変え
る 春闘
に！！
昨年末
の総選挙・都知事選の結果は︑
私たちには闘いの目標をあらた
に鮮明にしたものと捉えたい︒
脱原発社会の実現を求める運
動は︑既成の枠組みを超えた人
びとの結集により世論を喚起し︑
連続した国会前行動は一人ひと
りが思いを行動で示すという新
しい運動のかたちとして出現し
たが︑政策を変更させるまでに
は至っていない︒
先の世論調査では景気対策が
トップに上った︒労働者の視点
から見れば労働問題ということ
だ︒雇用の安定化︑最低賃金制
など生活賃金の保障による可処
分所得の引き上げ︑非正規・有
期雇用労働の均等待遇︑長時間
労働からの解放など︑雇用の流
動化政策によって解体された労
働現場はもうたくさん︑﹁人ら
しく生活できる労働と社会の実
現﹂を求めていることの表れと
いえる︒
安倍政権が誕生し改憲勢力が
議会内多数派となり憲法改定︑
自衛隊の国軍化が公然と語られ
る時代を迎えた︒これまでの護
憲運動からさらに広げ︑目に見
える大衆行動で改憲勢力に対抗
する運動を作り出そう︒
そして３・ の教訓が生かされ
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南部全労協 議長 伊藤隆文
新年明け
ましておめ
でとうござ
います︒南
部全労協を
代表し２０１３年の決意を述べ
させていただきます︒
昨年暮れにおこなわれた総選
挙及び都知事選は敗北をいたし
ました︒特に総選挙では自民党
が圧勝するという結果になりま
した︒
新しい風がダメなら再び経過
のある選択をしました︒課題が
残る問題です︒
南部では昨年デイベンロイ労組
の大森工場閉鎖の闘いにおいて︑
東京都労働委員会で会社との和
解協定を締結し︑最後まで闘い
抜いた 名の組合員の東糀谷新
工場での雇用や組合事務所の獲
得を勝利する事ができました︒
多くの仲間の支援や協力が闘う
仲間の支えになりました︒すぐ
に会社側は経営人事を入れ換え
反撃体制をしてきます︒引き続
き闘う体制をつくらなければな

主な行動予定

11

1月18日 18:30 全労協・東京全労協・旗開き
交通ビルB1
1月24日 18:30 13けんり春闘結成集会
全水道会館
2月07日 14:30 JAL控訴審・乗員 高裁101号
2月15日 08:45 東京総行動 郵政本社前
2月15日 16:00 けんり春闘行動 経団連前
2月15日 18:30 脱原発労働者集会 教育会館
3月01日 14:30 JAL控訴審・客乗 高裁101号
3月03日 11:00 マーチインマーチ2013
日比谷小音楽堂
3月09日 11:00 つながろうフクシマ！さようなら
原発大集会 明治公園
3月11日 18:30 つながろうフクシマ！さようなら
原発講演会 きゅりあん
3月23日
さようなら原発・福島集会
福島市・あづま総合体育館

10

2013新春旗開き

日 時 2013年1月18日（金）全労協合同
18:00受付、18:30開会
場 所 新橋・交通ビルＢ１
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2013年１月１日
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