も増え︑
ます︒

保 は ︑こ の

兆円
兆円に達してい

年間で

政権打倒を掲げ︑超反動政
権と対決していきます︒
日本経団連は︑経営側の
スタンスとして︑﹁賃上げ
は実施の余地なし︑定期昇
給は実施時期の延期や凍結
もありえる﹂と今年も春闘
を否定する不当な対応を明
らかにしています︒今や大
企業が抱える貯金＝内部留

けんり春闘勝利！
安倍自公政権打倒！

12

反動攻撃に対決し︑労働者の生存権を守り︑
大幅賃上げを勝ち取るためストライキで闘おう！
まさに﹁戦争ができる国づ
くり﹂を行うため︑早速︑
防衛予算を 年ぶりに増額
しました︒そして︑２年を
迎える東日本大震災・原発
被災が一向に収まらないま
まで︑原発再稼働・新設を
推し進めようとしています︒
こうした中︑沖縄にオス
プレイ配備が強行されまし
た︒普天間基地の固定化や
辺野古新基地建設︑高江ヘ
リパット建設へと益々沖縄
の基地強化に繋がります︒
福島では現在でも放射能が

◎ 春闘勝利！復興支援︑沖
縄連帯で闘おう！
◎総資本の賃金抑制を許さず
大幅賃上げを勝ち取ろう！
◎貧困・格差社会反対！非正
規労働者の権利確立︑均等
待遇を実現しよう！
◎オスプレイ配備反対！普天
間基地即時返還！辺野古新
基地建設反対！︑江ヘリパッ
ト新基地建設反対！
◎不当解雇撤回！全ての労働
争議に勝利しよう！
◎憲法改悪反対！軍備拡大反
対！原発推進・増税・ＴＰ
Ｐ参加反対！安倍政権打倒！
◎非正規労働者︑未組織労働
者と連帯し︑闘う春闘を構
築しよう！
サブスローガン
①最低賃金の大幅引き上げ！︑
全 て の 労 働 者 に 170,000
円／
月 ︑ 1,200
円／時以上の保障
を！︑②過労死︑健康被害を
生み出す長時間労働を禁止し︑
サービス残業を撲滅しよう！︑

理者制度反対！ 郵政民営化
の見直しを！︑⑧全ての自
治体に公契約条例の制定を！
生活できる賃金保障を公務・
公共サービスの職場から実
現させよう！︑⑨命と健康
を守る闘い︑安全作業の遵
守︑労働安全衛生闘争を推
し進めよう！︑労働現場か
ら被曝労働を根絶させよう！︑
⑩﹁名ばかり管理職﹂根絶！
﹁事業場外みなし労働﹂撤
廃！︑⑪仕事と家庭の両立
ができる職場︑差別のない
職場の実現！︑⑫移住労働
者の権利確立！ 外国人研修
技能実習制度を抜本改正し︑
労働権の保障を！︑⑬全て
の非正規労働者に労働・社
会保険の適用を！︑⑭差別
選別を許さず︑希望する労

働者全員に 歳まで雇用保
障を！︑⑮労働者派遣法の

抜本改正を早期に実現し︑労
働者保護の労働法制を実現せ
よ！︑有期労働契約を規制す
る労働法制を！ 均等待遇を
実現するパート労働法を！
⑯普天間基地即時撤去！辺野
古新基地建設反対！高江ヘリ
パット新基地建設反対！︑横
須賀原子力空母母港化反対！
岩国基地の拡張反対！横田
基地の強化反対！︑⑰集団的
自衛権容認反対！自衛隊の国
防軍化阻止！憲法改悪反対！
自公政権打倒！︑⑱憲法審査
会始動糾弾！ 歴史認識を歪
曲する教科書検定反対！
﹁日の丸・君が代﹂強制反対！

具体的行動

﹁ けんり春闘全国実行委
員会﹂︑全労脱原発プロジェ
クトの行動に参加し︑地域共
闘を形成し闘い抜きます︒

東部労組タケエイ支部 ストライキに決起！

２月６日︑全国一般東京
東部労組タケエイ支部は
︵株︶タケエイ本社前で抗
議要請行動を行いました︒

１月 日に都労委が発し
た命令に基づき︑ドライバー

を外されている組合員の原
職復帰を求めてのものです︒
タケエイは都労委命令交
付以降︑原職に戻すことは
していません︒都労委命令
をただちに履行してはいま
せん︒
当日の行動はコミュニティ・
ユニオン首都圏ネットワー
ク︵首都圏ネット︶の一日
行動の一環として行われま
した︒

タケエイ支部は 名以上
が当該組合員のために闘い

名が指名ストライキ︶︒

に立ち上がりました︵うち

50

一方で賃金は︑ 年をピー
クに減少し︑リーマンショッ
ク時をさらに下回り減少に
歯止めがかかっていません︒
賃上げこそ最大の景気対策
であります︒総資本と全面
対決し労働者の怒りで大幅
賃上げを勝ち取らなければ
なりません︒

13

参加者は総勢 名︒
︵東部労組ＨＰより抜粋︶

45

東京全労協は︑ 春闘を
﹁労働者の闘いの広場﹂と
して再生し︑賃上げはもと
より︑不安定雇用と低賃金
に置かれている非正規雇用
労働者の増大︑権利破壊︑
企業の不法・脱法行為︑格
差と貧困を徹底的に問題に
し︑非正規雇用労働者の均
等待遇を掲げ︑ストライキ
を軸にした大衆闘争で闘い
抜いていきます︒

65

168

けんり春闘を勝利する
ため共にガンバロウ！

23

97

13

13

一日２時間︑月 時間︑年間
１５０時間に時間外労働の上
限規制を法制化させよう！︑
③大飯原発を即時停止！すべ
ての原発を廃炉にし︑再生可
能な自然エネルギーへ転換を！︑
④政 府 東
･ 京 電力 は ︑ 避 難 と
移住の権利を無条件に保障せ
よ！ 継続的な健康診断の実
施と必要な治療を行え！被曝
軽減を徹底し︑全ての被害を
補償せよ！︑⑤東日本大震災
を口実とする雇い止め・解雇︑
リストラ攻撃を許すな！︑⑥
消費税率引き上げ阻止！ 生
活破壊のＴＰＰ参加反対！︑
⑦行革ー公務員制度改革反対！
公務・公共サービスを切捨
てる民営化︑民託化︑指定管
20

20

13

昨年 月に行われた国政
選挙は︑史上最低の投票率
の中で︑３割に満たない得
票率で自民党が６割を超え
る議席を占めてしまう結果
となりました︒
誕生した安倍自公政権は︑
消費税増税を射程に入れた
デフレ・円高不況からの脱
却と銘打って︑大型公共事
業＝﹁ばらまき﹂政治を復
活させるべく︑福祉を切り
捨て﹁アベノミクス﹂を強
行しようとしています︒ま
た︑憲法改悪を画策し︑自
衛隊の﹁国防軍﹂化を企て︑
10

267

春闘方針
スローガン

150

13

11

放出しています︒ 万人を
超える被災者
が避難生活を
余儀なくされ︑
廃炉作業に従
事する労働者
の被ばく隠し
や賃金の搾取
が横行してい
ます︒
東京全労協
は︑復興支援︑
沖縄連帯︑憲
法改悪阻止︑
軍事基地撤去︑
オスプレイ配
備反対︑原発
再稼働反対︑
脱原発社会実
現︑安倍自公

13けんり春闘発足総会・学習集会（1月24日）
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会社フジ製版の経営を放棄
し逃亡したのが︑昨年９月

に敗北し親会社を追い出さ
れた田中健・尚慈親子が子

の切り捨てと組合つぶしが
準備されていた︒
田中一族間の骨肉の争い

場し︑田中一族の争いが激
化するなか子会社フジ製版

社フジビ社長に田中一族四
代目の悪辣な田中正武が登

﹁フジビ闘争﹂
その背景と 春闘
１９８８年結成のフジ製
版分会は多数派を占め︑昨
年倒産時もフジ製版社員
名中 名が労組に加入して
２０００年に親会社フジビ
に労組を結成し︑２００８
年に二つの分会を統合して
現在に至っている︒
労組結成時にフジ製版社
長の座から追放された田中
健が︑子会社フジ製版社長
にフジビ常務と兼任で復帰
の子会社破産によるフジビ
闘争の背景である︒
フジ製版が排除され︑フ
ジビに人減らしによる労働

強化が進み働く環境が悪化
する中︑今年に入り︑フジ
ビに働く 歳の労働者が自
ら命を絶つ最悪の事態が起
こった︒
職場の人員減を憂いてい
たその労働者は︑フジ製版
破産の直後に不安から労災
事故に遭い︑私たちは注意
を促していた︒フジ製版の
破産︑フジビの人減らし合
理化が︑労働者の死に無関
係であるはずがない︒私た
ちは労組として責任を全う
する覚悟だ︒
東京労組は３月４日と
日のフジビ社前抗議集会に

始まる 春闘の行動でフジ
ビ闘争勝利への闘いを大き
く踏み出す︒
また︑悪辣な田中一族田
中正武を社会的に包囲する
ため︑地域の仲間・荒川区
労評は︑ 春闘決起集会と
フジビ抗議地域デモを３月

控訴審を迎えた
ＪＡＬ闘争
２月７日にＪＡＬ不当解
雇撤回裁判の控訴審の２回
目がありました︑この日の
裁判はパイロットの裁判︒
客室乗務員は３月１日に予
定されている︒
次回パイロットの裁判日
程は５月 日 時半から︒

練馬全労協の報告
練馬全労協・練馬地域ユ

な取り組みを行いました︒

ユニオンと共に昨年は︑様々

練馬全労協は︑練馬地域

加者 名２時間の旗びらき
が終了しました︒

ら︑力強く挨拶があり︑参

００万〜３００万円の非正

労働者が駆逐され︑年収２

﹁規制緩和﹂の中で︑正規

ざす運動です︒﹁構造改革﹂

しあわせに働ける社会をめ

今年もう一つの課題は︑

り組みました︒

ます︒

精武さんに講演をして貰い

そう﹂という題目で︑小畑

い公契約条例の制定をめざ

容は︑﹁練馬区にふさわし

春闘講座を開催します︒内

特に﹁脱原発運動﹂を全労

ため練馬全労協は︑東京土

こうした状況を打ち破る

決意です︒

共闘し︑運動を押し進める

練馬の地域の仲間と共に

23

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︒

30

日 時半より荒川区役所
前公園で行う︒

３・ 原発のない福島を！
県民大集会の参加︑４・７

教育会館集会

規労働者が増え続け︑労働

18：30〜｢福島とつながる2・15労働者集会 原発ＮＯ！憲法ＹＥＳ！」

協の方針に則り積極的に取

16：00〜経団連要請行動、（けんり春闘総行動）

多摩全生園のお花見学習会

08：45〜東京総行動、（郵政本社前スタート）

者の貧困化︑生活破壊が拡

2月15日（金）

を開催する予定です︒

2・15春闘行動を成功させよう！

大しています︒

13春闘勝利に向けた主な取り組み

２月 日︵木︶ 時 分
に練馬区勤労福祉会館で︑

18

27
春

18

13

フジビ闘争正念場の
闘への支援を訴える︒

ニオンは︑１月 日 時に︑
練馬区役所 階交流会場で︑
新年の合同旗びらきを開催
しました︒各政党・労組・
地域団体・争議団体の２０
団体から挨拶がありました︒
練馬全労協は︑水道・清
掃・練馬区職労・郵政産業
労働者ユニオン・Ｎ関労と
１人でも加盟できるユニオ
ンが︑それぞれ新年の決意
表明をしました︒
ＮＴＴの木下さん︑ＪＡ
Ｌのパイロット・客室乗務
員の原告団の方︑日の丸・
君が代反対の重野さん等か

練全労協旗開き（2013年1月11日）

14

11

60

23

20

38

13

2月15日（金）東京総行動〜経団連前〜教育会館集会
2月21日（木）2013東部けんり春闘集会・デモ行進、
18：30〜 亀戸カメリア
3月01日（金）正社員登用と均等待遇を求める郵政本社前集会
11：45〜 日本郵政本社
3月03日（日）マーチ・イン･マーチ2013、
13：00〜 日比谷公園小音楽堂（デモ行進あり）
3月07日（木）三多摩春闘総決起集会、
18：30〜 立川女性総合センターアイムホール
3月08日（金）中部全労協・春闘総決起集会18：30〜和泉橋区民館
3月09日（土）つながろうフクシマ！さようなら原発大集会、
14：00〜 明治公園
3月11日（月）つながろうフクシマ！さようなら原発講演会（大井町・
きゅりあん）
3月23日（土）原発のない福島を！県民大集会、
11：00〜 福島市あづま総合体育館

28

13

18

3月4日（月）、27日（水）
フジビ社前抗議集会
3月12日（火）18：30〜
13春闘決起集会とフ ジビ抗
議地域デモ
最大限の結集と取り組み、早
期解決のために奮闘しよう！

18

13

12

フジビ抗議行動

15

した２００３年から緊張し
た労使関係が続いていた︒
そこに２００９年︑親会

偽装倒産抗議行動はお正月も続く（2013年1月7日）
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