けんり春闘勝利 ！
経団連要請行動

は、要請団を受け入れない不
誠実な対応に怒りのシュプレー

労 働者

脱脱脱脱原原原原発発発発社社社社会会会会をををを
めめめめざざざざすすすす労働者集会

２月 日日本教育会館大
ホールに おいて 福島と つな

がる ・
発ＮＯ！

労働者集会 原
憲法ＹＥ Ｓ！」

｢

の「定年制」無効を求める

夕方 時に けんり春闘
経団連要請行動に合流した。

ヒコールで抗議し、大阪ユニ
オンネットの垣沼共同代表の

郵政本社への要請行動から
開始された。
その後、今回から参加し
たＪＡＬ不当解雇撤回原告

経団連は、経営側の 春
闘方針「経営労働政策委員

脱原発を目指す２・
集会に向かった。

団結ガンバローで行動を締め、

団とともに天王洲アイルの
ＪＡＬ本社に対して不当解

労組から 春闘を闘う決意を
受けた。
その後の経団連要請行動で

２ ・ 東京総行動～ 一日行動を闘 い抜く ！
郵政本社前
行動開始
春闘第一波行動は、２
月 日早朝の けんり総行
動実行委員会主催の第１５
２回東京総行動として霞ヶ
関の日本郵政本社前からス
雇の撤回を求めて、要請行
動を行った。
厚生労働省前集会を挟み

15

催されました。
集会には朝からの 東京総
行動や日本経団連要 請行動
の参加者が結集しました。
講演はルポライタ ーの鎌
田慧さんから、労働 組合の
任務や切り口などの 提起を
受けました。また除 染労働
の現場からの生々し い報告
がされました。

（主催 脱原発社会 をめざ
す労働者実行委員会 ）が開

15

代表委員から激励と連帯のあい
さつがありました。
全国から数多く参加した非正
規の仲間を代表して４名が宣伝
カーの上に立ち、訴えを行いま
した。「人を大事にする会社に
なってほしい」「正社員になり
たい」「会社は 万人正社員化
の約束を守れ」「人間らしく生
活できる賃金と待遇を」、生の
声を直接本社にぶつけました。
集会終了後、場所を衆議院の
議員会館に移して、院内集会を
開催しました。
また、郵産ユニオンは、３月
日にストライキを配置して闘
うことを確認しました。全国的
には数ヶ所ですが、東京の拠点
職場は、蒲田局（大田区）と新
東京局（江東区）２局で取り組
みことになりました。
行動の時間は朝７時～９時、
時には郵政本社前行動を予定
しています。ご支援をお願いし
ます。（中村）

10

タートした。
雨模様の寒風のなか行わ

2

春闘勝利！非正規雇用労働者の正社員化と
均等待遇を求める郵政本社前要請行動

11

15

れた全日行動は、東京全労
協久保事務局長の主催者挨
２コースに分かれて都内
カ所に抗議・要請行動を行っ
た。

15
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13

郵政労働運動の発展をめ
ざす全国共同会議は３月１

10
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15 13

拶にはじまり、非正規社員

13

会報告」で、賃上げはもっ
てのほかとベアゼロと定期
昇給制度の見直しに踏み込
みながら、労働者の「雇用
の維持」を重視するかのよ
うなポーズを取っている。
しかし、ソニーなど電気や
電通、双葉電子工業、住友
化学などの大企業やその子
会社、下請けに希望退職募
集や工場閉鎖が発表される
など、リストラ、首切り、
賃金引き下げの攻撃は止ま
らず、 春闘のなかでも多
くの労働者たちが路頭に放
り出されている。
労働者の怒りを込めた経
団連要請行動では、 けん
り春闘実行委員会共同代表
の金沢全労協議長から、
春闘は経団連の賃金抑制・
リストラ攻撃を許さず、生
活できる賃金の引き上げを
獲得し、被災地復興支援と
脱原発社会を実現するため
に闘う決意が表明された。
また、キャノン非正規労
働者の勝利報告、郵政産業
労働者ユニオンや東芝の不
当解雇と闘う非正規労働者、

日、 春闘勝利！非正規雇用
労働者の正社員化と均等待遇
を求める郵政本社
前要請行動を取り
組みました。
この日は本集会
に先立ち、 時か
らは近畿から車で
参加した神戸中央
支部の仲間たちの
座り込み行動、
時 分からはこの
間全国で取り組ま
れてきた署名（こ
の日までの集約分、
２９１３０筆）の
提出行動が行われ
ました。
集会は廣岡郵政
産業ユニオン委員
長の主催者あいさ
つから始まり、大
黒全労連議長、金
澤全労協議長、宮
垣全労連公務部会
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国労、全水道など官民の各
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13春闘勝利！非正規雇用労働者の正社員化と
均等待遇を求める郵政本社前要請行動（3月1日）
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13けんり春闘第一波、経団連要請行動（2月15日）
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マーチ・イン・マー
チ２０１３

19：20～

春闘勝利
生活できる賃金をよこせ ！

最後は出演者がステージ
に登壇し、全員で
を合唱。それぞれ
プラカードを掲げて銀座パ
レードを行いました。

決起集会（日比谷図書館ホール）

組みになります。
参加した外国人労働者、
移住労働者から歌や踊り、
職場での扱われ方を報告し
ました。

厚生労働省･環境省前集会

決意表明では、ＮＴＴ職業

年程の取り

16：30～17：30

月 日、東京・日比谷
公園小音楽堂で、
が春 闘の 取り組
みの中で行われました。
外国人労働者・移住労働
者の権利獲得を課題に春闘
として今年で

らは仕事への思い、培って
きたもの、そして病欠を理

由に解雇されたことや不当
な扱いを具体的実例をあげ

郵政本社・首都高速会社前

病闘争の木下孝子さん、全
国一般東部労組多摩ミルク

激励をしました。
Ｎ関労は、ＮＴＴ東日本
は、持株会社に毎年３３５
億円の配当金を支払い利益
を還流し、利益の貯め込み

11：00～ 福島市あづま総合体育館

士からの意見書と原告の陳
述でした。陳述した原告か

※大型バス2台を準備しています（予約終了）

ての証言でした。
また、裁判報告集会では

15：00～16：00

ラ・パワハラがあったらＣ
ＣＵ（キャビンクルーユニ
オン）に相談し欲しいと呼
び掛けている。既に反応も
あり加入の報告もありまし
た。その一方で未だに組合
の脱退強要も続いていると
報告がありました。
次回、第 回裁判は 月

日本経団連要請行動

支部、全国一般東京労組フ
ジビグループ分会から決意
が表明されました。そして
組合結成したばかりで雇い
止めの争議に入った、全国
一般東部労組市進支部から、
現状報告と決意表明があり
ました。集会全体で争議支
援を確認しました。
集会最後にはシュプレヒ
コールと団結ガンバローの

金は 年前に比べて２００
０億円超も増えている。賃

裁判所前で宣伝行動（2013年3月1日）

月 日、東部けんり春
闘実行委員会は、亀戸カメ
リアで 春闘の発足集会を
開き、錦糸町までデモ行進
をおこないました。
集会は雨宮事務局長の司
会で進められ、国労江東支
部清水委員長の開会の挨拶
のあと、主催者を代表して、
東部全労協岸本議長が、
「安倍政権のアベノミック
スは非正規労働の増大の中、
ますます、貧困と格差社会

こせと声を大にして闘おう」
と訴えました。
地域からの連帯の挨拶で
は、下町ユニオンの加瀬事
務局長が、非正規労働者の
闘い広めようと訴えました。
続いて、福島県の除染労働
者である全国一般全国協ふ
くしま連帯労組の中村氏か
ら、除染労働の実態と危険
手当がピンハネされていた
怒りをこめた発言があり、
東京での申し入れ行動等に
支援を訴えました。
争議を闘っている仲間の
金を引き上げず、賃金改悪
の提案が出されている。

ＪＡＬ闘争の裁判
月 日東京高裁におい
て、ＪＡＬ客室乗務員の第
回目の裁判がありました。
席のところ 名の抽選で
した。
この日は大学教授や弁護

発着は、鍛冶橋駐車場を予定しています。

職場実態の報告もありまし
た。職場の中では年休が取

東京・東部けんり春闘総行動

午前

後、錦糸町まで 春闘勝利！
生活できる賃金をよこせ！
と要求を訴えてデモを行い、

また 歳定年延長に向け
ての、給料表の改定に伴う
賃金の改悪がされようとし
ている報告がありました。
郵産ユニオンは 歳までの
退職強要で、郵政で働く非
正規労働者が首を切られる
問題がありました。非正規
労働者から正規労働者への
正社員化の取り組みの報告
がありました。
また練馬区職労と練馬地
域ユニオンからも報告があ

集合 7：00（鍛冶橋）、出発 7：15

れなく、親の四十九日、本
人の結納の休みも取れない。

４月 ９日（火）4.9中央総決起集会の行動予定

控訴審の日程は

日、

時 分からとなっている。

月

日、 時 分からで証人
の採否が決められることに
なっている。
またパイロットの第三回

5

りました。練馬全労協の加
盟単組から、Ｎ関労と郵産
ユニオンに檄布を送る取り
組みも行う確認を行いまし
た。

30 3

13：30～14：30

14

3月23日（土）原発のない福島を！県民大集会

セクハラ・パワハラも続い
ている。個人面談で「マツ

18：30～19：15

23

最後に南波議長の団結ガ
ンバローで集会が閉会しま

183

13春闘勝利に向けた主な取り組み

ゲが長いから切れ」と言わ
れた。組合掲示板にセクハ
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（労働法制･除染問題・被曝労働等）
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45

仕事帰りの労働者に 春闘
を闘おうと訴えました。
東部けんり春闘実行委員会

30

65

した。第２弾は２月 日の
春闘講座を開催します。
28

練馬全労協
18

春闘単組交流会を開催

40

65

13

13

２ 月 日 （水 ） 時 分
に、練馬区役所１９０２会
議室で、練馬全労協春闘単
組交流会を開催し約 名参
加しました。前回は、水道・
清掃・練馬区役所の、公共
の公務労働者の秋季闘争の
闘いについての報告と取り
組みについて話し合いをも
ちました。昨年は残念な結
果となりました。
今回は民間企業の春闘の
闘いに、練馬全労協は東日
本ＮＴＴ関連合同労働組合
（Ｎ関労）と昨年郵産労と
統合した郵政産業労働者ユ
ニオン（郵産ユニオン）の
20

13

21

13

2

を拡大するだけである。
春闘は生活出来る賃金をよ

生活できる賃金をよこせ！とデモ行進（2013年2月21日）
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