ラクションが始まっていた。

備された２台のバスに分乗
して現地に向かいました。

実行委員会の行動に結集し、
鍛冶橋を午前７時過ぎに準

脱原発社会をめざす労働者

いが、それぞれの立場から
述べられました。

発言にたち「福島に原発は
いらない」という悲痛な思

旅館ホテル業者の方など福
島県の各界各層の皆さんが

森林組合の代表、高校生・

倍政権による原発再稼働へ世
論誘導が進んでいる。

おり、 万人に上る避難民の
苦悩を無視するかのように安

地域社会を破壊し、今なお
大量の放射能をまき散らして

難先のいわきで復活させたと
いう。

春闘勝利！「賃金上げろ！
人間らしい生活をさせろ！」

三多摩全労協では、３月
７日（木）に「賃金上げろ！

人間らしい生活をさせろ！」
というスローガンを掲げ、

三多摩春闘交流実行委員会
結成集会＆デモを行いまし

た。
今年は三多摩全労協以外

に、昭島市職員労働組合、
調布市職員労働組合、ＪＡ

デモの準備、当日 を通じ
て、例年との手応え の違い
が今年はありました。
今年は事前チラシ 配布を
３月１日に立川駅で 行った
のですが、この時に 「物価
が上がって、賃金が 上がら
ないと生活出来ない 」とア
ピールすると、通行 中の若
い女性たちから「そ うだ！
そうだ！」という声 援があ
りました。
そして、デモの当 日、私
たちがユニオンであ る事を
確認すると手を振っ てきた
外国の人とか、「頑 張れ」
という声援を送って くる男
の人など、通行人の 反応が
とても良かったのです。
長年の低賃金、賃 下げの
連続の中でのインフ レとい
う今年、いままでと 違う手
応えのあった立川デ モでし
た。この流れを、各 職場で
の賃上げ交渉につな げたい
と考えています。

三多摩全労協 朝倉玲子

賃金上げろ！を訴えてデモ行進

最後に披露された大谷じゃん
がら念仏踊りは、今なお避難

往きの車中では、それぞ
れ労組名や自己紹介を簡単

「私たちが作ったこの国
を、私たちは変えることが

3・23原発のない福島を！県民大集会（3月23日・あずま総合体育館）

生活を強いられている双葉郡
樽葉町の伝統芸能であり、避

に行いました。脱原発プロ
ジェクト事務局より、かね

原発 のな い福島を ！
県民大集会 参加 ！
組織労働者が
担う役割を痛感
３月 日、「原発のない
福島を！県民大集会」が福
島市で開催されました。
原発事故直後に住民の皆
さんが着の身着のままで身
を寄せた場所である、あづ
てより取り組まれている１
０００万人署名について、
更なる取り組みの呼びかけ
がありました。
集会では、農協・漁協・

を行い、東京全労協からも参加しました。

ま総合体育館は、地元福島
県と全国から駆けつけた７
千名の参加者で一杯になり
ました。
東京全労協の常幹と各ブ
ロック・単組の参加者は、

3月14日はその集約集会とデモ行進

できる」という訴えが心に
残り、組織された労働者で
ある私たちが「国を変える」
＝「脱原発社会をつくる」
ために果たさなければなら
ない役割を改めて痛感しま
した。

駅頭宣伝行動等取り組んで来ました。

午後からの集会は犠牲者に
黙とうを捧げ始められた。呼
びかけ人の言う“浜通り・中
通り・もとどおり”は「原発
のない、安心して暮らせる福
島をかえせ」の思いであり、
原発依存からの脱却＝原発と
の決別を目指す決意に他なら
ない。
続いて県民各界からの報告・
訴えを受け、被災住民や原発
労働者を置き去りにするかの
ごとき経済成長優先のアベノ
NO

23

13

Ｌ不当解雇原告団の参加を
得る事が出来ました。
集会は、立川女性総合セ
ンターアイムの１階ホール
にて行われました。
全水道東水労三多摩地域
協議会の浪岩三多摩全労協
副議長の司会で始まり、国
労八王子地区協の大森孝三
多摩全労協議長の開会あい
さつ、東京全労協久保事務
局長のあいさつを受け、全
労協全国一般三多摩地域支
部の朝倉三多摩全労協事務
局長の基調報告を受け、各
労組からの闘いの報告を受
けました。

一行動として学習会の開催、各地区協議
会単位での学習会・交流会を取り組み、

ミクスに ！の運動を其々の
地域、運動組織が粘り強く続
けること、労働組合も現場か
ら声を上げ、見える行動を積
み上げなければ。との思いを
強くした県民集会だった。

国労新橋支部は、2月～3月を春闘統

16

（2013年3月14日）

原発のない、安心
して暮らせる福島を
かえせ
３月の福島にも早春の風
を感じられる、あずま総合
運動公園体育館にて集会は
開催された。会場から見え
る山並みには残雪が残るの
どかな田園地帯が広がって
いる。ただし原発事故さえ
なければ・・・。
昨年も郡山集会に参加し
たが、事故から２年が過ぎ、
少なからず人びとの心の中
から、天災である大震災と
人災である福島第一原発事
故の記憶が薄れていくとい
う現実を前に、あらためて
「原発のない福島を！」の
思いで参加した。
昼前には会場へ到着した
が、すでに午前の部のアト

13春闘統一行動・国労新橋支部
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― 「オール沖縄」の闘いに学び

―

28

非正規労働者の雇用を守れ！

銀座デモを行い、翌 日に
は安倍首相に沖縄県民総意
の建白書を手渡しました。
翁長那覇市長（元自民党沖
縄県連幹事長）は、日比谷
野音の集会で「沖縄は変わ
りました。もう元には戻り
ません、どうか日本国も変
わって頂きたい。」と発言
しています。
今年はとくに「補助金は
いらない。基地撤去を」と
保革を超えた「オール沖縄」
の闘いに学ぶ重要な沖縄行
動となります。
是非とも成功させましょ
う。

で４千名が参加し、集会と

沖縄平和行進の取り組み

「復帰 年５・ 沖縄平
和行進と反戦・平和学習」
に取り組みます

16

回闘争の鈴木さんからは
「支援共闘会議への加入」、
新宿地区労センターの矢島
事務局長からは「毎月一回
の脱原発集会・デモへの参
加」など、決意と要請を受
けました。

ＪＡＬ闘争学習会

15

師で結成した全国一般東京

復帰を断り続ける、労働条件
不利益変更の撤回を拒否し続
ける、講師への差別をやめな
いのであれば、市進支部は徹
底的に闘います！
みなさんのご支援・激励を
引き続きお願いいたします。

西部全労協
活動報告

41

東京全労協は５月 日か
ら 日まで、２０１３年沖
縄平和行進に参加し、緊迫
する辺野古新基地建設反対、
北部東村高江の米軍ヘリパッ
ド建設反対の闘いの現場を
支援し、また、沖縄南部戦
跡を訪れる一連の反戦・平
和学習に取り組みます。

20

今年１月 ・ 日には、
沖縄県議会の全会派、全市
町村長、各種団体など「オー
ル沖縄」１５０名が上京し、
２７日は日比谷野外音楽堂

28

３月 日にはエデュカス
東京にて、講師に安原幸彦
弁護士を招いて「ＪＡＬ地
裁判決と高裁の展望、整理
解雇の４要件は」と題して
「原発のない社会の実現と、
ＪＡＬの不当解雇を許さな
GJ

けんり春闘学習会

い西部連絡会（ 西部連絡
会）」主催により学習会を
開催しました。
基調講演の内容は、ＪＡ
Ｌにおける最近の状況とし
て不安全事象の続発と、整
理解雇後１００名以上の乗
員の退職と１１４０名の新
規採用があったこと、また
東京地裁判決の３点にわた
る不当性について解説があ
りました。
最後に、一審の反省に基
づいた今後の高裁での４点
に亘る具体的な取組みの説
明と、ＪＡＬに対する批判
の世論づくりの重要性など
について話がされました。
最後に、ＪＡＬ闘争団か
ら運航乗務員の齋藤さんか
らは「私の人生設計は狂っ
てしまった」「ＪＡＬは利
益第一主義で米政府の言い
なり」と報告されました。
客室乗務員の鈴木さんから
は「一緒に闘えなかったこ
とを悔いている先輩がいる」
「今もパワハラ、セクハラ
が横行している」等の訴え
がありました。

27

19

東部労組
メトロコマース支部
のストライキ闘争
東部労組市進支部は３月
日、ストライキに立ち上が
り、組合員２名の雇い止め
解雇の撤回、大幅な賃下げ
を伴う労働条件不利益変更
の撤回、非正規労働者であ
る講師への差別をやめるこ
とを求め、本八幡にある市
進ホールディングス本社前
を皮切りに抗議アピール行
動を展開しました。
当日、市進支部は団体交
渉の申し入れを行うことに
しており、市進は「ビルの
６階に来てくれれば申し入
れ書を受け取る」と組合に
約束していました。しかし
市進は約束を破り、市進ホー
ルディングス本社ビルの入
口に鍵をかけていたのです。
団体交渉申し入れ書の受け
取りを拒否する態度を見せ
た市進。参加者は市進学院、
市進予備校前に移動し、抗
議の声をあげました。
２名の雇い止め解雇撤回・
労働条件不利益変更の撤回
などを求めた団体交渉申し

月 日に、代々木酪農
会館にて社会通信社滝野忠
氏を講師に招き、「現代社
会と政治～その思想と行動
～」と題して西部けんり春
闘学習会を開催しました。
講演では、安倍首相になっ
て反動化が進み憲法が危な
い、護憲勢力の総結集が重
要と。労働者を基盤とする
政治が衰退している。ＴＰ
Ｐは大企業のための政策で
資本力が違いすぎる中小企
業はまったく太刀打ちでき
ない。自民党政権になり経
済が上向いているよう見え
るが、多くの矛盾も見えて
きているので、敵の強いと
ころばかり見ないように。
また、インターネットの
普及はその場その場情報が
商品となっており、じっく
り考える習慣が薄れてきて
いないか。など、現状の政
治状況などについて話がさ
れました。
その後、闘いの報告とし
てＮＴＴ解雇撤回闘争の木
5

下さんからは「闘争 年目
の決意」、ＪＡＬの解雇撤

働く者の団結で生活と権利、平和と民主主義を守ろう！
―法律の趣旨に反した再雇用制度でも違法ではない奇妙さー

★ 東日本大震災の被災者に連帯し、救援・復興に全力をあげよう！

★ すべての原発を即時停止し廃炉へ、原発依存のエネルギー政策の転換を！

日 時 2013年5月1日（水）午前9時05分 開場
午前9時50分 開会
場 所 日比谷野外音楽堂

08年12月に提訴した４年間の法廷闘争は今年１月31日に裁判所和解
案で決着となった。
一年間を要した和解調停は、労使双方の主張の隔たりにも関わらず、
裁判所の強い意思により和解することになった。
定年退職の従業員の約半数を再雇用基準外としたエクソンモービルの
『再雇用制度』（問題となったのは業績評価）は法律の趣旨に反してい
るとともに、原告への評価結果も不合理で不当という主張を含めて闘かっ
たきた。
証人調べでは会社の評価制度の問題点、上司が出した原告への業績評
価の不当性など十分争える立証を行った。証人調べが終了した過程の昨
年初め、裁判所は労使双方に和解の意思を尋ね、裁判所を介しての和解
交渉となった。
交渉の中で組合は『再雇用制度』を何らかの形で改定することを求め
たが、会社はこれを拒みつつも金銭解決には応じると対応した。和解交
渉は長期化し、交渉過程で社内の他労組が訴えた再雇用裁判に会社が勝
訴するということで会社が強気となる場面もあったが、昨年末に出た裁
判所の最終和解案を労使双方とも１月31日に受け入れたことで決着と
なった。（和解内容は守秘義務で開示できない）組合は裁判所の最終和
解案について、①原告の再雇用期間が過ぎたこと、②損害賠償請求を敢
えて求めなかったこと、③法律改正で今年から希望者は全員再雇用が義
務づけられたこと、などの理由から受け入れを判断した。
それにしても、「法律の趣旨に反した『再雇用制度』であっても違法
ではない」という奇妙さが明らかになった裁判だった。「いいかげんな
法律」しか作れなかった労働側の非力さを恥じるべきであろうか。
全石油スタンダード労組

第84回日比谷メーデー へ参加しよう！
全石油スタンダード労組の再雇用裁判、和解決着に！

3

東京メトロ駅売店の非正
規労働者の女性たちでつく
る全国一般東京東部労組メ
トロコマース支部は３月
日、非正規労働者への定年
制に反対するストライキを
決行しました。その結果、
支部が要求していた瀬沼組
合員の継続雇用を勝ち取り
ました。地域の仲間がよっ
てたかって闘った成果です。
ストを受けて、直接の雇
い主である東京メトロ子会
社のメトロコマース経営陣
は、５月に雇い止めにする
方針だった瀬沼組合員の雇
用を継続する考えを示しま
したが、６カ月後には同じ
争いが起きる可能性もあり
ます。今後もご支援をよろ
しくお願い致します。

不当雇い止めを撤回
せよ！ 東部労組市進
支部 の闘 い！
学習塾「市進学院」の講

入れを渡し、解雇されてい
る２名をはじめ、市進支部
組合員が次々に怒りの声を
会社職制にぶつけました。
市進支部組合員８名が決
起したストライキに、全労
協、千葉県内から地域から
１００名の仲間が支援に駆
けつけてくれました。市進
支部、支援の仲間は強く抗
議の声をあげました。
会社が組合員２名の職場

30

18
不当雇い止めを撤回せよを
訴える組合員（2013年3月31日）
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