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の２０１１年１月２８日付であ
り解雇の直後に会社が地位不存
在確認労働審判を申し立てたこ
とを考えると魚住委員長を解雇
することによって都労委の審理
への組合の準備を妨害しようと
したことは明らかでした︒２０
１２年５月に都労委で会社の集
塵装置支部に対する不当労働行
為が認定されたことに加えて︑
今回︑新たに会社の不法性が裁
判所によって弾刻されました︒
しかし会社は︑公の判断であ
る地裁の判決をよく吟味・検討

広瀬

憲義

も せず ︑ 判 決言 い 渡 しの 翌 日
︵４月１１日︶に﹁執行停止﹂
の申立を行い︑依然としてたた
かう態度を変えようとしていま
せん︒
私たちは︑このような会社の
不当な態度と組合敵視に強く抗
議するとともに︑ただちに判決
に従い魚住委員長を設計業務に
復帰させることと︑これまでの
組合への支配介入や組合差別・
排除の姿勢をあらためて︑正常
な労使関係を回復することを強
く求めるものです︒

議長

ＪＭＩＵ集塵装置支部完全勝利！

新河岸２丁目にある︑産業用 を欠いているにもかかわらず不
集塵機・集塵装置︑特殊・特注 利益を与えるものであり﹂権利
集塵︑集塵機メンテナンス︑空 に濫用として無効としました︒
気輸送搬送装置の総合プラント さらに︑解雇についても︑﹁こ
メーカーである集塵装置株式会 れを正当化するような合理的な
社の労働組合ＪＭＩＵ集塵装置 理由が客観的に存在すると言い
支部の魚住委員長の不当配転と 難く﹂無効として︑魚住委員長
解雇争議について︑４月１０日︑ の求めた契約上の地位の確認請
東京 地 方 裁判 所 民 事 第３ ６ 部 求を認容する画期的な判決が出
︵竹田光弘裁判官︶は︑集塵装 されました︒
置株式会社がＪＭＩＵ集塵装置
そもそも魚住委員長が解雇さ
支部魚住静香執行委員長に対し れたのは︑都労委における不当
て行った設計からプラント部門 労働行為救済命令申立事件の審
への配転は︑﹁業務上の必要性 問が２月に予定されていた直前

３月２２日の初めての団体交渉 ﹁適切に対処する︒﹂⑦事前協
に会社は︑長谷川会長と菊田社 議については︑当社の実態に合
長の２人が対応しました︒
わないので承知できない︒なお︑
会社の回答︵要旨︶は︑①不 組合から内容︑実状について質
利益扱い及び不当行為は行わな 問等があればできる限り対応す
い︒②組合活動に必要な会社の る︒⑧最後に︑情報の共有化と
施設︑設備等の便宜供与を認め 全てオープンを当社存続の基本
る︒③社内に組合事務所の貸与 として今後もこのスタンスで企
と掲示板の設置を認める︒④職 業運営をする︒
場環境の改善は︑﹁徹底する﹂ との回答で要求の大半を実現す
に表現を修正して承知する︒⑤ ることになりました︒
労働協約や人事異動︵配置転換・
明るい会社にしたい︒モラル
出向・転勤・転籍︶・解雇・契 の低下を改善したい︒会社をよ
約終了については︑要求を承知 り良くしたい︒と言う組合結成
する︒⑥就業規則について︑会 の動機は︑組合と会社が対等に
社に不利益となる情報の漏洩は︑ 話すことによって前進しました︒

つぶやき

３年間で最大 ％という生
活保護費削減案を厚生労働省
が打ち出している︒京都市と
府警は生活保護費などの不正
受給を防ぐため︑連携体制を
強化する協定を締結した︒ま
た兵庫県小野市では生活保護
費や児童扶養手当について︑
パチンコなどでの浪費を禁じ︑
市民にも通報を求める福祉給
付制度適性化条例案が原案通
り成立する見通しとなった︒
条例案は不正受給や困窮者
支援に関する通報だけでなく︑
パチンコなどギャンブルでの
浪費も禁じ︑常習的に浪費し
ている受給者に関する通報を
市民に求めている︒この﹁市
民の義務﹂に関して︑生活困
窮者を支援するＮＰＯなどか
ら︑﹁行き過ぎた監視社会を
招く﹂といった批判の声が上
がったが︑市長は﹁監視では
なく︑見守りです︒﹂と反論︒
そして導入メリットの一つ
として生活保護の不正受給が
防止できる﹁マイナンバー﹂
制度の運用開始が２０１５年
１月から予定されている︒国
民一人ひとりに番号が振り分
けられ︑生活のすべてを管理
するシステムだ︒住民同士が
お互いを監視し合い︑国から
はデーター管理され︑どこに
行っても監視カメラに写され
る︒これを監視社会と言わず
に何というのか︒
︵土建板橋支部 寺山 健一︶
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会社は
命令に従え

歓迎 新規加盟組合
板橋区成増１丁目にある︑包
装全般の企画制作・包装資材の
加工販売・包装機器等の取扱を
業務内容としている株式会社第
一産業に従業員の過半数を組織
した第一産業従業員労働組合が
２月２６日︑結成大会を開催し
ました︒
組合は後日︑労働組合結成通
知書・団体交渉申入書・要求書
を会社社長に提出しました︒
要求内容は︑①組合活動に関
する基本的要求②事前協議に関
する要求③職場環境に関する要
求④労働条件に関する要求⑤就
業規則に関する要求︒
結成大会での第一産業労組組合員と区労連役員
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組合の合唱で始まり︑
広瀬議長は冒頭︑今日
の料理作りために休暇
を取り奮闘している皆
さんを紹介と感謝の挨
拶に会場から拍手が起
こりました︒そして︑
板橋区労連の組織は確
実に増えています︒昨
年末から準備をし︑組
合員を過半数組織しこ
の３月に団体交渉を成
功させました︒こうし
た良い話しもあるが︑
憤りを感ずるＪＡＬの
問題では︑解雇四要件
を無視し客室乗務員
名とパイロット 名を
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現在 の帝京 中・ 高等 学校 教
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職 員組 合は 組合 員の 高齢 化が
進 み︑ 年々 組合 員は 減っ てい
く 現象 が続 きま す︒ 数年 前ま
で は定 年後 の嘱 託制 度な どの
問題で学園側と団体交渉を行っ
て きま した が︑ 現在 は団 体交
渉 は途 切れ るな ど︑ 組合 活動
は かつ てほ ど盛 んで はあ りま
せ ん︒ 年 々減 額さ れて きて
い る賃 金問 題︑ 有休 を取 ると
一 時金 で減 額さ れる とい う名
ば かり の有 休な ど職 場に 取り
組 むべ き問 題が ない わけ では
あ りま せん ︒そ うい った 意味
で はも う一 度︑ 待遇 改善 や労
働 条件 の改 善の ため の奮 起が
求 めら れま す︒ 東京 の板 橋︑
八 王子 ︑福 島県 の安 積︑ 新潟

した︒
ビンゴゲームの後︑
野呂 副 議 長 の閉 会 の
挨拶 と ガ ン バロ ー で
散会となりました︒
︵峯田政美︶

の 長岡 の帝 京グ ルー プに ある
４ つの 高校 が集 まり ︑各 高校
が 抱え る諸 問題 を討 議し ︑理
解 し合 うた めの 会議 は年 に２
度 ほど 開催 され ︑連 携を 図っ
て いま す︒ また ︑私 教連 の下
部 組織 であ る北 部地 区協 への
参 加︑ 私学 の集 いへ の参 加︑
私 学助 成運 動な どの 取り 組み
は続 けています︒
区労 連の 皆様 には 大変 お世
話 にな った 時代 があ り︑ 感謝
し てお りま す︒ かつ てあ った
職 場で の存 在感 を持 てる よう
に 頑張 らね ばな らな いと 思い
ます ︒
︵ 帝京中高教職員組合
金江 昭喜︶

不当解雇しながら昨年 の音頭で交流に入りま
から９４０人の新規採 した︒今年の余興であ
用をするなど許すこと る公共一般の内田さん
はできない︒今日のＪ とその友人による﹁フ
ＡＬ物販と合わせて毎 ラダンス﹂で集会も大
月 日︵４月は 日︶ いに盛り上がったとこ
に池袋東口で行ってい ろで︑板橋区労連の新
る定例宣伝への参加を しい仲間﹁第一産業従
呼びかけました︒
業員労働組合﹂の紹介
﹁ビンゴゲーム﹂の です︒加藤委員長・吉
景品は﹁板橋区労連商 田副委員長の﹁会社を
品券﹂今年は８店舗︒ 守りたい一念で組合を
労働組合が地域おこし︑立ち上げました︒皆さ
街おこしにどのように んの助言を受けながら
関わっていくか︑こう 頑張っていきますので
した方向に地域運動の 宜しくお願いします﹂
根幹があると挨拶しま との挨拶に歓迎の大き
した︒関戸顧問の乾杯 な拍手がわき起こりま
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東 京私教 連
帝 京中高 教職 員組 合 ③

常幹組合リレ ー報告

第 回 城北ハイタク は始まりました︒
交流会 が 月 日土曜
都内 タクシー 労働者
日︑板 橋グリー ンホー のおけ る情勢の 報告が
ル会議 室で行わ れまし あり︑続いて設問に添っ
た︒当 日は 団体 名 た問題 提起と︑ 会は進
の皆様 に参加い ただき︑みまし た︒各社 ︑労働
安全自 動車労組 の小野 条件︑ 給与体系 が違う
世話人 の挨拶で 交流会 中︑そ れぞれど のよう
な取り 組みが行 われて
いるか ︑問題が 起こっ
た時に どのよう な対策
がとら れている のか︑
諸事情 等︑私た ちが通
常業務 する中だ けでは
知られ ない情報 交換が
ありました︒
経営 者が違い 待遇が
違うの は当たり 前のこ
となの ですが︑ それら
の意見 を耳にす ること
3
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４月５日︵金︶板橋
区立見次公園集会所に
１００名あまりの仲間
が続々と集まってきま
した︒幕開けは年金者

心一つに一歩前に！
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で私た ちの業界 がどの
ような立場にあるのか︑
知らされることも多かっ
たよう に思いま す︒忌
憚のな い意見も 多く︑
同じ会 社である にもか
かわら ず営業所 が違う
だけで 趣が変わ ってし
まうと いうこと が感じ
られました︒
交流 会は最後 に飛鳥
労組の 野呂世話 人の挨
拶で終 わりまし たが︑
今後も この交流 会を継
続させ ることは ︑これ
から起 こる問題 を解決
させる 良い指針 になる
ように思えました︒

︵グリー ンキャブ労組
板橋支部 長崎 正仁︶

