王子特殊紙は二〇〇七年一月、
静岡市柳町の工場閉鎖を発表し
た。紙パ産業における市街地工場
からの撤退は、昭和四〇年代から
地価の高騰と共に加速され、静岡
市街にある安倍川工業・佐野製紙
の合併以来危惧されていた問題
がいよいよ具体化されたもので
あった。

爾来三年半にわたり多彩な要
求を掲げ、その実現を目指し、地
域労組を中心に支援共闘会議を
結成(〇八年一月)し、団体交渉、
大衆行動を積み重ねてきた。
しかし、事業所閉鎖は会社の
「専権事項」であるとの主張や第
二組合の先行妥結に阻まれ、中身
のない団交で、支援共闘としては
労働委員会への申立を余儀
なくされた。
表面的には「団交拒否」
事件であったとしても、
事実上は組合事務所明け
渡し問題と下請け企業で
ある斉藤梱包への王子特
殊紙の偽装請負問題の二
つであった。
組合事務所問題では、
事務所を占拠しながらの
闘いで、訴訟では被告の
立場となり、話合い解決
の「勧告」付きで敗訴と
なった。
偽装請負では、雇用確
保、慰謝料を掲げ、地裁
での闘いとなったが、松
下プラズマ偽装請負の最

高裁逆転判決の
影響下での審問
継続中であった。
両事件は、県
労委の不当な申
立却下後、中労
委での審問中そ
れぞれ解決を見
たもので、解決
内容は、決して
納得いく
ものでは
ないが、
労働界の
全体的な
力量低下、
少数派労
働運動の
力量など
総合的に
判断すれ
ば、この
時点での
解決はやむをえないもの
であった。
両事件併せ五〇回を超
える審問・口頭弁論への弁
護団の献身的な努力や傍
聴体制を組む中での法廷
闘

安倍川製紙労働組合支援共闘
会議 (以下「支援共闘」) は、
王子特殊紙の一方的な工場閉鎖
の半年前に結成されました。結成
以降の活動は、よくもこんなに多
くの取り組みができたのか？な
ぜ毎回多くの仲間が結集したの
か？と考えた時、共闘の仲間が持
っている連帯の強さを実感しま
した。
五回の団体交渉、三波におよん
だ王子本社行動・社長宅付近の情
宣行動・東京ドーム前情宣行動
(王子製紙の都市対抗野球出場)

闘争であった。
闘いの成果は、闘いの経過、勝
ち取った内容、そしてとりわけ闘
いによって団結が強化されたか
どうかで評価される。支援共闘会
議の結成は、総評・県評解体後地

得ない状況を生み出しました。
ただ、私の反省点は労働委員
会・裁判闘争に移行してから、上
記に紹介したような創意工夫し
た大衆的な運動が支援共闘とし
て取組めなかったことです。
安倍川闘争は終わりましたが、
今後も第二、第三の安倍川闘争が
あるかもしれません。その際は、
皆さんと共に支援共闘結成で闘
っていきましょう。二年九カ月
間、支援共闘を支えてくれた仲間
の皆さん、本当にありがとうござ
いました。

始域共闘としてはめてのもので
共闘の広がりは、県共闘のみなら
ず、連合系組合、市民運動をも包
含するものであり、地域での共闘
態勢の素地を造りあげたことが
最大の評価といえる。

二〇〇七年一月王子特殊紙が
静岡事業所の工場閉鎖を発表し
た。
安倍川労組は工場閉鎖は組合
だけの問題でなく、下請け会社
や関連企業で働く労働者にと
り職場が奪われるため、労
使合意の上実施するよう申
し入れた。しかし会社は工
場閉鎖は会社の専権事項と
して安倍川労組の要求に応
じなかった。
〇八年一月支援共闘会議
が結成され問題の解決を図
ってきたが、七月会社は団
交拒否を表明した。また静岡ふ
れあいユニオンに対しても団交
を拒否した。このことによって、
県労働委員会で二件の不当労働
行為事件が争われた。
八月、斉藤梱包の分会員は偽装

・労働局への申入れ・厚労省への
申入れ・集会と王子特殊紙に向け
てのデモ・新聞社への訴え等々、
とりわけ、支援共闘結成以降の九
ヶ月間は、息つく間もない運動の
連続であり、結集した仲間が活き
活きとしていたことが印象的で
した。
その後、労働委員会・裁判闘争
へ移行しても、原告を中心に弁護
団の奮闘・支援共闘の仲間の傍聴
体制の維持によって闘いが継続
され、ギリギリの選択だとは思い
ますが、会社側に和解せざるを

請負で、王子特殊紙と斉藤梱包
に対し雇用確保と損害賠償を求
める訴訟を静岡地裁に起した。
一方、王子特殊紙は九月に組
合事務所明け渡し訴訟を静岡地
裁に起こした。
一〇年二月と五月にかけ
県労働委員会と地裁から申
立棄却と、組合事務所明け
渡しの不当な命令と判決が
出された。組合と支援共闘
会議は中労委に再審査の申
立と東京高裁に判決の取り
消しを求め訴訟を起した。
組合事務所問題は一〇年
五月東京高裁そして団交拒否事
件は八・十月に中労委で和解．
その結果県労働委員会の命令は
失効した。
偽装請負裁判は十月中労委で
和解により取り下げる。

斎藤梱包不当労働行為事件の
解決のためにそれぞれの分野で
ご尽力を頂きましたみなさま大
変ご苦労さまでございました。心
より皆様方の闘いに敬意を表し
ます。
私は今回の事件を通じていえ
ることは、労働者は闘うことによ
って、苦しくとも闘いを継続する
ことによって必ず活路を見出す
ことができるということについ
て改めて確信した次第でありま
す。
その意味で今回の斎藤梱包不
当労働行為事件の当事者である
伊藤さん、勝山さん、山梨さん、
酒井さん、そして静岡ふれあいユ
ニオンの小沢委員長はじめユニ
オンのみなさん、安倍川製紙労組
支援共闘会議に結集されたみな
さ

事でしょ。しっかり仕事をしても
らいたい。何を考えてんのかね
え。
三つ目、分会のみなさんよく頑
張りました。何度も打ち合わせを

平成 年の夏、軽い気持ちで
参加したのが運の尽きだった。
合計四つの事件を担当すること
に。当初は、大阪高裁判決を旗印
に盛り上がっていたが、例の最高
裁判決で撃沈。明渡訴訟も敗訴、

王子特殊紙の都合で静岡事業
所の閉鎖・移転が発表され、多く
の従業員が転勤に応ずることな
く退職し、構内で働く下請け労働
者が仕事を奪われました。
年前、国の施策により国鉄が
民営化されることが決まり、多く
の労働者が職場を去り、残った者
も差別を受けて採用を拒否され
ました。企業と国との違いこそあ

して、あれやこれやお疲
れ様でした。今回の解決
内容は十分に胸を張れる
もの。
喜んでくれる仲間がい
ることは財産です。
ありがとう。
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地労委も棄却。暗雲が立
ちこめるが全ての紛争が
和解で決着した。新しい
組合事務所もできた。解
決金も得た。
誰が何と言おうと我々
労働者の勝利である。

れ、そこに働く者のことを微塵も
感じないことへの怒りが、支援
共闘の支えとなり団結の力とな
ったことは間違いないと思いま
す。 国鉄闘争は「雇用問題」
、
安倍川・斉藤分会闘争は「社長の
謝罪」を残して、満足とは言えな
いまでも和解は成立しました。私
たちは 年と、２年９カ月の闘
いの成果を、今後の地域労働運動
に活かしていく必要があります。

市民運動といえども、その中身
は労働者とダブルことは多い。
原発にも労働者はいる。だから
労働運動と市民運動をあまり意
識的に分ける必要はないと思っ
ている。
「浜岡原発を考える静岡ネッ
トワーク」は結成から 年を経
過するが、この間事務所を転々と

闘争の実質勝利解決おめでと
うございます。 一つ一つの闘争
が労働者の権利を社会的に認知
三年弱にわたる閉鎖反対の闘
させるものであり、同じ労働者と いに多くの支援を寄せてくださ
して、また労働組合として連帯し った皆さんにこの場を借りて感
支援していく大切さを感じてい 謝します。
今回の解決に先立って二年前
ます。
一つ闘争が終了しても、また新
たな労働者に対する不法な行為
が続くことが予想されます。 労
働者の権利の拡大、保証に向け引
き続き頑張りましょう。 最後に
闘争に尽力された方の御苦労に
感謝いたします。

移転し居場所も無く不安定であ
った。
だが、事務局長を労働組合が担
うことにより、労働組合の事務所
に同居することにより、ようやく
安定した。ところが工場閉鎖によ
り事務所がなくなるかもしれな
いという危機にまたもや直面し
た。しかし、労働者の闘いにより、
私たちの拠点を確保できた。なん
と素晴らしいことではないか。

から現職の五人は富士川駅前の
岩渕工場で働いています。
週に三回出ていた伝書鳩が週
に一回になってしまいましたが、
さまざまな職場の問題を取り上
げ、小さな成果を手にしていま
す。
組合事務所問題の解決に伴い
岩渕にも組合事務所を持ちまし
た。今後は富士地域の仲間とも交
流し運動を進めていきます。
安倍川製紙労働組合
執行委員長 望 月 吉 春

斎藤梱包分会として、闘いの
二年余、数多くの人々の見守ら
れながら、四名で頑張ってまい
りました。折れそうになるのを、
皆様の物心両面の協力を得て、
何とか続けてくることができま
した。本年 月 日の集会で、
中労委の和解案を受入れ、解決
を見ました。長い間の支援に感
謝し、これからは、万分の一の
お返しが出来る様、努力して参
ります。
静岡ふれあいユニオン
斉藤梱包分会
執行委員長 伊 藤 政 雄
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二〇〇七年
１月 工場閉鎖を発表
二〇〇八年
１月 支援共闘会議結成
４月 偽装請負是正申告
５月 本社に申入行動
６月 偽装請負是正指導
７月 会社団交拒否を表明
７月 不当労働行為申立
７月 工場閉鎖を強行
８月 斉藤分会地裁提訴
９月 事務所明渡訴訟
二〇〇九年
月 団交拒否二号事件結審
月 団交拒否三号事件結審
二〇一〇年
２月 二号事件申立棄却
３月 地裁事務所明渡判決
３月 組合事務所高裁控訴
３月 三号事件申立棄却命令
５月 組合事務所高裁和解
７月 労働相談センター設立
８月 中労委二号事件和解
月 中労委三号事件和解
月 解決集会
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団交拒否・偽装請負事件が
急展開により解決しました。
最高裁判決や地労委での
棄却の結論が出た中、会社の
重い腰を上げさせ和解によ
り解決できたのは、何よりも
組合や原告の方々の厚い情
熱があったからだと思いま
す。
初めての労働事件でした
が、組合や増本弁護団長から
多くの事を学ばせていただ
きました、ありがとうござい
ました。
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ねばり強い事務所防衛闘
争と偽装請負弾圧の闘い、和
解、ご苦労様。
安倍川製紙労働組合の企
業合併、工場移転に伴う運
動拠点＝組合事務所＝防衛
闘争と、梱包部門の構内請
負が偽装であったことを追
求する闘いが、一括和解を
勝ち取ったとの報告を受け
ました。
内容は、組合にとって決し
て満足なものではないとの
ことですが、ねばり強く闘
い、静岡と新工場の二カ所
の事務所を勝ち取り、今後
の闘いの拠点を防衛しきっ
たことは大きな成果だと思
います。さらなる闘いの前
進を期待し、連帯のメッセ
ージと致します。
さん、本当にありがとうございま
した。大事なことは、闘いによっ
空港はいらない静岡県民の会
て得た力をさらに継続し、発展さ
事務局長
桜井建男
せることです。
あきらめずに闘った結果の解
明日からのみなさま方の闘い
が、一人でも多くの労働者の救済 決です。あとに続く人への励まし
をめざして力強く前進されます ともなります。ともかくご苦労様
でした。
ことをご期待申し上げます。

感じたことの一つ、王子も特殊
紙も斉藤さん（斉藤梱包社長）も、
働く人のことを少しも考えてい
ない。
生身の人が普通に働いて暮ら
して行くことの大変さを理解し
ていない。会社の人やら向かいの
席に沢山座ってましたが、恥ずか
しくないのかね。
二つ目、公平で公正な県労委の
先生。不当な行為を糾弾し働く人
を守り、救済するということが仕
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