ｉＷＡｉ分会 ３０７日間の職場占拠闘争に勝利！
きょうとユニオン
できました。
闘いでは、昼夜の泊り込み

昨年 月 日以来、スト オンはストライキと職場占

ライキと職場占拠で闘って 拠を解除する、というもの
きたｉＷＡｉ争議は、去る です。
で職場を守り抜いたきょう

認め謝罪文を提出しました。

解調印し、きょうとユニオ で、岩井社長は自らの非を
たってご支援を頂いた地域

の皆さん、そして長きにわ

とユニオンと分会の組合員

ストライキと職場占拠の

合意解決の話し合いの中

分

月 日、会社との間で和

日をもってストライキを解 きょうとユニオンと
や全国の労働組合及び個々

ンとｉＷＡｉ分会は 月
除し、３０７日に及ぶ職場 会は、会社による不当な裁
申し上げます。

i
A
W
i

レラ六本木販売解雇争議が勝利終結
東京南部

人の皆さまに、深く御礼を

占拠闘争を終結しました。 判の全てに勝利し、ストラ
和解合意内容は、①会社 イキ闘争に勝利することが
は昨年 月 日の解雇を撤
回し、組合員は同日付で会

社都合により合意退職する、

9
ん解雇争議は、労働審判、 京都労働委員会から不当労
東京地裁判決ともに解雇無 働行為について救済命令が
効を勝ち取り、会社が控訴 交付されました。東京都労
していましたが、６月２９ 働委員会は、レラ六本木販
当労働行為と認定し、ポス

日、東京高裁にて勝利和解 売の団交に対する行為を不
解決しました。
地裁判決を踏襲した和解 トノーティス（不当労働行
内容は、解雇撤回、解決金 為の陳謝文を掲示する）も
の支払いです。この和解内 命令しました。最近は、全
容は非公開条項が付きませ 面救済命令でも「陳謝文」
んでしたので、追って、Ｈ の手交が通例ですので、こ
ＰやＳＮＳ上において争議 れはよっぽどの不当労働行
解決の詳しい報告をいたし 為であり、組合の完全勝利

･
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個人タク シー協同組合新東京職
東京東部労
員支部が結成！
６月 日、事務所を訪問
し、使用者側の役員に労働

東京・墨田の個人タクシー の撤回やパート職員の正規 組合結成を申し入れた。７
乗務員でつくる東京都個人 職員化などを求めて、全国 人はこれまで我慢に我慢を

新たな仲間をよってたかっ

から怒鳴られたり、事実無 締結を勝ち取った。

タクシー協同組合新東京支 一般東京東部労組個人タク 重ねてきた怒りをぶつけた。
部で雇用されている女性の シー協同組合新東京支部を その結果、「パート職員の
正規職員化を前向きに検討
事務職員７人が、役員によ 結成した。
きっかけは、職員が役員 する」などという確認書の
るパワハラ・セクハラ発言

根の性的な話を流されたり
したことへの不満などだ。 て支援しよう！

第
会場には満員の１３３人

回中島富雄賞授賞式

「過労死をなくそう！龍基金」

過労死をなくすために活
動している「過労死をなく が集まりました。授賞式で
そう！龍基金」は２０１６ は、ワタミ過労死闘争のＤ
年８月７日、第 回中島富 ＶＤが上映され、森夫妻に
雄賞授賞式を東京・葛飾で 中島代表から表彰状などが
開催しました。今年の受賞 贈られました。
だということです。これを 者として、居酒屋チェーン
また、森夫妻がワタミか
もって、レラ六本木販売の のワタミで長女が過労死し らの損害賠償金の一部を使っ
争議は、全戦全勝で終結す た問題で昨年 月に画期的 て新たに発足させた「ブラッ
ることになりました。皆さ な内容で解決を果たした父 ク企業と闘う望基金」につ
まのご支援に感謝いたしま の森豪さんと母の森祐子さ いて事務局から、労働組合
す。『みなさんのご支援で、 んを表彰しました。
を作ったり入ったりした労
今回で龍基金と中島賞は 働者がブラック企業に対し
４年を超す争議をがんばる

金」を発足させました。

いまこそ、こうした事実

（東京東部労組）

ことができました。ありが 終了する一方、ワタミ過労 て裁判等で争う場合に弁護
とうございました。家族に 死 遺 族 の 森 夫 妻 が 新 た に 士費用などを援助する旨の
も勝利を伝えたい』、と山 「ブラック企業と闘う望基 説明がありました。
﨑さんの感謝の言葉。

プダウンを目指す。

■ 地域合同労組の拡大強化で、
労働運動を活性化しよう！
回大会を成功させよう！
全国協第

攻防の場は、労働者人口 課題での議論を深め全国一
の大半を占める中小企業や 般全国協の飛躍を勝ち取ろ
非正規職で働く現場の労働 う。
者の闘いである。この秋、
職場内外で積極的な闘いを

賃金・権利闘争の強化、
化する。「公正・透明な労 最賃闘争の拡大、真の同一

ける労働者を低賃金に固定

は、年金改悪の結果働き続 運動の真価が問われている。。

行する。高齢者雇用の拡大 域合同労組、全国一般労働

労基法改悪を今秋国会で強 げ大きな力に変えていく地

かせ放題・過労死促進」の つ一つの運動を地域でつな

方で「残業代ゼロ・定額働 につなげ広げていこう。一

「長時間労働の是正」の一 ら、地域から闘いを社会的

拡大に悪用される。そして 作り上げていこう。職場か

･

･

働者の収奪 貧困化
か、労働者の権利と
労働政策との対決が
秋から来春へかけた

入。こうした隠された実態 地強化を許さない、様々な

金銭解決・自由法制」の導 戦争国家作り反対、沖縄基

使紛争解決 は、「首切り 労働同一賃金実現、戦争法・

｣

私たち労働組合の大
きな課題である。

国際基準：政労使３者によ 具体的な要求を軸とする大
る政策決定を無視するトッ きな運動が問われている。

金の引き上げ、労働時間規 無力化するために「働き方 に対し批判の議論を深め、
改革実現会議」で、従来の 労働者保護の規制強化する

安倍労働政策は、最低賃 に抵抗する労働者の闘いを

回 定 期 大 会 を 飛 躍 の場 に！

規 制 緩 和 ・労 働 者 収 奪 を す す める 安 倍 政 権 と 対 決 す る 共 同 の闘 いを 強 めよう ！

全国一般全国協第
■ 安倍政権の労働政策と対決する
共同の闘いを強力に推し進めよう！

動を強めている。労

戦争ができる国家策

ながら、国家主義・

成長幻想を振りまき

かなアベノミクスで

制の強化、非正規労働者格
春闘・７月参院選以降、 億総活躍」「働き方改革」
差是正の同一賃金・同一労
政 府 財界 による新 自由主 が 「最大 の チャ レ ン ジ 」
働など従来否定してきた政
義政策は加速を強めている。 「国民運動」の名の下で強
策を掲げている。しかし、
月 日開会される臨時国 行されようとしている。
その目指すところは、労働
会は、ＴＰＰ協定の国会承
その背景には、新自由主
者の利益とは正反対の方向
認を巡って与党による強行 義・グローバリズムによる
である。
採決がすでにささやかれる 金融資本の暴走が全世界で
実態は、低賃金・不安定
情勢である。そしてこの臨 格差・貧困を拡大し国民経
雇用の非正規労働の拡大を
時国会から来春にかけて、 済・国民国家を根幹から揺
規制しない不十分な最低賃
戦争法に基く海外での戦闘 るがしていることがある。
金引き上げは、低賃金を固
行動・平和憲法否定の改憲 安倍政権は、こうした揺ら
定化する。低賃金労働市場
が現実化するなかで、「総 ぎを覆い隠し「国民統合」
の拡大を放置すれば、「同
動員」体制というべき「一 をはかるため、破綻が明ら
一賃金 同一労働」は格差
16

9

24

◇全国一般全国協 第26回定期大会
９月10日㈯13時～、11日㈰9時半～
＠東京都品川区立中小企業センター
◇さようなら原発さようなら戦争大集会
９月22日(秋分の日) １２時～／デモ１５
時～
＠東京・代々木公園Ｂ地区けやき並木
◇生活時間と賃金を取り戻そう
９・27決起集会
９月２７日(火)

7

TEL03-3434-1236 FAX03-3434-0334
URL:http://www.nugw.jp/
Email:nugw@nugw.jp

②会社は労働組合側に解決
レラ六本木販売で２０１ ます。
金を支払う、③解決金の支
また、７月６日には、東
払いに応じ、きょうとユニ ２年２月末に起きた山﨑さ

全国一般労働組合全国協議会

10
10

7

14

小林ビル
東京都港区新橋5-17-7
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生活の擁護か、安倍

国会包囲・総がかり行動
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最低賃金の大幅アップをかちとろう！
今すぐどこでも１０００円、めざそう１５００円！

プ、大幅アップが訴えられ、 たらせユニオン（全国一般 れ、見放されています。私
神奈川・京都・兵庫・山口 低賃金が決定されているも

秋の最賃アップ・時給アッ 荏原支部）の２件が増え、 は清掃業を念頭に置いて最
プの闘いを誓った。
なお、今年の地方最賃審 の６県となり健闘している。 のと考えます。清掃労働者
り、非正規労働者の低賃金
の労働者と比較しても一段

は大部分の者が非正規であ

最賃大幅アップキャンペー では足りない、生活できる 述の報告や、生計費を基に 議会での意見陳述は、宮城
ン委員会（全国一般、昭和 最賃には１５００円が必要 した最賃の「めやす」アッ で宮城合同労組、栃木でわ
構造と相まって、他の業種

他）による、東京渋谷ハチ
と低賃金が目立つ存在だと
・・・政治政策において

公前での宣伝活動と、渋谷

宮城合同労組は、中央審 には、宮城県特定（産業別） 鋼業に直接雇用されていて

言えます。

すぎる最賃を大幅に上げよ
う！」集会が、 名を越え
る仲間の取り組みで開かれ
た。委員会は、今年２月に
発足し、

労働組合

の力で、

全国一律

の最賃アッ

プ、職場・
地域での
時給アッ
プを訴え
ている。
７月
日の、中
央最賃審
円

議会の平

均で

８・５神奈川地方最賃審議会９３０円を答申、
全国一般神奈川
直ちに抗議意見書を提出！

員長が 月 日、 分間リ 片付けの業務に主として従 おいても清掃業だけが産業 ０００円以上の最低賃金』
アルな陳述を行いました。 事する者」については、鉄 別最低賃金から適用除外さ と訴えます。」
その内容を抜粋してお知ら
せします。
「・・・私は２００８年２

時間７５３円だと年間労

化の連鎖を固定するのだと。

が出来ない賃金もまた貧困

全国一般神奈川と神奈川 円で、生活基盤の確立から に最賃闘争を押し上げてい
月から、仙台市に本社があ
る１０００名規模のビル管 県共闘は、伊勢佐木モール、 ほど遠いものでした。非正 きましょう。（米山）
理会社に雇用され、８年半 メーデー会場などでの署名 規労働者や最賃にはり付い
て働いている労働者の叫び
宮城野区の病院で清掃業務 活動を行ってきました。

そして、８月２日第２回 からかけ離れた審議会のあ
に就いてきました。私と会
社との雇用契約は、６ヵ月 神奈川最賃審議会には傍聴 り方に怒りを禁じ得ません。
直ちに抗議の意見書を提
ごとに契約更新する有期雇 体制を組み「１５００円を
目指し、今すぐどこでも１ 出しましたが、今後、最賃

用です。

山 口 審 議 会 で、 貯 蓄が 出 来 な い 賃 金 は 貧 困
化の連鎖を固定する！と意見陳述で訴える

・・・宮城県の最低賃金は ０００円に」と意見陳述を 確定後の徹底化と最賃アッ
現在７２６円ですが、鉄鋼、 行いました。しかし答申は プに伴う賃金交渉を取り組
電子部品他、自動車小売業 中央の目安どおりの９３０ んでいきます。来春闘の柱

を訴えた。７月 日、意見
書（資料込みで 頁）を提
出した。８月１日、審議会
で意見陳述を昨年に続いて
おこなう。８月５日の答申
は、目安を１円上回る 円

望書を提出した。一つはイ 抽選結果の連絡、傍聴に当 の答申を行ってきた兵庫の
ンターネット上での最低賃 たっての遵守事項等に関す 審議会だが、今年の１円上

（自立労連スイートガー

1

の最賃アッ

10

金未満の求人の指摘、もう る要望書」、もう一つは諮 乗せは、意見陳述の成果だ
一つは兵庫労働局の外国語 問の広報についてであった。 といえる。最低賃金の取り

庫労連がそれぞれ労働局前

20

プの目安

1

デン労組・神戸支部）

25

29

労組やまぐち）

田茂樹・連帯

います。（麻

そ求められて

争の通年化こ

案する最賃闘

を喚起します。全国協の提

金労働者の貧困化への怒り

に伝えます。何よりも低賃

企業の有り様を多くの人々

の勧告に繋がり政府と日本

43

中央最低賃金審議会が
全 国平均 円アップの目安提示

8

７月５日、諮問に合わせ 組み、詳しくはブログ「お
での最低賃金の案内が更新
されていないことを指摘し て、兵庫パートネット、兵 菓子な組合」をご覧下さい。
た。
今年の諮問に先立ち、６ に集まり最低賃金の引上げ

16

34

兵庫地方審議会の８・５答申は、目安を
１円上回る 円（８１９円へ）の引上げに
24

札幌市入札破綻で 、ＡＬＴ直接雇用化の連続行

23

働時間が２０８０時間とし
山口労働局長は、すでに 「健康で文化的な最低限度
ても年収１５７万円で、ワー
８月５日付けで時給７５３ の生活」という観点に立ち
キングプアの基準になって
切り、憲法 条の番人とし
円を公示している。８月
いる２００万円より 万円
日山口地方最低賃金審議会 ての役割を果たすよう求め
も少ないではありませんか。
の場では、私たち連帯労組・ てきた。 最低賃金は、労
そして 円という上げ幅が
やまぐちの８月 日提出の 働条件・雇用形態にかかわ
毎年続くと仮定しても１５
異議申出を考慮することな らず、他の社会保障（政策）
００円だと 年かかってし
く、即日公示どおりの決定 と関連させ、低賃金労働者
まいます。雇用戦略対話で
の貧困化の改善に資するべ
をするであろう。
の合意さえも反故にするも
日本の欧米に比して最低 きものだ。ところが、中央
のですと。ところで、この
賃金の低さ、資本が労働力 最低賃金審議会「目安」を
局面の異議申出は、現象と
を意のままに買いたたくこ ３年目も追認し、独自性を
しては効力がないかに見え
とを前提にした「企業の支 発揮することがなかったの
るが、そうではない。各地
払い能力」の基準に含む最 だ。私たちは、４月に始ま
の労働組合の最賃闘争があっ
低賃金制度、全国一律制を る３回の街頭署名・情宣、
てこそ、マスコミがその問
否定する最賃のランク付け ６月行政交渉、７月 日意
題点を報道し、ＩＬＯなど
17

26

ゼネラルユニオンは永年、 師が路頭に迷う事態となっ から、ゼネラルユニオンは は、既に破綻をきたしてい 見書、７月 日意見陳述に
おいてこのことを訴え続け
英語講師ＡＬＴの、教委に た。
札幌市との団交を継続し、 る。私たちは、山口地方最
よる違法派遣を摘発してき
この両社には、かねてか ８月には、北海道の市民団 低 賃 金 審 議 会 が 労 働 者 の た。とくに、意見陳述では、
時給１０００円の労働者で
たが、札幌市で 名もの大 ら、ゼネラルユニオンの支 体と共に「違法委託をやめ、
規模な委託＝丸投げが発覚 部もあり、すぐさま、大阪 直接雇用に」することの申 国からも注目されている。 あっても、長時間労働なく
しては生活がなりた
した。
で各本社との団交を開始し 入れを、市と市議会各派宛
全国一般全国協は、 春
たないこと、スキル
今春、業界最大手のイン た。そして、札幌市ＡＬＴ に行なった
闘でも、対厚労省・文科省
アップするにも貯蓄
タラックとＮＯＶＡが激突 への再雇用や、待機期間中
９月市議会での、直接雇 交渉や、遠藤大臣のインタ
し、市との官製談合もから の補償などをかちとった。 用化をめぐる攻防が注目さ ラックからの収賄疑惑など をすべて投じなけれ
ば出来ない現実をあ
んだ入札破綻となった。結
しかし、入札や請負が続 れている。
で、追及を強めており、全
りのままに、赤裸々
果４３０校の授業が停止、 くかぎり、こうした不祥事
これらは北海道新聞やテ 国への共闘拡大を呼びかけ
に訴えてきた。貯蓄
赴任直前の１００余名の講 の再発は必至だ、との立場 レビでも再三報道され、全 ている。
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８・５ 最賃キャンペーン（渋谷ハチ公
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兵庫は昨年 月 日に７ 月 日、２通の要望書を提 （８１９円へ）の引上げと
９４円に。同日、２通の要 出した。一つは「傍聴者数、 なった。これまで目安通り
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全労連・全国協神奈川の仲 議会への署名活動を各職場 最低賃金が定められていま
も８２７円ではなく、１０ 最低賃金を１，０００円に
間、栃木の全国一般の仲間 で取り組んできましたが、 す。鉄鋼業を例にとると最
１円低い７２６円が適用さ 引き上げようとする意向も
らが発言した。
初めて組合員が地方審議会 低賃金が８２７円ですが、 れます。業種による適用除 ありますが、全国平均で１，
地方最賃審議会で意見陳 で意見陳述することを決め、 「適用除外労働者」の規定
外は、清掃業だけです。電 ０００円以上ではなく、私
清掃業で働く田邊省三副委 があり、・・・「清掃又は 子部品他、自動車小売業に は、『今すぐ、どこでも１，

は地方最賃だ。まだまだ低 ユニオン・江戸川ユニオン・

勤福会館に移動しての「次 い、岐阜一般の仲間、郵政

集会では、首都圏青年ユ 産 業 別 最 低 賃 金 か ら 清 掃 業 を 除 外 し て い る 問 題
ニオンの仲間らが司会を行 を 、 清 掃 業 の 組 合 員 が 、 地 方 審 議 会 の 意 見 陳 述
宮城合同労組
で批判 しました！

シェル労組、郵政ユニオン、 だ、と訴えた。
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