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【１面】

全ての職場で賃上げを
各組織で春闘討論集会開催
安倍首相は 1 月 22 日の施政方針演説で明文改憲の旗を掲げ、極めて危険で大国主義的な野望を
示しているもと、２０１６国民春闘の意義がさらに増しています。暮らしと平和を守るたたかいの
正念場として、各組織が総力をあげてたたかいの準備を進めています。
ＪＭＩＴＵ スト権たてたたかう
１月 31 日、ＪＭＩＵと通信労組が
組織統一をおこない、新たな産別組織
ＪＭＩＴＵ（日本金属製造情報通信労
働組合）が結成されました。これを受
けてＪＭＩＵ千葉地本は、２月７日に
臨時大会を開催し、ＪＭＩＴＵ千葉地
本に名称変更して、以後、通信労組と
ともに運動を進めていくことが確認さ
れました。
先だっておこなわれた春闘討論集会
では、秋季年末闘争の到達を確認する
とともに、今春闘方針として大幅賃上
中央組織統一レセプションに参加した千葉県のメンバー
げと戦争法廃止を求め、各職場でスト
権を確立し、粘り強く最後までたたかう事が確認されました。
全労連・全国一般 全職場で要求出そう
全労連・全国一般千葉地本は１月 24 日、船橋勤労市民センターで２０１６年春闘討論集会を開催し、
40 人が参加しました。
冒頭のあいさつで千葉地本の平川執行委員長は「今年は何としても全職場で要求提出をしよう」と力
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強く話しました。
千葉地本の春闘要求は、はたらくみんなの要求
アンケート結果を踏まえ、次のように提案されま
した。①月額２万円、時給１５０円以上のベアを
勝ち取る、②男女の賃金格差是正、同一労働同一
賃金の実現、③成果主義賃金の導入を許さない、
④労働者全体の賃金抑制につながる公務員賃金の
引き下げ反対、⑤戦争法廃止や労働法制改悪反対
の署名に積極的に取り組む等。
討論の後、満場一致で議案採決されました。

公務員賃下げを許さず奮闘する
千葉県国公の討論集会

千葉県国公 千葉・成田・松戸で
千葉県国公は１月下旬に千葉・成田・松戸の３
会場で春闘学習討論集会を開催し、延べ 70 名が参加しました。千葉会場では国公労連の伊吹中執、成
田会場では千葉労連の松本議長が講師になり、喫緊の情勢報告をしました。その後執行部からは、この
春闘期に重点的に取り組む運動として、①「千葉県国公版ビクトリーマップ」チラシを作成し、組合員
ひとりひとりが友人知人など組合員以外の人と手渡しするなどして、内部留保を取り崩しての大幅賃上
げを訴える取り組みをおこなう、②２０００万署名への積極的な取り組み、③公務員賃下げ違憲訴訟勝
利に向けての署名への取り組み、④人事異動・新規採用の集中する４月期を中心に、新規採用者・未加
入者に積極的に加入勧奨を行い、仲間を増やす、等の運動方針が提案されました。
提案を受けての意見交換では、
各単組それぞれの増員署名への協力要請や様々な単組独自の取り組み、
「勤務時間を朝型にシフトする朝方勤務（ゆう活）
」や長時間労働などの職場実態を報告し合いました。
これらの意見を踏まえ、２月６日におこなわれた拡大常任幹事会において、千葉県国公の春闘方針を確
立しました。
東葛四地域では四労連合同で
東葛・松戸・鎌ヶ谷・野田の４地域労連は２月
12 日、合同の春闘討論集会を開催し、53 人が参
加しました。
集会では松本千葉労連議長の講演の後、松戸か
ら２月７日の大集会について、東葛から昭和ゴム
争議の勝利報告、我孫子と野田から公契約条例制
定の取り組みやアスベスト訴訟の取り組みについ
各地域の取り組みが交流された
て等、各地域での運動や職場の実態が交流されま
四地域合同討論集会
した。

世界の流れは均等待遇！
労契法２０条裁判支援集会
２月 11 日、千葉市内で「非正規も同じ労働者、なのに、なんで処遇が違うの」と日ごろから疑問に
思い、改善を求め、たたかいに立ち上がった非正規の仲間と、支援者 70 余名が集会を開催しました。
松本悟千葉労連議長が開会のあいさつを行った後、
「日本の非正規格差の実態と世界の均等待遇の流れ」
と題して竹信三恵子和光大学教授（元朝日新聞論説委員）が、
「労働法制改悪といかにたたかうか」と題
して中丸素明千葉労働弁護団会長がそれぞれ講演しました。
労契法 20 条裁判の原告である郵政産業ユニオン宇多川朝史さん、なのはなユニオン千葉内陸バス支
部富士原剛さんが、それぞれたたかいに立ち上がった思いと東京地裁での訴訟経過を報告し決意表明。
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ＪＡＬ原告団が非正規客乗労働者の正社員化実現ま
での永年のたたかいを、高教組組合員が教育現場で
の非正規職員の実情とたたかいを報告しました。
堀川久司国鉄闘争を活かす千葉県共闘会議議長が
集会アピールを提案して採択。鴨桃代なのはなユニ
オン委員長が「わくわく、元気に、楽しく、激しく
たたかいましょう」とまとめを行い、３時間近くが
あっという間に経過。連帯感あふれる集会になりま
した。

ナショナルセンターの枠を超えた連帯

２月に入り国会周辺が騒がしい。歯
舞が読めない沖縄・北方担当大臣。放
送局の電波停止を命じる可能性もあ
ると発言した総務大臣。年間被ばく線量の長期目標１ミリシ
ーベルトについて何の科学的根拠もないと発言した環境大臣
▼何でこんな人たちが大臣にと思うが、国会議員を選んでい
るのは国民の私たち。責任の一端は私たちにもある▼今夏か
ら選挙権が 18 歳以上に引き下げられる。高校や地域で模擬選
挙や学習会なども開催され、その年代に注目がいっているが、
すでに選挙権を持つ私たちこそ、政治や選挙に関心を持つ人
をもっと増やすことが必要。選挙権は、民主主義を実現する
手段として与えられている権利なのだから。

【２面】

戦争させない・９条守ろう
県内各地で戦争法廃止の集会
松戸では
２月７日、
「戦争させない・９条壊すな！２千万
署名総がかかり松戸実行委員会」は、松戸市民会
館で市民集会を開催しました。
実行委員会を代表して蒲田孝代弁護士が挨拶し
、経過報告や「安保関連法に反対するママの会＠
ちば」からの連帯拶の後、小林節慶応大学名誉教
授が講演。戦争法強行採決の経過、本質から採決
後の情勢、７月の参議院選挙あるいは同時選挙に
向けての国民主権行使への期待まで、縦横に語り
戦争法廃止、国民主権を取り戻すピールを採択
ました。講演をふまえて潮流の異なる労組、市民
（松戸）
団体、議員がそれぞれ活動紹介と決意表明。アピ
ール採択、行動提起、閉会宣言まで、１０００人を超える市民の熱気にあふれる集会になりました。
八千代では
２月 13 日、
「八千代・戦争法ストップの会と戦争をさせない！２０００万人署名推進八千代実行委員
会」は、八千代市民会館で「戦争法廃止！２０００万人署名をみんなの力で―アベ政治を許さない！市
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民のつどい」を開催し、１１００人が参加しました。
つどいでは各界からの訴えとして、明治学院大学名誉教授、ママの会＠やちよ、八千代翼友福祉会、
ティーンズソウルの代表者が戦争法廃止と２０００万署名の達成に向けた決意を表明しました。
その後、小林節慶応大学名誉教授が講演。戦争法により、日本が４月から戦争ができる国に変わって
しまうことを話し、
「安倍首相が選挙で信任されたというからには、次の国政選挙でケリをつけなければ
いけない」と強調しました。
野田、木更津でも
野田市では２月７日、
「野田・９条の会」が南部梅郷公民館で、ＳＥＡＬＤｓのメンバー３人と語り合
うつどいを開催し、70 人が参加しました。
木更津市では２月 13 日、
「平和・人権・教育と文化を考える会」が市中央公民館で元内閣官房副長官
補の柳沢協二さんを講師に「安保法制と日本…私たちが考えるべきこと」と題して講演会を開催しまし
た。

命と暮らし、平和を守る県政へ
明るい会総会＆新春講演会
憲法がいきる明るい千葉県をつくる会（明る
い会）は１月 24 日、総会と新春講演会を開催
しました。知事選に向け、新役員を確立させて、
いよいよ始動です。
総会後の講演会では、日本共産党元県会議員
の小松実さんが「千葉県政史と県政の課題」と
題して、県政の課題を語りました。
歴代知事のもとで進められてきた巨大事業
の浪費が、いかに県財政の重荷になってきたか、
そうした県政のなかでも、明るい会や会に結集
する様々な団体の奮闘、日本共産党県議団の議
会論戦が、様々な成果を勝ち取ってきたことを
講演する小松実元県議
報告。そして「命と暮らし、平和を守る県政へ
の課題」として、今の森田県政のもとでの県民福祉の遅れや職員へのしわ寄せ、木更津や習志野の
基地で進む「戦争する国」づくりの拠点化、
「戦争する人づくり」につながる教育反動の拠点化な
どの問題を指摘し、県政の抜本転換が必要であるとまとめました。
その後、参議院選挙に日本共産党から千葉県選挙区に出馬予定の浅野ふみ子さん、比例代表の椎
葉かずゆきさんも駆けつけ連帯あいさつ。そして、斉藤和子衆議院議員が、30 分、国政報告と「戦
争法」廃止の展望を語りました。
講演会の後、
「小松実元県議団長への感謝と激励のつどい」を行い、小松さんの 28 年間の議員活
動を労いました。

労働相談一ヶ月～１５年度の相談～
塾と日本語学校講師の労働条件に関する相談がありました。
事例１は、大手の塾に勤務。コマ数（授業）が減少したので辞めようと思っていたところ、年末講習
が入り、シフトが組まれてしまう。退職するにはどうすればいいかという話しです。最初に、
「請負」と
いう言葉があったので、契約内容を聞きました。労働者と言いながら請負契約という話で、自分の置か
15 年度の相談の集計です。全体数は４年連続で１０００件を超えています。新規相談だけで見て
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も３年連続です。中小企業の 40 代の正規職員の方に対する矛盾が大きくなっています。また退職・
辞めさせる問題の相談が多数来ています。いじめ嫌がらせが、辞めさせるための常道手段になって
いる様子がうかがえます。また、辞めたいということに対して、辞めさせないという相談も多くな
っています。業種は、集計には出てきませんが、病院や福祉、介護の労働者からの相談が多い印象
があります。
年休をめぐる問題も多数あります。２年も働いているのに、１か月契約の人には年休という制度
はないといわれたなど、
「うちには年休という制度がない」と平然と説明する事業場があります。
傾向として労働相談と生活相談が紙一重という事例が多くあります。
最近の事例では、マイナンバーに関する相談もきています。賃金の支払いを受けるにあたり、マ
イナンバーを事業場に伝えることになっていることから、辞める会社にマイナンバーを知らせたく
ないがどうすればいいかというものです。ブラック事業場が、合法的にマイナンバーを入手する仕
組みになっています。相談全体から見えてくることは、未組織労働者が劣悪な条件の中で働かされ
ている実態です。労働組合があれば起きることのない問題が大半を占めている実態です。
【中林】

１５年
１４年
１３年
１２年

新規相談
１０４９
１１０２
１１５５
９０７

継続相談
１８８
２８５
２８３
３１４
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