非正規職撤廃へ！ ２０１８年１・１アピール

郵政非正規ユニオン執行委員長
齋藤裕介

と なってい ます。 正規・非 正規
が 同様の責 任と強 労働を強 いら
れ ながら差 別化さ れている こと
も大きな問題です。
しかし、 私たち 郵政労働 者の
職 場実態は なかな か暴かれ るこ
と はありま ん。完 全な民間 企業
で ある他社 佐川や ヤマトと は違
い 、利権を 隠すた めに政治 の力
で 情報の拡 散が抑 止されて いる
か らです。 ですが 、ついに これ
らの情報を隠蔽してきた自民党・
安 倍政権は 力を失 い、真に 社会

悪 と闘う 存在が求 められ る時 代
へと突入しているのです。
日本全 国に乱立 するブ ラッ ク
企 業との 対決には 現場か ら闘 う

労働組合 こそ必 要である とし て
闘いを展 開して きました 。こ の
数年で日 本のみ ならず世 界全 体
の価値観 は大き く変わっ てい ま
す。どこ の国で も労働者 が安 心
して生き られる 労働環境 をも っ
て国民を 納得さ せる事が 不可 能
となって いるの です。過 労死 を
強要され る殺人 労働・管 理職 の
気まぐれ で下げ られるス キル 制
度・暴力 団まが いの退職 強要 ・
法律違反 承知の 自爆営業 の強 制
など、郵 政職場 は例をあ げれ ば
山とあります。

最大のブラック企業＝郵政

郵政非正規ユニオン

郵 政労働者 の皆さ ん、年 末年
始の繁忙ご苦労様です。
２ ０１１年 のＪＰ ＥＸ統 合破
綻か ら始まる 郵政当 局の解 雇に
対し 、旗を上 げるこ と８年 目と
なり ます。タ ーミナ ルセン ター
東京 多摩局の 闘いは 、団体 交渉
や労 働委員会 への申 し立て へと
発展 し、街頭 でデモ でスト ライ
キで あらゆる 闘いを 継続し てい
ます 。各局へ のユニ オン加 盟の
呼び かけに答 え、多 くの仲 間た
ちが 新宿局・ 荻窪局 ・杉並 局・
渋谷局と続々と決起しています。
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東京多摩局は８名の雇い止め解雇を撤回せよ
月４ 日、郵 政非正 規ユ ニオ ン
と地域の仲間は、齋藤委員長を始
め８名の組合員に対する雇い止め
解雇の撤回を訴える東京多摩局へ
のビラ入れ行動を行いました。
２０１０年、ゆうパックとペリ
カン便の統合が大失敗しました。
郵政当局は、その全責任をゆうパッ
ク課非正規社員に押しつけ、８名
を雇い止め解雇にしたのです。
組合員は「元気に勝つまで闘う」
という労働者魂で、解雇撤回闘争
を闘い抜いています。

ブラッ ク企業 の巨大な 一角 こ
そ巨大郵 政であ り、その すべ て
の元凶は 自民党 ・小泉内 閣の 郵
政民営化 から今 なお続く もの で
す。全国 の郵政 労働者を 郵政 非
正規ユニ オンの 仲間とし て集 め
るべき時です。
私たち ユニオ ンは、郵 政に お
ける当局 管理職 や経営陣 とい っ
た慢心と 闘い、 現場を支 える す
べての正 規・非 正規社員 とが 連
帯して闘 い、誇 りと権利 を奪 還
していく 希望あ る労働組 合の 拡
大を目指して闘っていきます。
現場を回し仕事に誇りを持っ
ているのは俺たちだ。
郵政か ら叩き 出される のは 自
称エリートの幹部なのです。
非正規労働者は団結 し、 年
共に闘おう！
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「無期転換」反対郵政労働者交流集会
東京多摩局へのビラまき行動
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解雇撤回！非正規職撤廃へ
当 初こそ郵 政当局 の報復 解雇
との 全面争議 となり ました が、
いま や解雇を 許さな いとい う現
場が 一体とな って闘 う労働 組合
として確立しています。
私 たちユニ オンは 、正規 ・非
正規 雇用の形 態を問 わず、 勤続
年数 を問わず 、郵政 当局の 退職
勧奨 やスキル ・賃下 げ問題 など
労働 者の権利 を侵害 するあ らゆ
る問題と闘います。
や 佐 川を 巡 っ て 長 時 間
Amazon
労働 や過労死 問題が 社会的 問題

10

た奥野明子組合員を雇い止め解
雇にしたのです。一生懸命に働
いていた奥野さんが、相手に衝
突された交通事故を理由に雇い
止め解雇にされたのです。皆さ
んと共に今年も頑張ります。

私の勤めている渋谷郵便局は
上司のパワーハラスメントの酷
い職場でした。
この問題をメインに会社と団
体交渉を重ねてきました。
結果、パワーハラスメントを
した人間が異動。
局長、部長をは
じめとした責任
者全員が転勤と
なりました。組
合の事実上の勝

連合倒し闘う組合つくろう

安倍政権はさらに、「働き方改革」
と称して「残業 代ゼロ」や 解雇自 由
などの労働法制 改悪法案を 通常国 会
で成立させよう としていま す。し か
し、政府・資本 と一体化し 、労働 者
の権利を売り渡 してきた連 合が、 つ
いに分裂・崩壊しようとしています。
戦争と改憲、労 働法制改悪 の先兵 と
なった連合を打 倒し、職場 に郵政 非
正規ユニオンの 旗を立てよ う！ 職
場に闘う団結を！

利となりました。
これからも職場で労働者の人
権を侵すようなことがあれば組
合の一員として断固戦いぬく決
意です。
そして労働者が安心して働け
る郵便局にします。

荻 窪、 新宿 局 始め 団 交を 継 続 し、
無期転換問題、内務合理化、人
員不足、期間雇用社員の通区、
年休取得、営業駆り立てなどで
局を追及してきました。『一人
でもたたかえば勝てる』が分会
員の確信です。現場での怒りに
依拠し団結を固め、 年の決戦
を非正規職撤廃の闘いとして勝
利しましょう！

杉並分会

が希望すれば無期契約に転換しなけ 期転換を逃れようとしています。
れば ならなくなります。 しかし 、こ
無期転換は総非正規職化だ
のも とで現実に起きてい ること は、
企業 が労働者の無期転換 を避け るた
しかも、無期転換されたとしても、
めの３月大量雇い止め＝解雇です。 労働条件は一生非正規のままです。
ま た、改正法は契約終 了から 再雇 郵政は、 年から無期転換 を実施し
用までの空白が６ヶ月間以上あると、 ています。しかし、何が変わったか
継続 とはみなされません 。トヨ タや といえば 、半年ごとの更新 手続き が
ホン ダなど大手自動車メ ーカー は、 省略され たくらいです。ス キル評 価
こうした「抜け道」を利用して、５ を始め労働条件は有期契約の時とまっ
年未満で雇い止めをくり返す形で無 たく変わっていません。
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安倍政権の戦争と改憲、労働法制改悪を粉砕しよう

３月大量解雇を許すな

年４月から改 正労働契約法が施
行され、有期契約労 働者が同 一企業
で５年間継続して働 いた場合 、本人
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各分会からの年頭アピール

11

郵政非正規
ユ ニオ ン

4

晴海局

10

渋谷局

奥野明子組合員の雇い止め解雇
に つ い て は 申 立 を 棄 却 し ま し た。
ブラック企業・日本郵便・晴
海郵便局は、今だ掲示板に張り
出していません。中労委命令さ
え拒否する日本郵便・晴海局は
許されません。
奥野明子さんは、２０１２年
月 日、通勤災害ー交通事故
に遭ってケガをし、勤務できな
くなりました。
晴海郵便局は
「奥野が在籍
している為、
欠員補充が出
来ない」と労
災申請中に退
職強要を行い、
退職を拒否し
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日本郵便・晴海郵便局による郵
政非正規ユニオン・奥野明子組
合員に対する雇い止め解雇事件
について、中労委命令が 月
日付で出されました。
中労委命令は、 回にわたっ
て団体交渉を認めなかったこと
は不当労働行為として会社側の
不当労働行為を認定しました。
そして、晴海局に新聞紙２ペー
ジ大の白紙に不当労働行為をは
たらいたことを書き、全社員が
見られるところに 日間掲示す
ることを要求しました。
しかし、判定は、団交拒否の
不当労働行為は認めましたが、

晴海局中央労働委員会

２０１８年は、労 働者にと って歴
史的な大転換期です。
安倍政権は、「平 和と民主 主義・
労働者保護」の現憲 法を解体 し、改
憲と戦争、労働法制 の解体を 進めよ
うとしています。

スキル評価制は団結破壊の不当労働行為だ！

当局と一体のＪＰ労組を打倒し、職場に団結を!

