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5.1広島メーデーが大成功
解放感あふれる闘うメーデーがよみがえった！
た中国人研修生への奴隷的労働実態ついて、国際
研修協力機構広島駐在事務所への抗議申し入れ行
動を行いました。
これらの行動をやりきってデモを貫徹し、さら
にデモ解散地の広島市役所前一帯で１０万筆署
名、ビラまきを展開。そして県労連メーデーのデ
モ隊の労働者ともエールを交わし、デモ参加者
は、青年労働者が配るビラをどんどん受け取って
いきました。
最後にメーデー集約集会を開催し、１〜３月決
戦から４月スト情勢まで闘いをけん引してきた労
働者が次々発言。どの発言も動労千葉・総連合の
外注化阻止決戦、新たな反合・運転保安闘争路線
が切り開いてきた地平をわがものにして闘おうと
するものであり、勝利への確信に満ちたものでし
た。
メーデー初参加の広島連帯ユニオン草津病院支
部の若い仲間は「動労千葉を手本に職場でがん
ばっています。金もうけの資本に命をむさぼられる
前に勝利したい」と元気いっぱいに発言。５・１
広島メーデーは、３月決戦、４月ストからさらに
５月スト、６・９さらに８・６ヒロシマへ向かっ
ての総決起をつくりだす行動として大成功をかち
とりました。

５月１日、広島メーデーは、動労千葉・動労総
連合よびかけの新宿メーデーと連帯し、圧倒的な
高揚感をもって闘い抜かれました。３月決戦、４
月 の 自 治 労 ス ト 闘 争 を 闘 い 抜 いて、 闘 う メ ー
デー、怒りのメーデーがついに広島でも復権し
た！
そう言える歴史的なメーデーとなりまし
た。
青年を先頭に労働者ら４５人が午前１１時に広
島市中区八丁堀・京口門公園に集まり、メー
デー・デモに出発。メーデー当日に仕事を休み、
年休をとって結集したことで、あたかもストライ
キに入ったような解放感がみんなに満ちあふれて
います。県庁などのオフィス街を「今日はメー
デー。８時間労働を。食える賃金を。賃下げ・解
雇にストライキで闘おう。改憲・戦争の安倍を倒
そう」と呼びかけながら進みました。昼休み時間
に入って街頭に出てきた労働者はデモ隊に声援を
送り、注視していました。
この日は、昼休みのデモに先立って職場ビラま
き（ＪＲ、県庁、市役所、郵便局、ＮＴＴな
ど）、県労連メーデー参加者へのＪＲ復帰１０万
筆署名の呼びかけを行いました。
さらに広島連帯ユニオンは、江田島カキ養殖加
工「川口水産」での事件で衝撃的に明らかにされ
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2013年の「8.6ヒロシマ大行動」がスタート！
去る4月10日、東区民文化センターで今年の8･6
へ向けた第１回の8･6ヒロシマ大行動実行員会が開
催されました。3･11反原発福島行動の切り開いた地
平を全国・広島で共有した上で、その感動的成功を
8･6ヒロシマにつなげようと、6つの点を確認しま
した。
１）飛躍を求められる8･6
２）フクシマ圧殺と原発再稼働攻撃
３）被爆者･被爆2世・3世の怒りを、もう一度
根底的に解き放とう！
４）8･6ヒロシマ大行動の発展は、闘う労組拠
点建設と一体
５）全原発廃炉は、国際連帯の闘いなくしては
ありえない

６）今年の8･6の”３つの柱”
①フクシマの怒りの決起をともに。
②ヒロシマの闘いのすべてを継承し､発展
させる。
③労働者国際連帯で闘う

尼崎事故弾劾！4.20全国集会に参加
107名が亡くなった尼崎脱線事故から８年になる
４月２５日を前に、「尼崎事故弾劾！外注化・非
正規化粉砕！４・２０全国総決起集会」が動労千
葉と国鉄全国運動関西（準）の呼びかけで開催さ
れました。歴代の元社長は、「経営者には責任は
ない、安全は現場の責任」と事故の責任をとるこ
とを一切拒否しています。儲けるのためなら安全は
どうでも良い、労働者は命を削って働けという、
外注化・非正規職化の行き着く先です。ユニオンの
仲間も、動労西日本とともに尼崎駅北口広場に大
挙結集し、ＪＲ資本を徹底弾劾する闘いに立ち上
がりました。
基調報告に立った動労西日本の山田書記長は、
「外注化・非正規職化と闘う労働運動の登場は、
戦後労働運動の限界を突破する展望を切り開い
た。国鉄闘争全国運動こそがＪＲの青年労働者を

始め外注先の労働者を組織する闘いの先頭に立と
う。４・２６自治労全国ストを貫徹し、６・９国
鉄全国集会へ」と訴えました。また、自治労倉敷
の百本委員長が、４・２６ストに向け組合をあげ
て熱心な討論が行われていることを紹介し、ストラ

4.26チェルノブイリデー中電前行動
チェルノブイリ原発事故から27年目の4月26日、
中国電力本社前でNAZENヒロシマの仲間とともに
座り込みと原爆ドームまでのデモを行いました。
ユニオン結成以来、地域の仲間とともにチェルノブ
イリ原発事故弾劾の中電前行動を行ってきまし
た。今年はちょうど金曜日にあたり、金曜日行動
としても闘いました。
福島原発事故が汚染水処理もままならない状態
で全く収束していないにもかかわらず、中国電力は
島根原発再稼働にむけた準備を進めており、上関
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原発建設も放棄していません。すべての原発を今す
ぐなくし、動労水戸の被曝労働絶対反対のストライ
キに続いて被曝労働反対の闘いを拡大していきま
しょう！当日は自治労統一ストライキの日でもあ

り、早朝から自治体職場へのビラ入れ行動も行いま
した。公務員7.8％賃下げ攻撃は、「解雇自由」
「全員非正規職化」の突破口です。全労働者の団結
した力で跳ね返そう！

国際研修協力機構広島駐在事務所へ外国人研修制度廃止を
求めて申し入れ
本年のメーデーでは、４･２１入管法・外登法と
民族差別を撃つ関西交流集会での確認を受けて、広
島連帯ユニオンで、JITCO（国際研修協力機構＝ジ
ツコ）広島駐在事務所への申し入れを行いました。
外国人研修（技能実習）制度、絶対反対！即時廃
止！の立場での申し入れは、「全国でも初めてだ」
とジツコは言っていました。
２名の応対者（養学所長と入管事務掌管・大塚副
主任相談員）は「このような”非日常の事態”には広
島では対応できない」「ジツコとしての返答をする
（かどうか）は、中央に判断を仰ぐ」「申し入れ
は、制度そのものの是非を問うておられるので個人
的見解は差し控えたい」という対応でした。
組合員からは、「あなたたちは、江田島の中国人
労働者の実態を知っていたはずだ。それで今回の事
件に対して、どう考えるのか。明らかにすべき
だ。」「ジツコの活動そのものが今回の事件を引き
起こしたのだ。即刻、外国人研修制度は止めるべき

だ。」という腹の底からの怒りがぶつけられまし
た。
また、青年部からは、「江田島の中国人労働者の
月給１３万円、そして最後に手にしていた５万円と
いうのは、非正規雇用で働き、組合活動をやり、仕
事を干されている今の私の待遇と全く同じだ。非正
規の青年と外国人を食い物にする資本と一体になっ
ているジツコに対して怒りを覚える。今すぐ外国人
研修制度は廃止すべきだ。全ての非正規職をなくし
ていかなければ。そのためにジツコが業務をやめる
ように要求する。」との声も叩きつけられました。
ジツコ側は「申し入れの件は本部に報告して検討
したい。」と申入書を受取りました。
ろ！」と労働者の誇りを奪い、「使い捨て」の低賃
金労働を強いて、まさに｢奴隷労働｣をさせていたの
です。これこそ「研修・技能実習」制度の実態で
す。
（申入書はブログへ）

１０万人署名を貫徹し ６・９国鉄闘争全国運動大集会へ
５･１メーデーへと闘い抜く中で、国鉄闘争全国
運動の呼びかける解雇撤回・ＪＲ復帰を求める１０
万筆署名をあらゆる闘争の現場で集めよう！と、全
力で署名行動を展開しました。現場や街頭が一変し
て い ま す。 本 当 に 「 革 命 情 勢 」 で す。 連 合 メ ー
デー、全労連メーデーでは、各々１００筆を超える
かつてない署名が集まりました。

部や自治体、医療・福祉などあらゆる産別から青年
労働者が起ちあがりはじめています。本当に“堤防
決壊”の始まりです。
５月８日東京高裁は、国鉄分割民営化で動労千葉
の組合員を採用差別した張本人を証人調べしないま
ま結審しました。１０万筆署名を貫徹し、６・９国
鉄全国運動大集会を大成功させて、勝利判決をもぎ
取ろう！

5・1メーデー当日は、デモ終了後ただちに市役
所前の交差点で街宣を行い、４０筆の署名を集めま
した。本年の広島メーデーは大高揚しました。この
５日間の激闘の結果、広島での国鉄１０万筆署名
は、１６５０筆を超えました。
この署名活動で、街頭署名をするのが初めての青
年労働者の中から、“国鉄闘争のオルガナイザー”が
次々に生まれました。「職場オルグの練習になる」
「職場と街頭で同じ提起で署名が取れた」「真剣に
話を聞いてくれてお互いの職場の話になった」など
の感想が寄せられています。広島連帯ユニオン青年
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ひろしま労働学校

無実の中山さんと共に闘う会

https://sites.google.com/site/roudougakkou/

https://sites.google.com/site/nakatomokai/

第６期ひろしま労働学校が開講

◆中山崇志草津病院支部委員長の
出獄あいさつ

広島労組交流センターの「ひろしま労働学校」
も第６期をむかえます。昨年の第５期は、全８回
の講座をすべて受講した仲間が８名にのぼりまし
た。ユニオンでは青年部を中心に取り組み、ユニ
オン運動の活性化つながっています。第６期で
は、労働学校の運営にも積極的にかかわって行き
たいと考えています。

私は、2010年6月13日の国鉄分割･民営化反対
1047名解雇撤回集会の３日前に逮捕されてか
ら、約３年間、弾圧との闘いを家族・闘う仲間と
共に闘い抜きました。
やっと、第１幕を終えました。このまま弾圧を
受けたままで我々労働者階級活動家は終わること
はできません。弾圧には組織拡大･団結強化で応
えるのが青年活動家の答えだと思います。だから
私は職場生産点を握り職場復帰への第２幕を始め
たいと思います。
支部だけでは、この闘いを続ける事ができませ
ん。引き続き草津病院支部への共闘･支援をよろ
しくお願いします。
新自由主義の社会では、我々青年労働者は生き
ていけません。「誰かが何とかしてくれる」。
「お願いしよう。」など自分の意見を押し殺して
黙っていても何も変わりません。今こそ、青年労
働者一致団結して国家権力・資本家階級に分断さ
れている6000万人の労働者階級の先頭に立ち組
織拡大･団結強化していきましょう。私も最先頭
で闘います。

◀第６期のスケジュール▶
第１回 5月12日（土）13:00〜17:30
テーマ：新自由主義と原発
師：島崎光晴さん

講

（動労千葉労働学校講師）

第２回

6月29日（土）13:00

第３回

8月17日（土）13:00

第４回

9月21日（土）13:00

第５回 11月16日（土）13:00
第６回 12月14日（土）13:00
第７回

2月22日（土）13:00

第８回

3月22日（土）13:00

メーデー集約集会
で登壇する草津病
院支部（5月1日）

会場：幟会館２階 広島市中区八丁堀3-2
受講料：年間6,000円（学生3,000円）
１回毎は1,000円

年会費の更新をお願いします
■年会費
■振替口座

1口＝2,000円（カンパ歓迎）
01330-7-109491
広島連帯ユニオン

スケジュール
5月 12日 （土）13:00

ひろしま労働学校（幟会館／広島労組交流センター）

5月 13日 （月）

動労千葉物販オルグ（17日まで）

5月 18日 （土）

沖縄闘争（20日まで）

5月 23日 （木）18:30

5.23広島狭山集会（いきいきプラザ／広島解放共闘）

5月 31日 （金）15:00

倉澤8.6年休処分人事委員会闘争（県庁東館）

6月 5日 （水）

日韓共同セミナー（7日まで）

６月 8日 （土）13:00

全国協全国代表者会議（東京／全国協）

６月 9日 （日）13:00

国鉄全国運動全国集会（東京・文京シビックホール／国鉄全国運動）

６月 29日 （土）13:00

ひろしま労働学校（幟会館／広島労組交流センター）
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