る対策を早急に行うこと

会社を含めた災害復旧体

の育成・増強、通信建設

スポーツ界

２０１９年

に無かった。保守要員の

はこんな広域支援は滅多

テラン社員からも「以前

の声を真摯に受け止め、

ＮＴＴは利用者、社員

声が上がっています。

設備強化が必要だ」との

２、直営保守拠点の集約

毎の増配備を行うこと。

化、移動電源車のエリア

１、バッテリーの長時間

求書」（要旨）

備等対策強化に関する要

自然災害に対する通信設

【別記】多発・大規模化

常設を速やかに検討する

４、対人サービス窓口の

員確保策を講じること。

災害対応が可能な受付要

人受付縮小方針を改め、

ヤットボット化による対

て深刻です。Ｗｅｂ・チ

３、１１３の状況は極め

は、いずれも「会社の責

東・西日本会社の回答

台風などによる大規模

えを持たせた基地局、災

自然災害に対し強靭な備

前に配備するなどの災害

を行い、故障修理班を事

前に台風などの災害予測

面解決をめざし企業の横

ＮＴＴ持株会社前では、

しました。

この裁判は労働契約法第

訴してから１年半が経過、

８年６月に福岡地裁に提

いました。

どへの支援争議行動も行

ＮＴＴ西日本に要請

大阪争議支援総行動

ＮＴＴ西日本継続雇用裁

条をなきものにしよう

暴を許さず、解雇・差別

判争議支援行動が行われ、

とした企業とのたたかい」

をなくそうなどをスロー

原告３人がそろって参加

ガンに 月５日、全労連・

大阪争議支援行動は

と指摘。「無期転換への

月６日、大阪からすべて

しました。京都から来た

権利獲得まであと一年と

の争議を無くそうと早朝

東京地評争議支援総行動

迫った年に、嘱託社員の

宣伝後、 の企業等へ抗

青木実原告は、裁判が

月７日に大阪高裁で控訴

雇い止めを強行。一年限

が取り組まれ、都内４コー
スに分かれて行動を展開

棄却されたことを報告。

「２０１３年、企業の雇

用継続が義務付けられた

が、ＮＴＴは 歳時に退

職拒否をした社員につい

ては雇わず、法律を守っ

ていない。上告し、最高

裁でたたかいますのでご

支援お願いします」と訴
えました。

ＮＴＴコムウェア本社

前争議支援行動に初めて

参加した無期雇用逃れ裁

判の原告は冒頭「２０１

期転換を阻止し、 歳定

りの限定正社員にして無

た。ＮＴＴ西日本前集会

議・要請行動を行いまし

には 人が参加。「改正

契約社員へと再び有期雇

用を行えと要請しました。

高年法」に則って継続雇

年後は、賃金が半減する

用を強いられている」と

現在の状況を述べ「新し

い労働法制をなきものに

する不正を、社会は断じ

て許さないということを

世論に広げるたたかいを

しています」と訴えまし

た。

日本ＩＢＭ、ＪＡＬな

原発は放射能で環境を汚

て大きなお金が動いた。

西電力の高浜原発を巡っ

林克実行委員長は「関

０００人が参加しました。

員会主催）が開催され１

ひまわり集会」（実行委

原発の再稼働を許さない

対する」の一点で「浜岡

「浜岡原発の再稼働に反

岡市葵区の駿府城公園で、

皆さんが活動を報告しま

脱原発金曜アクションの

しどりマコ＆ケンが行い、

基金奨励賞を受賞したお

和・協同ジャーナリスト

インスピーチを第 回平

こう」と訴えました。メ

へ安全な土地を残してい

点だ」「未来の子供たち

私たちの署名活動の到達

況でないと発言。これは

太知事は再稼働できる状

う発言にたいし、川勝平

染するだけでなくお金で

した。最後に、集会アピー

秋晴れの 月 日、静

地域を汚染する」「経団

ルを採択し、市内をパレー

⇒
非正規で働く方

社員はこちら

⇒

で続きます。（宗和）

けた熾烈な争いが６月ま

オリンピック出場権をか

りました▼来年は、東京

押し寄せ一大ブームとな

をひとめ見ようと観客が、

シブコ（渋野選手の愛称）

優勝した今年５月以降は、

しました▼国内でメジャー

テストに見事合格を果た

りましたが、昨年のプロ

す。惜しくも不合格とな

ルの差を痛感したそうで

新垣比菜選手達とのレベ

一緒に受験した勝みなみ、

テストを受験しました。

２０１７年に初めてプロ

に優勝しました▼彼女は、

会（全英女子オープン）

年ぶりとなるメジャー大

口久子さんについで、

シンデレラ）選手が、樋

野日向子（スマイリング

女子プロゴルフ界で、渋

な出来事といえば、日本

ト進出▼もうひとつ大き

ビーＷ杯決勝トーナメン

ラフト１順目指名、ラグ

メリカプロバスケットド

八村塁のア

手の引退、

イチロー選

主な出来事。

が求められています。

通信産業本部は、これ

削減と集約の表れではな

こと。

制の強化を行うこと。

らの対策が近年の自然災

方針を改め、直営技術者

組んでいます。

害規模に対応できるかを

国民の信頼と期待に応え

本大震災の経験と教訓を

任において適切に対処し

すべての争議の早期全

いのか」「各ビルの電源

11

検討し、対策を求める要

国民の信頼と期待に応える対策を
通信産業本部は近年の自然災害多発に伴い、ＮＴＴは情報通信提供の中核
を担う企業として、これまでの対策で今日の自然災害規模に対応できるか検
討し、対策を求める「多発・大規模化自然災害に対する通信設備等対策強化
に関する要求書」（別記）を東・西日本会社に提出し、回答を求めました。

踏まえて「『つなぎ続け

答を求めました。

る』通信ネットワークの
ている」「人員の配置等

東・西日本会社は東日

昨年７月の西日本豪雨、 な被害をもたらしました。 求書を 月１日提出、回

これまでとこれから」を
については業務上の必要
性等を勘案し対処してい

２０１６年に公表し取り

災害に対し、通信産業本

対策を行うことを述べ、

の大切な責務です。人減

連会長の『浜岡原発を早

ドしました。

42

９月の北海道胆振東部地
震。今年の台風 号、
号、日本列島各地で豪雨
や地震などの自然災害が
発生し、その都度、ＮＴ
Ｔの情報通信設備に甚大

すが、これも当初計画に

害時にはアンテナの角度

前向きな姿勢を示してい

２０００局にする。社用

らしやコスト削減による

13

る」と具体的な中身のな
いものでした。
ＮＴＴは利用者、社員の

声を真摯に受け止めよ
台風 号が発生した９

織り込み済みで、計画は

を遠隔操作で変更が可能）

求めていますが、今回の

車を１００％ＥＶにし基

労働強化や利用者サービ

90

60

く再稼働させたい』とい

12

ＮＴＴ西日本会社へ要請（12月6日 大阪）

月９日以降、１１３番故
障受付の応答率が大きく
落ち込むなか、利用者だ
けでなくＮＴＴ部内から
も「１１３番へ電話して
も繋がらない」「１１３
以外に相談、受付をする
窓口はないのか」の声が

ＮＴＴの第２四半期決

部としても「災害対策強

を全国で３００局増やし

自社株取得も政府株の

持株社長会見でも停電対

地局の停電対策に利用す

月５日・東京）

持株会 社前で抗議するＮＴＴ 西日本継続

算報告が出されました。

順調に推移しており、利

化にむけた要求書」を提

雇用裁判原告の皆さん（

相変わらず好調な業績を

出し対応の強化と改善を

放出を受け、当初予定を

策として、今年度中にド

ス低下は絶対に許されま

公共性を担う企業として

設備の迅速な災害復旧は、

承と人員の確保で、通信

が必要です。技術力の継

災害復旧にはマンパワー

ます。

益計画の見直しは行わな

最高を更新し、計画より
上回っていることから、
６００億円の上方修正を
行うとしています。営業
利益は減益となっていま

大きく上回る５０１１億

る。約４００台の移動電

毎年過去最高となる利益は
利用者サービスの向上に

いとしています。

保守要員の削減・拠点集約をやめ 人材の確保・育成を

示す決算報告であり、営

多発・大規模自然災害に対する要求書を提出
業収益は３期連続で過去

多く出ています。またベ

ＮＴＴは高年齢者雇用安定法を守れ
労働契約法１８条を守り無期転換を行え
１２・５争議支援総行動
コモの中ゾーン基地局

18

11

円の自社株取得を実施す

再稼働反対を市民にアピールする参加者・ 月 日

17

（NTT東日本ホームページ（9月22日）より作成）

せん。

２０２０働くみんなの要求アンケートにご協力を
・パソコンはhttp：//tcwu.org 黄色のバナーから
・スマホはＱＲコードからお願いします。

11

50

浜岡原発の再稼働を許さない
11･17ひまわり集会 in 静岡

19

源車を一元管理する。事

17

12

15

（基盤を強化し、多様な

11

電柱やケーブル等の被災状況
るという好調ぶりです。

12

強行採決に国会前で抗議

東京都世田谷区松原3-41-15
ＮＴＴ松沢別館２Ｆ
TEL(03)5355-7931 FAX(03)5355-7930
電子メール koetcwu@gmail.com
ホームページ http://www.tcwu.org/

ﾒｰﾙ:koetcwu@gmail.com
電話:03-5355-7932

22

１部１００円（郵送は別途送料）。組合員の購読料は組合
費に含まれています。 [送金先]郵便振替00150-0-195226

ＪＭＩＴＵ通信産業本部
発行所

俊一
宇佐美
発行責任者

２０１９年１２月１０日

15

12月４日、日米貿易協定承認案や公立教職員給与等
特別措置法改定案が十分な国会審議もないまま参院本
会議で自民、公明などの賛成で可決、成立しました。
参院議員会館前には各団体や市民200人が集まり「日
本の農業守れ」「教員の変形労働時間制導入やめろ」
「強引な採決は許さない」と怒りの声をあげました。

４６３

２０１９年１２月１０日（毎月１０日発行）
❶

〒156-0043

