[1]

東北大学職組新聞コア

２０２０年４月１日

第２７２号

第270号・2020年4月1日

◆大学は

発行・東北大学職員組合書記局

教職員の雇用を守り

〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目１-１
内線 片平（91）5029
022-227-8888(TEL)
022-227-0671(FAX)
編集・コア編集委員会

労働条件を改善せよ
◆国は
国民の命と暮らしを守れ

歓迎のメッセージ
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東北大学職員組合執行委員長

片山知史

今春に新しく東北
大学の教職員として
着任された皆さんに
心より歓迎のメッセー
ジを述べさせていた
だきます。
東北大学には教職
員で作る職員組合が
あります。私たちの
身分を守り、待遇を
改善するために、日々
活動しています。
では、なぜ私たち
が組合を組織してい
るのでしょうか。
まず、私たちの働
き方や待遇は、大学
が一方的に決めるの
ではなく、教職員の
意見を聞く必要があ
ります。特に不利益
な変更については、
職員組合との協議を
経なければなりませ
ん。組合は職場のルー
ルを決め、職場を良
くする重要な組織な
のです。
一方、私たち労働
者は、雇われの身で
あり弱い立場です。
仲間とスクラムを組
んで自分たち自身を
守らなくてはなりま
せん。
皆さんご存知のよ
うに、東北大学では
一昨年に非正規職員
の大量雇止めが行わ
れました。私たちは、
希望者全員が無期転
換できるように学内
外で取り組んでいま
す。

ぜひ皆さ
ん、職場の
仲間とスク
ラムを組ん
で、安心し
て楽しく働
くことがで
きるよう共
にがんばり
ましょう。

教職員共済の紹介
●厚生労働省の認可を受けた生活協同組合
（生協）です。
●教職員を組合員とする、教職員と家族の
生活を守るための生協です。
（ＨＰより抜粋）
【種類】
＊総合共済
＊火災共済・自然災害共済
＊自動車共済 ＊車両共済
＊年金共済
＊団体生命共済・医療共済 ＊新終身共済
＊交通災害共済 などなど

東北労金を
ご利用ください
ＡＴＭが

便利でお得です
ろうきんのカードなら、セブン銀行・コンビニ
エンスストアのＡＴＭなどで、いつでも必要な時
にお引出しが可能です。
しかも、ＡＴＭお引出し手数料を即時全額キャッ
シュバック！！ なにかと忙しい社会人にピッタリで
す。
（労金のチラシより抜

全大教合同地区別単組代表者会議

黒瀬一弘さん

京大職組の取り組み
（労金のポケットティッ
シュと一緒に加入申込
書を配る）が紹介され
ました。
他大学・他単組の現
状を知ることは、本学・
本組合の相対的な状況・
位置を理解することで

女性部定期大会

す。全大教の財政悪化
が報告されましたが、
こうした機会を持続さ
せるために本組合がで
きることは、やはり組
織拡大だと思います。
これからますます組織
拡大に取り組んでいか
なければなりません。

お しゃ べり の 中か ら要 求が

中川 佳 子 さん

拶 のあ と 、 議 事
に入りました。
今年 度 か ら 役
員 を決 め ず に 、
本 部執 行 委 員 会
の 女性 役 員 を 中
心 に活 動 を し て
き たこ と が 報 告
されました。
主な 活 動 の 一
つ はハ ラ ス メ ン
ト を許 さ な い 運
動です。東北大学はど
んなハラスメントも許
さないことを学内外に
宣言しています。絵に

病 院支 部

３月 日、片平書記
局で行われた大会に８
名が参加しました。片
山知史執行委員長の挨
12

仲間を増やして

24

副委員長
業料免除について説明
があり、各単組の状況
に関して情報交換を行
いました。運営費交付
金の削減の影響で、教
職員が減少し教育・研
究体制が弱体化してい
る各大学の様子が報告
されました。
第２セッションでは、
「働き方改革」に対す
る全大教の考え方、教
員の業績評価・年俸制、
無期転換への取り組み
についての紹介があり、
各単組の状況について

情報交換を行いました。
教員の勤務時間の記
録、年俸制、アカハラ・
パワハラなどについて
の議論もなされました
が、休日労働の振替を
同一週に行わなければ
ならないことが多くの
単組で問題になってい
ました。
第３セッションでは、
全大教の財政状況の説
明及びその改善策（年
１回の合同地区別単組
代表者会議、１泊２日
での全国教研集会を２
年に１度、旅費支給の
見直しなど）の提案が
なされました。改善策
へのコメント、各単組
の組織拡大への取り組
みなどについての議論
が活発になされました。
どの単組も組織拡大
には苦労している様子
が報告された一方で、

昨年仲間に加わってくれた方も参加
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去る２月 日～ 日
に北大において行われ
た全大教合同地区別単
組代表者会議に出席し
てきました。
東北大のほか、北大、
北大水産、北教大（札
幌、函館、釧路）、室
蘭工大、北見工大、弘
前大、岩手大、山形大、
秋田大、福島大、旭川
高専、苫小牧高専から
役員等も含め延べ 名
が参加しました。
会議は３つのセッショ
ンからなり、第１セッ
ションは「大学・高等
教育課題」、第２セッ
ションは「労働条件課
題」、第３セッション
は「組織拡大・強化の
課題」でした。
第１セッションでは、
２０２０年度の運営費
交付金の配分、学生へ
の修学支援新制度・授
15
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描いた餅にしないよう
チラシを作成し学内に
広報しました。
その他、宮城県で初
めて行われたはたらく
女性の中央集会に実行
委員として参加し、成
功のために取り組んで
きました。その他の連
帯活動として、日本母
親大会、宮城県母親大
会、国際女性デー集会、
県労連女性部大会、国
公女性協総会などへ参
加してきました。多岐
にわたる女性部活動の
資金作りのため、リン
ゴジュースや手延べそ
うめんなど物資販売に
力を入れました。
男女差別がなかなか
解消されない社会にお
いて、おしゃべりの中
から要求が見え、それ
を実現する活動へとつ
ながるとの経験を活か
すべく、たくさんの手
作り食材を、おなかいっ
ぱい食べながら、まず
は、自分たちが元気に
なることから始めよう
と盛り上がった大会で
した。
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１万人の組合員を集め
て座り込みをやったと
ころ、石原知事は「都
民の往来を妨害したた
めに地方公務員法違反
である」といって、私
は「訓告処分」を受け
てしまった。しかし、
当時の茂木都立大総長
が石原知事の処分を握
り潰したために私は無
傷である。都立大学時
代にも科学技術振興機
構（ＪＳＴ）のＣＲＥ
ＳＴと文科省科研費
「学術創成研究」を同
時に行っていて研究も
多忙であった。
東北大学でも、２回
組合委員長を行った。
この中でもＣＲＥＳＴ
と科研費基盤Ｓを２回
も行った。
「東北大学憲法９条
を守る会」設立集会で
は、ノーベル物理学賞
受賞者の益川敏英先生

を迎えて特別講演をお
願いした。益川先生は
京都大学時代に午前中
は組合の専従みたいな
仕事をして、午後に研
究に集中したそうであ
る。私が強調したいの
は、組合活動を一生懸
命にできないものは、
世界トップの研究は絶
対にできないというこ
とである！！

職員の要求を粘り強く

退職者からの
メッセージ
私は九州大学、名古
屋大学、東京都立大学、
東北大学などを転々と
し、いずれの大学でも
組合委員長を務めた。
当然、研究でも世界トッ
プレベルであると思っ
ている。
名古屋大学では組合
の理論的主柱である
「大学問題専門委員会」
に 年近く関わって、
組合活動に大変忙しい
毎日を送っていた。同
時に研究面では科学技
術振興機構（ＪＳＴ）
の「さきがけ研究 」
に採択され研究でも忙
しかった。
東京都立大学に移る
と、私が都立４大学組
合委員長の時に当時の
石原慎太郎知事が突然、
都立大学をつぶすと宣
言したために、全面闘
争を行った。賃金確定
闘争の時に、都庁前に

博実さん
飛田
理学部支部

山下正廣さん
理学部支部
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組合活動と研究活動の密接な相関！！

私は 年前に母校で
ある東北大学理学部化
学科に助手として赴任
し、間もなく職員組合
に加入しました。
そのころ、本や雑誌、
経験者の体験談などか
ら、労働者の権利は団
結して自分で勝ち取る
ものだ、そのために組
合に入るのは当然、と
考えていたからです。
代、 代の頃は研
究が忙しくなかなか活
動に参加できませんで
したが、仕事が軌道に
乗ってからは、支部執
行委員長（３回）や本
部執行委員長も経験し、
多くの方々に支えられ
て何とかやり遂げまし
た。
職員組合の良いとこ
ろは、誠実で熱意ある
人たちと仲間になり、
腹を割った議論を戦わ
せたり、 同じ目 的の
ために協 力して 働く
喜びが得 られる こと
だと思い ます。 新春
交流会や ビール 祭り
などで色 々な人 と交
流するの も楽し いで
30
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すね。
執行委員は、職員の
意見を集め、しっかり
準備をして団体交渉に
臨みます。大学側は、
最近ではとても学問の
府とは思えないほど不
誠実な対応をしてくる
ので、実りある議論は
なかなかできません。
しかし、大切なのは
職員の切実な状況や要
求を粘り強く大学に訴
え続け、また社会に分
かりやすく発信し続け
ることだと思います。
継続は力であり、大学
という大きな岩も、多
くの人の支持や共感が
得られれば必ず動かせ
ると信じます。
私は、この記事が載
る頃には年金生活者と
なっており、好きな読
書やリコーダー演奏、
水泳などを楽しんでい
るはずです。
組合活動に
はこれからも
協力して行き
ますのでよろ
しくお願いし
ます。

遅澤

壮一さん

層も近い将来、活動し
ない保証はない。
国が地質コンサルタ
ント会社に委託した、
辺野古沖の音波探査と
ボーリング掘削の資料
が公開されている。地
質専門でないと理解・
対応は難しいが、その
資料によれば、辺野古
断層によって岩盤は北
東側が落ち込んでいる。
断層崖は厚さ ｍの海
で堆積した堆積物が、
この落ち込んだ岩盤を
覆っている。また、楔
形の堆積物には、正断
層運動と埋積が交互に
繰り返し起こったこと
を示す、下方に凹な、
特徴的な反射面が見ら
れる。この堆積物の堆
積年代を最終氷期２万
年とそれ以降と仮定す
れば、辺野古断層の平
均変位速度は４． ｍ
ｍ／１年となり、辺野
古断層は最も危険なＡ
級活断層となる。未固
結堆積物からボーリン
グによって乱されない
試料や試料自体を得る
ことは一般に難しいが、

また筆者は元資料を参
照していないが、この
断層崖を埋める堆積物
がマヨネーズ並みの軟
弱地盤とされている。
この軟弱地盤は水深１
００ｍの深い位置にあ
るらしいが、敢えて深
所までを埋め立てて、
飛行場を作る理由は不
明である。
嘉手納基地は内陸に
ある。辺野古弾薬庫は
辺野古基地でも高台に
あった。海面近くに作
られる新辺野古海上滑
走路には、地震被害以
外に、関西空港で記憶
に新しい高潮や、海溝
型地震の巨大津波の危
険もある。新基地の立
地選択は最悪に近い。

今後の日程

月 日（月）
雇い止め無効を
求める裁判
月 日（火）
非正規職員
相談カフェ
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今号の発行の準備を
始めた頃、新型コロナ
ウィルスについて深刻
な事態となりつつあっ
たが、発行時にはなん
とか終息に向かってい
るのではないかという
根拠のない期待を持っ
てしまっていた。しか
し現在、先の見通しが
たたないさらに深刻な
事態に陥っている。
感染拡大を早期にス
トップさせ、その後、
国民が安心して暮らし
ていける社会を一日で
も早く実現していきた
いものである。
（編 Ｍ）

編集後記

4

辺野古活断層について
理 学部 支部
多数の正断層が認めら
れる。辺野古断層はそ
のような正断層の１つ
で、辺野古断層は断層
谷である辺野古川沿い、
さらにこの延長の辺野
古基地の北東海域を、
北西 南東向きで、通
過する。グーグルマッ
プの航空写真では、こ
の向きの水深の深い海
域の南西縁に当たる。
正断層の活動の始まり

は１５０万年前で、古
期の段丘は断層で切ら
れるが、同時に断層崖
に向かって傾斜する特
性があり、空中写真で
も判読でき、現地調査
と併せて断層位置を厳
密に特定できる。断層
崖の窪みを新期の１５
０万年前海の堆積物が
埋める。このとき、海
が侵入して、沖縄本島
は島嶼化した。琉球石
灰岩からなる新
期段丘も、引き
続く正断層活動
により切られ、
また断層崖に向
かって傾いてい
る。東村の魚断
層は、現河川を
横ずれさせてい
て、現在も引き
続き活動的であ
り、成因が同じ
である辺野古断
辺野古岬先端にあった沖縄本島唯一
の砂丘砂の露頭。 テッポウユリや
遺跡ともに永久に失われた。

ひき
だし

ちょうど海洋博開催
時であった筆者の卒論
は沖縄本島北部であっ
た。指導教官の中川久
夫先生は、（ハブがい
ても）行けるところは
すべて調査せよ、現地
でかわいがってもらえ
るように、と指示され
た。近年の工事に伴っ
て露頭は破壊されたが、
筆者は辺野古基地内も
調査していて、筆者命
名による辺野古
断層（名護市）
は危険な断層で
あることを指摘
したい。楚久断
層も筆者による。
沖縄本島には、
現在進行形の、
沖縄トラフの背
弧盆拡大と、フィ
リッピン海プレー
ト沈み込みの相
互作用により、
|
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