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定期大会（8月1日）

2019期総括（労働争議、目的限定職員の継続雇用
時間雇用職員の手当・休日給等の取り組み）と
2020期方針（組織拡大）の議論を

２０１９年度の活動
は、新型コロナウィル
ス感染拡大への東北大
学全体および組合自体
の対策のため、２０２
０年３月以降の活動が
制限されました。特に
学内外の宣伝行動や、
新年度の採用職員への
勧誘活動ができません
でした。
しかし、当局に対し
て目的限定職員の継続
雇用、休日給・超過勤
務手当（深夜勤務分）
の支給、コロナ対応の
大学病院看護師の手当
支給等を要求している
他、引き続き無期転換
問題について、県労働
委員会・中央労働委員
会、仙台地方裁判所で
の労働争議に取り組み
ました。
労働争議においては、
歴史的な勝利を得るこ
とができました。
県労働委員会は東北
大学当局に対して、具
体的な資料を示すなど
して誠実に対応するこ
とを命じる命令書を送

達しました
（２０１９
年 月 日
付）。雇い
止めに係る
当局の対応
が不誠実で
あり、「不
当労働行為」
と認定され
たのです。
しかし、
命令書が届
いた数日後
に、東北大
学は中央労働委員会に
「再審査申立」、すな
わち不服申立を行いま
した。大学当局は、県
の公的な判断を真摯に
受け止めない姿勢自体
が問われますが、大学
が主体的に判断せず、
東京の石嵜・山中総合
法律事務所の言いなり
になっているという、
大量雇い止め問題の根
本構造が全く変わって
いないことが大きな問
題であるといえます。
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一方、組合組織につ
いては、組織率減少が
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継続しています。一部
の支部では、多くの加
入を得て、全体の減少
幅を最小限に抑えてい
るところですが、正職
員の加入が少なく、単
年度収支が赤字となっ
ています。
現在、支部や個人か
らの借入によって予算
を維持している状態で
す。本大会では、今後
の専従書記の雇用形態
変更の検討を提起しま
す。専従書記の待遇を
切り下げることなく組
織を維持することを基
本としながら、組合・

書記局の運営方法の見
直しを検討していく必
要があります。加えて、
組合員拡大と収入確保
が、私達の大きな目標
となります（皆様から
のカンパを引き続きお
願いします）。

議案書を事前に送付
しますので、支部にお
ける検討と、大会にお
ける積極的なご議論を
よろしくお願いいたし
ます。
執行委員長

片山知史

は、約 が申請したよ
うです。１名に２万円、
３万円、５万円が交付
されるのですが、ほと
んどが３万円になりま
した（家計急変の場合
は別）。
東北大学全体の在学
生は約１８０００名で
すので、その に３万
円ずつ支給すると１．
３５億円ですね。バイ
トで生計を立てている
学生はいるとは思いま
すが、大学はもともと
バイト前提の学生生活
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を維持する考えなんて
なかったハズ。宣伝費
１．５億円といったと
ころでしょうか。（な
おその後、在学生によ
る新入生への「学生ピ
アサポート制度」で約
１億円を充てています）。
学生からの相談の中
には、親御さんの家計
が厳しくなったという
事例がありました。そ
のような学生には、や
はり授業料免除・減免
が基本だと考えます。
３月末で締め切られた
申請を延長して拡充す
ることを提案したので
すが、大学枠があって・・
とのこと。
全国の学生による
「学費減額・返還を求
める署名」が広がって
いますが、各大学は後
ろ向きです。２０２０
年度第２次補正予算で、
授業料を減免した大学
に助成金を支給するこ
とになりました。
さてどのように運用
されるのでしょう。
片山知史さん
（農学部支部）
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帰国できたとやや安堵
しました（卒業修了祝
賀会は中止でしたが）。
しかし、以後の海外調
査再開時期は見当もつ
きません。
３月末〜４ 月初旬、 所
属学科では３年次学生
を対象とした１週間集
中の野外実習が行われ
ますが、ガイダンスと
初日を終えたところで、
残りは無期延期となり、
その後、授業開始が遅
れたことは他と同様で
す。
この時期の特筆すべ
き影響として、とくに
卒修論を控えた指導学
生が、県内外を問わず
野外調査を行えない事
態になったことは、深
刻でした。６月１日か
ら県内、６月 日から
県外への移動が緩和さ
れ、学生たちも（私も
含め）少しずつフィー
ルドに出られるように
なりましたが、本格化
できる時期、あるいは
そうできるかどうかも
含め、先の見通せない
状況です。

４月以降、野外実習
などの対面授業は延期
されてきましたが、現
在７月中旬を目処に再
開しようとされていま
す。盆前までずれ込む
講義等のリモート授業
と並行し、いくつかの
科目に及ぶ対面授業の
実施は、変則的になら
ざるを得ず、土日や夏
休み中、場合によって
は 月以降の実施を考
える必要がありそうで
す。また
月以降、
（再流行が著しくなけ
れば）宿泊を伴う授業
が開始されますが、今
回だけは学生教員いず
れも相部屋を避け個室
泊とすべしとも噂され、
学生数が多い場合、よ
り大変だと感じている
ところです。
大月 義徳さん
（理学部支部）
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理学部
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新型コロナウィルス
が、私の所属する理学
研究科にどのような影
響を及ぼしたか、なか
なか全体を見通すこと
はできませんが、身の
回りに生じたことを中
心に記してみます。
年度明け前、ＵＡＥ・
ケニアの出張から３月
日に帰国しましたが、
京都大では３月初旬か
ら、海外出張帰国者は
全員２週間自宅待機と
耳（？）にしており、
同様であれば卒業修了
生に顔を合わすことは
できないだろうと現地
滞在中から案じていま
した。幸い（？）東北
大ではようやく３月
日頃からそのような措
置となり、とくに自宅
待機対象となることな
く、結果的には際どく
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農学部
４月 日に、「東北
大、４億円規模の学生
支援」が報じられまし
た。緊急給付型奨学金
です。既存の奨学金も
加えているようなので、
新規は１．５億円程度
だと思われます。
農学部の学生・院生
24
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新型コロナウィルスと各職場の状況

19

19

病院

新型コロナウィルス
の流行により、東北大
学病院も体制の変更を
余儀なくされた。
大きな変化は開門時
刻と受付方法の変更で
ある。これまで 時間
オ ープ ンで あっ たが 、
時半から翌８時まで
は閉門することとなっ
た。また、職員と外来
患者の通用口を区別し
交差しないようにした。
患者は当初混乱し、
「外で病人を待たせる
な」とか「採血が遅く
なる」などと不満が噴
出した。採血室にダッ
シュする者もいて事務
職員が早出でシフトを
組み対応に当たった。
有熱者への対応や帰
国者・接触者外来の案
内表示など事務方も対

応に追われた。
当院はエボラ出血熱
などの第一種感染症病
床は有するが感染症指
定医 療機 関で はな い 。
よって外来でコロナ疑
いの患者の診察を行う
ことはないが周知され
ているとは言えない。
日 本語 の不 自由 な 外
国人が「テスト テス
ト 」と言って駆け込
んできた。また「コロ
ナ患者も来ているだろ
う 」とかまをかけて
くる人もいた。マスク
の品不足が問題になっ
てからは「マスク１枚
くれよ」などという人
も現れた。
診療制限や電話診療
など短期間のうちに種々
の取り組みがなされ、
患者も職員も混乱した。
!
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私たち職員も精神的
な負担と業務上の負担
が増加した。感染の危
険が ある にも 関わ らず
受診しなければならな
い患者の不安を受け止
めつつ自分の感染リス
クに対する不安とも闘
わなければならず、現
場と事務方との危機感
の共有の難しさも実感
した。
擦式アルコールの使
用量も急 激に増加 し
分に１本の交換や、周
辺環境の消毒清掃など、
業務が増大した。
新型コロナの指定医
療機関として重症患者
を受け入れたが、看護
師の人員配置など困難
もあったと聞く。幸い
なことに宮城県は首都
圏のようなクラスター
の発生もなく報道で見
聞きするような混乱は
なかった。
しかし今後移動が活
発化すると、いつだれ
が感 染し ても お かし く
ない状況が続く。患者
の安全確保はもちろん
のこと、職員の安全と
10

安心のために情報収集
し発信もしていく必要
がある。

千葉まさ子さん
↓（病院支部）

らない）物で埋め尽く
されており捨てるのに
丸３日かかりました。
また１人暮らしだった
義姉の部屋は食料品や
日用品のストックで溢
れておりました（しか
も掃除嫌いだったので
汚部屋でした）。そし
て我が家では、着なく
なった服や読まなくなっ
た本を片付けていて、
勢い余った夫に私の夏
のサンダルを全
部捨てられてし
まいました。気
付いた時にはも
うゴミに出した
あと（泣）。特
に娘たちから去
年、母の日にと

自粛期間の
過ごし方
このコロナ禍でみな
さんいかがお過ごしで
したでしょうか？
我が家はこの機会に
断捨離をしました。夫
婦ともに気力体力があ
るうちにと５月の連休
に断捨離を決行しまし
た。
どこでもそうかもし
れませんが、収納でき
るスペースがあるとつ
い物を溜め込みがちに
なります。
なんでも取っ
ておく父の
せいで実家
の押し入れ
や物置、果
ては縁の下
までが（い

プレゼントされたもの
も含まれていたので、
もうショックでショッ
クで３日間食事も共に
しない完全家庭内別居
をしてしまいました
（笑）。もう二度とア
イツとは断捨離しない！
（ちなみに後日弁償と
してお金をくれたので、
ちょっといいサンダル
が買えましたけど・・）
みなさんも断捨離の
時は相手の大事な物は
捨てないようにお気を
つけくださいませ。
（Ｙ・Ｇ）
実 家
の あ る
会 津 地
方 は 感
染 者 が
一 人 も
いない。家族から「帰っ
てくるな」と言われて
数ヶ月帰省せず。畑の
雑草を想像すると恐ろ
しかったが仕方ない。
県をまたいでの移動が
解除になった後に帰省
し、目にした風景は・・・！
（Ｍ・Ｔ）
（写真はイメージです）

お薦め
映 画
派遣労働者の闘いを描いた
映画
を
たくさんの人に観てほしい

「時の行路」

時の行路（ときの
こうろ）レヴュー
まだ仙台では上映さ
れていませんが、今年
春に「時の行路（神山
征二郎監督）」を東京
で観てきましたので紹
介します。
リーマン・ショック
の２００８年末、大手
自動車メーカーで派遣
工と して 仕 事に 励む 主
人公が派遣切りされる
ところから始まります。
理不尽な派遣切りに立
ち向かう姿と、家族や
仲間たちとの日々を通
して描いた実話に基づ
く物語です。
経営者からしてみた
ら雇用の調節弁であり、
安くて切りやすい非正
規雇用職員のあまりに
不安定な待遇を訴えて
います。
もう一
つの主題
は、組合
運動に取
り組む上
での悩み

です。労働争議に立ち
上がり、のめり込んで
いく単身赴任の主人公
に対して、その家族が
「もう止めて」と訴え
る場面がありました。
多くの組合運動に携わ
る方々は、実は同じよ
うなことを体験してい
るのではないでしょう
か。
自らが争議に加わっ
たりしなくても、うま
く取り繕えば、気楽に
過ごせるでしょう。個
人の正義感だけなら、
他の方々を巻き込んで
活動しない方がいいか
もしれません。それで
も・・・自分たちに投
影させながら、組合運
動の意義を考えさせら
れます。
涙なしには観ること
のできない感動の映画
です。
ちなみに主演は石黒
賢と中山忍。私たち世
代は、キュンとなりま
すね。
片山 知史さん
農学部支部

読者の声
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以前、編集委員のちょっ
とそこまでの取材で南
三陸の農漁家レストラ
ン「慶明丸」を訪れた
ことがあります。
震災後、夫の形見で
看板として使っていた
「慶」の文字の浮き球
が遠くアラスカに流れ
着き、手元に戻ってき
たエピソードの記事を
載せたことがあります。
その女将さんの三浦
さき子さんが昨年 月
急逝していたことがわ
かりました。
語り部としても精力
的に活動していた方で
す。再び訪れて新鮮な
メカブのしゃぶしゃぶ
をもう一度いただきコ
ロナ渦の元気な様子を
取材したかったなと残
念です。
ご冥福をお祈りいた
します。
（Ｙ・Ｎさん）

今後の日程

９ ／５
県労連定期大会
／
全大教定期大会
国公共闘定期大会

コロナ感染拡大防止
で三密を避けるため、
母親大会などの集会・
講演などがほとんどな
くなり、会議もオンラ
インとなりました。そ
のため通常の報告記事
を載せることができず、
今号はコロナ関連尽く
しの紙面となりました。
活動スタイルの変容
を余儀なくされました
が組合活動は団結が重
要です。今後は有効に
ＳＮＳを活用して、未
組合員にも組合の活動
が見え、充実した活動
が行えるよう駆使して
いきましょう。（編）

編集後記
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あらすじ・ＨＰより
青森の八戸でリスト
ラにあった五味洋介は
妻の夏美と子どもたち
を実家に残して静岡の
大手自動車メーカーの
工場の旋盤工として働
きながら、仕送りを続
けていた。洋介は派遣
社員であったがベテラ
ン技能者として職場で
も信頼され、充実した
日々を送る合間に家族
を三島に呼び、ともに
暮らせる将来を夢見て
頑張っていた。
しかし、ある日突然、
リーマンショックに端
を発した非正規労働者
の「大量首切り」によ
り職場を追い出されて
しまう。洋介は理不尽
な仕打ちに抗し、仲間
と一緒に労働組合に入っ
て立ち上がった。だが、
洋介や妻たち、支援の
人々の願いは届かず、
会社と裁判所は冷酷だっ
た。
そんな折、闘病中の
夏美が倒れたという知
らせを受け、洋介は郷
里へ向かう・・・・。
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