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電算労
電算機関連労働組合協議会
〒110-0003
東京都台東区根岸3-25-6
タブレット根岸2階
ＴＥＬ 03(5603)4570
ＦＡＸ 03(5603)7265

●コンピュータ労働者に
ふさわしい賃金で、残
業を無くし、健康で文
化的な生活を。

URL http://www.union-net.or.jp

●働く者が幸せになる平
和なコンピュータ社会
を。

「スロー イズ ビューティフル」
失われつつあるものを大切に！

電 算機 関連 労働 組合 協議 会 議 長 小 林寛 志

境」で す。二十 世紀を 特徴 づける

もう一 つは「再 生不可 能な 資源の

消耗と 枯渇とい う問題 」と いわれ

ています。

人間が生み出した産業システムは、

百万年 という時 間をか けて 貯えら

ブル であった と言わ れ、 そのバ ブ

に米 国では「 ＩＴ革 命」 は実は バ

とい う性質を 持って いま す。実 際

サイクルが、化石燃料の燃焼によっ

地球に 本来備わ ってい る炭 素循環

例えば 地球温暖 化とい う問 題は、

してしまっています。

れた分 の化石燃 料を一 年間 で燃や

皆さんが この「 こんぴ ゅう た」

ルの 崩壊がそ のまま 日本 の大不 況

て出る膨大な量の二酸化炭素によっ

組合員の 皆さん 、新年 、明 けま

を 手にする 頃には すっか り正 月気

につながってしまいました。

な い状態で 顧客の わがま まか ら仕

予 算枠が決 められ 納期も まま なら

す。

忙 殺されて いる人 もたく さん いま

界 は薄利で 多忙の プロジ ェク トに

ま す。この ような 中で私 たち の業

と 僅かとい う最悪 の状況 にき てい

率 も五％を 軽々超 えて六 ％ま であ

巷 では不況 の嵐が 吹きす さび 失業

生 活に戻っ ている ことで しょ う。

的に 「戦争の できる 国」 を目指 し

載一 遇のチャ ンスと ばか りに積 極

いま した。日 本の政 府も これを 千

しい 戦争」の 時代に 突入 してし ま

米国 の一部指 導者層 によ り、「 新

巨大 な軍需産 業に支 えら れてい る

ロに 対する報 復を錦 の御 旗にし た

われ ていまし た。残 念な がら、 テ

と平 和」の世 界にな るだ ろうと い

われ 、来るべ き二十 一世 紀は「 愛

二 十世紀は 「戦争 の世 紀」と 言

ばやが て私たち 人間も 絶滅 危惧種

今のま まの「速 さ」で 全て が進め

さんあ ることに 気づく はず です。

えてみ れば同じ ような こと がたく

この「 地球」を 「人間 」に 置き換

になります。

なペー スを上回 ってし まっ たこと

地球のゆったりとした、「スロー」

すぎる スピード が同化 吸収 を行う

い換え れば、二 酸化炭 素排 出の速

て乱さ れたこと を意味 しま す。言

しておめでとうございます。

分 も去り、 知らず 知らず いつ もの

様 変更が頻 発し力 関係か ら誰 も止

そのよ うになら ないた めに も、そ

として リストア ップさ れる 日もそ

と ころで、 経済の 不況 も政治 の

ろそろ 「より速 く」か ら「 より遅

た危 険な法律 を昨年 末に は成立 さ

右傾 化も時代 と共に そし て時の 指

く」ス ローな生 き方に 視点 を変え

め られない 、さら には一 括請 負し

導者 が替わる ことに より 回復や 揺

て行く 時にきて いるか も知 れませ

う遠くはありません。

さて平成 不況が 継続す る中 で、

れ戻 しがある ことは 過去 の歴史 が

ん。今 年は「 スロー イズビ ュー

せてしまいました。

一 昨年は「 ＩＴ革 命」が 、昨 年は

物語 っていま す。し かし 、この ま

ティフル」でゆったりと生きましょ

た 仕事であ るので 残業す れば する

「 構造改革 」が流 行語に なり まし

まで は絶対に 原状回 復が 不可能 な

ほ ど儲けは 少なく なる、 でも 働か

た 。残念な がら、 流行語 はそ の年

う。

なくてはならない・・・。

限 りでブー ムは冷 めたら おし まい 、 もの がありま す。そ れが 「地球 環
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電 算 労二 〇〇 一年

に 成功しま した。 組合員 以外 の一
般 読者も多 く、電 算労の 広報 活動

ス 、業界情 報、コ ラムな どが 好評

にも一役かっています。ＩＴニュー
「いたず らに引 き延ば してい る」
です。

度での据え置き攻撃に合い、抗し

という会 社の批 判と旧 来の賃 金制

一〇 大ニ ュー ス

会社 、菅 原社 長の 約束 反故 、

東和システム支部、

団交拒否相次ぐ

成

スタッフフォーラム支部結

企 業組合ス タッフ フォ ーラム は

供給 派
･ 遣の仕 組みに 基づ く派 遣

事務 所がない ので人 集め に苦労

してい ますが、 早く十 人に して事

務所を構えたいと考えています。

Ｃ ＣＵ が 厚生 労 働 省 「し ご と

省の「 しごと情 報ネッ ト」 が公開

昨年 八月八日 （水） に厚 生労働

情報ネ ット」に参加

ます 。ですか ら仕事 に就 くとき は

されま した。こ のサイ トは 求職者

（主 にＯＡ機 器操作 ）を 行って い

労供 事業を 営むコ ンピ ュー タ ユ
･

情報処理試験

ニオ ンか東京 ユニオ ンの いずれ か

がより 早く仕事 に就け るよ う支援

きれませんでした。

の組 合に加入 しなけ れば なりま せ

菅原 社長から 全権 委任さ れた総

いて、所 属する 部によ って支 給月

長年の積 み重ね で知名 度が 上が

ア クセス数 を伸ば し、過 去か らの

ラム 支部を作 りまし た。 現在組 合

その 受け皿と してス タッ フフォ ー

ます。 また、こ のサイ トの 「関連

考情報 提供機関 として 参加 してい

業組合 コンピュ ータユ ニオ ンも参

するこ とを目的 として いま す。企

が春・秋で十万件！ ！

解 答 例 速報 ペ ー ジの ア ク セ ス

団体交 渉で会社 は「 会社の ミスで
数に一ヶ月もの差が出るなど、徐々

り 、春四万 件、秋 六万件 と順 調に

延 べでは十 八万件 を越え まし た。

員は 十名にな ってい ます が、す で

情報リンク集」には労供労組協ホー

制度の 矛盾は 年末の 業績給 に於

生じた 休日深夜 残業 代の未 払金を
に現れて きてお り、社 員の帰 属意

組合執 行部は 、導入 後も、 組合

宣 伝費ゼロ にも関 わらず 、大 々的

に仕 事が終わ った人 が多 くまだ 支

務統括 部長が出 席し た昨年 四月の

遡及し て五月に 支払 うこと 」など

ん。 コンピ ュータ ユ
･ ニオ ンで は

は組合 との約束 を守 らず無 視しま
員の生活 を守る ために 交渉を 継続

に 宣伝活動 を行っ ている 商用 サイ

識の薄れが懸念されます。

した。 このよう な会 社の無 責任で
しています。

の約束 をしまし た。 しかし 、会社

不誠実 な対応に 、総 務統括 部長に

四月 一日、コ ンピュ ータ・ ユ

部活 動を行う には至 って いませ ん 。 ムページがリンクされています。

ニオンで供給 派
･ 遣始ま る

ト と肩を並 べるほ ど注目 を集 めて

き責任 者（菅原 社長 ）の団 交出席

企業組 合コン ピュー タユニ オン

年間は 試行錯誤 しなが ら運 営して

会社側 交渉委員 を管 理、監 督すべ

を強く 、厳しく 求め 、統括 部長は

では昨年 四月一 日に一 般労働 者派

関 西地区の 労供事 業は 二〇〇 一

きまし た。約一 年後の 一九 九八年

小林電算労議長 がＭＩＣ副議

ＣＣＵ関西、大阪で供給事

おかげさま で五年

一九 九七年三 月二四 日に 第一回

果もあ り順調に 運営し てい ます。

講師会 議を開き ました 。最 初の一

続 いて東京 で労供 事業 に参加 し

今後は パソコン 塾の本 来の 目的で

を開始

が ＭＩＣ事 務局次 長に、 吉原 英文

てい た組合員 が夫の 転勤 で関西 に

業

事 務局次長 がＭＩ Ｃ幹事 に、 横山

ユニオン

※ＣＣ Ｕ： 企業 組合 コン ピュ ータ

活用していきたいと思います。

ある組 合員の専 門技術 の習 得にも

ています。

連絡 をとりな がら営 業活 動を進 め

今 では大阪 の組合 員が 、本部 と

異動し、複数化がはかれました。
ぞれ選任されています。

南 人事務局 次長が 会計監 査に それ

長に 選任される

根岸の里パソコン塾 、

社長の 出席を約 束し ました 。それ

遣事業の 許可を 取りま した。 それ

昨年の九 月二十 九日（ 土） にＭ

年七 月から開 始しま した 。かつ て

二月に は専任講 師とし て田 中倫さ

継続 して仕事 に就け るよ うな事 業

にもか かわらず 、菅 原社長 は全権

とともに 供給・ 派遣の 仕組み の基 、

Ｉ Ｃ第四〇 回定期 総会が 開か れま

電算 労の仲間 だった 方が 、関西 在

んが常 勤しまし た。電 算労 の皆さ

います。

委任し た統括部 長と 組合と の約束

派遣を開 始して います 。現在 では

し た。そこ で小林 寛志議 長が ＭＩ

住の 組合員に ために 仕事 が欲し い

運営が必要です。

を反故 にし、団 体交 渉を拒 否し続

企業組合 で雇用 されて 働く人 は三

Ｃ 副議長に 選任さ れまし た。 その

九月 二十九日、ＭＩＣ総会で

けています。

〇名になっています。

んの協 力による ビラ配 りの 宣伝効

アルバス支部、新人事 制度が

といってきたのが始まりです。

〇〇年十 月の創 刊以降 、隔週 火曜

「電算労 ＩＴマ ガジン 」は、 二〇

無料で読めるメール マガジン

創刊一周年迎 える

電算労ＩＴマガジン

他 の役員と して篠 塚芳教 事務 局長

始 まる
アル バスでは 、二 〇〇一 年四月
から成 果主義や 裁量 労働、 業績給
を機軸 とした新 人事 制度が 導入さ
れました。
組合 は、一貫 して 会社の 荒っぽ

い提案 に難色を 示し てきま したが 、 日の発行 を続け 部数と 内容の 向上
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電算労ホームページがリニューアルされる
電 算 労 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.union-net.or.jp/~densan
）が 昨年暮 れにリ ニュー アル されま した 。新 たな コンテ ンツ とし
ro/

新 春 特 別 インタ ビュー

自信を持って戦い、そして勝つ

三 月三〇日（金）

二 月二三日（金）

情報処 理試験解答例速報

経営申 入れ

電算労 ・電算労組合同定期大会

旗開き

ント写真館」に 左記の行事が新たに掲載さ れています。ぜひ ご覧下さ

した。また、「 電算労アンケート」に二〇 〇一年アンケート 、「イベ

い なあと思 ってい たので 残念 でし

て しまいま したね 。もう 少し 見た

ナ のいるア ルゼン チン代 表に 負け

勝トーナメントの一回戦でマラドー

代 表に注目 してい たんで すが 、決

ピ ーディー な攻撃 をする ブラ ジル

年 生のとき でした 。個人 的に はス

は 九〇年の イタリ ア大会 。中 学一

ワールド カップ を初め て見 たの

のことだ」といわれました（苦笑） 。

外で も一人呼 ばれて 、「 まさに 君

たん です。実 は、ミ ーテ ィング 以

てほ しい」と いうよ うな 話があ っ

た。 これから はもっ と個 性を出 し

ら、「チームのベース作りは終わっ

た。 フィリッ プ・ト ルシ エ監督 か

ガル とナイジ ェリア と対 戦しま し

ルド カップ出 場を決 めて いるセ ネ

十 月にヨー ロッパ 遠征 し、ワ ー

柳沢 敦

四 月一五日（日）
ＪＩＳ Ａ・経済産業省申入れ

た 。そのと きのブ ラジル 代表 メン

トル シエ監督 の要求 はよ く理解 で

鹿 島アントラーズ

四 月一七日（火）
ビアパ ーティー

バ ーの一人 だった ビスマ ルク と今

きる し、納得 してい るの で、プ ラ

て「電算労とは 」と「こんぴゅうた（電算 労機関紙）」が掲 載されま

い。

七 月二七日（金）
バドミ ントン＆卓球大会

チ ームメイ トなの だから 驚き です

二〇〇一年一 月十二日（金）

十 二月二二日（土）
旗開き

二〇〇二年一 月十一日（金）

りに 心がけて やって いこ うと思 っ

スア ルファを 出せる よう に自分 な

H｣

（笑）。

プラスαの個性を
H｣

とよく いわれま す。で も、 僕自身

はそう 思いませ ん。相 手を 必要以

上に恐れず、自信を持って戦えば、

十分に 勝つチャ ンスは あり ます。

アフリ カのチー ムだか らと いって

H｣

萎縮せ ず、立ち 向かっ てい くこと

が肝心でしょう。

Ｗ杯を最高の喜びの場に
H｣

ワー ルドカッ プが近 づい ていま

すが、 個人的に はまだ 気持 ちの高

ぶりな どはない ですね 。今 から気

張って も仕方が ないし 、あ えて考

えない ようにし ている とい うとこ

ろもありますけど

。大会 の直前に なって 、最 終的に

代表メ ンバーが 決まっ て… …実際

にはそれからでしょうね。

ただ 、ふと、 あの舞 台に 自分が

いるこ とを思い 浮かべ たり 、ワー

ルドカ ップに出 たらこ うし よう、

の 積み重ね が自分 にとっ て大 切な

充 実感があ りまし た。一 つひ とつ

出 るチャン スが多 く、内 容的 にも

トマ ッチがで きた意 義は 大きい で

は予 想されま すから 、事 前のテ ス

本 大会でも アフリ カ勢 との戦 い

H｣勝つチャンスはある

して最高の喜びですね。

タジア ムでプレ ーでき たら 選手と

のサポ ーターで 埋め尽 くさ れたス

自然に 鳥肌が立 ってき ます 。日本

ああし ようなど と考え たり すると

経 験ですし 、自信 につな がっ てい

すね。セネガルには０ ２
H｣で負け、

ています。

ま すね。や はり試 合に出 なけ れば

ナ イジ ェリ アに は２ ２
H｣の引き分

二〇〇一 年は日 本代表 の試 合に

得 られない ものが たくさ んあ る。

けで したが、 いろい ろな 面で収 穫

H｣

だ から、一 分でも 一秒で も長 く代

がありました。

力の 高いチー ムを苦 手に してい る

日 本はアフ リカの よう な身体 能

表ゲームに出たいですよ！
選 手ならば 、みん な同じ 気持 ちで
しょうけど。

二〇〇二
電算労アンケート

二〇〇二電算労

お正 月気 分が そろ そろ 抜け て

はじまる
電算 労 恒例 の アン ケ ート

歓談の後それぞれの今年の抱負、
そしてビンゴ。一位は小林議長、
二位 はソフ トウェア セクシ ョン
の田 中倫さ ん、そし て三位 はア
ルバ ス支部 の伊藤さ ん。以 下七
位ま でが賞 品の図書 券をそ れぞ

）
Dr.GRIP

れゲ ット。 そのほか に全員 に参
加賞のボールペン（

が配 られま した。最 後にＣ ＣＯ
Ｍの 山木さ んの団結 がんば ろう
で締めくく りました。

申込みは電算労ホームページより

電算労ＩＴマガジン好評発行中

の音頭 で始ま りまし た。し ばし

副議長 （ＣＣ ＯＭ） による 乾杯

いう新 年の挨 拶のあ と西沢 正典

ティフ ル』を スロー ガンに 」と

議長の「今年は『スローイズビュー

加して 開かれ ました 。小林 寛志

が八組 合（支 部）、 十九名 が参

時より 新年恒 例の電 算労旗 開き

きた一 月十一 日（金 ）、午 後七

電 算労 が コン ピ ュー タ 関連
の 職場 で 働く 人 たち に 対し
て毎年行っているものです。
春闘への要望や残業、健康、
技 術や 派 遣な ど の問 題 を把
握 して そ の年 の 春闘 要 求や
経 営申 入 れ、 そ れか ら 経営
者 団体 の ＪＩ Ｓ Ａ（ 情 報処
理 産業 協 会） や 行政 （ 経済
産 業省 、 情報 処 理振 興 課）
へ の要 請 のた め の基 礎 資料
と する も ので す 。で き るだ
け 多く の 人に 回 答い た だき
今 年の 電 算労 の 活動 に 反映
させていきたいと思います。
現 在イ ン ター ネ ット か らご
回 答い た だけ ま す。 締 切り
は 二月 二 八日 （ 木） で す。
ご 回答 を いた だ いた 方 の中
か ら抽 選 で五 名 の方 に ３０
０ ０円 の 図書 カ ード を さし
あ げま す 。み な さん の ご協
力 をよ ろ しく お 願い い たし
ます。

香取弘子（ＣＣＯＭ）近藤和行（ＮＪＫ）

台東区根岸3-25-6
タブレット根岸2Ｆ

E-mail：densanro@union-net.or.jp

当選者 ：八幡和義・谷田昌幸・寺西文乃・尾崎圭介
上原康裕（ＮＣＳ）佐藤崇晶・芝克巳・伊藤貴則

宛 先：〒110-0003

前回の正解：①左の入口 ②スーツケースのラベル ③カーテン
④柱の矢印 ⑤右の壁の標記 ⑥ジェット機の尾翼
⑦手前の女性の襟元

が 開始 さ れま し た。 こ れは

http://bbs.union-net.or.jp/enquete02/
アンケート URL

第273号 （４）
た
う
ゅ
ぴ
ん
こ
2002年 1月21日

２００２年 新春クイズ

★締め切りは
２月末日★

右と左の絵には７ヵ
所のまちがいがあり

ます。どこでしょう。
正解者１０名の方に

図書券1000円分をさ

しあげます。ご応募
お待ちしています。

