1 総評大阪地方評議会／南大阪地区評議会
編成
記号

１－D

１－D

１－D

単位 項目
番号 番号

3

3

3

標

題

全金南大阪労働運動資料
作成/発行

作成年月日

大きさ

数量

記録様式

地域共闘 1977年 №26～№37

1

2

注
欠号 : №25

地域共闘 №26
事務局
77春闘を資本･権力と対決し、労仂者の解放をめざす斗い 総評全金鋼管商事支部
として構築しよう！/労仂者に犠牲強要する意図を粉砕し勝 総評全金大阪亜鉛支部
利まで闘うぞ！ 大阪亜鉛支部/浪華サドル支部闘争経過/
労仂者の生活破壊を強行する桜井一族を許さない！全金
桜井鉄鋼支部/日商岩井大阪CMC分室閉鎖阻止、大阪合
理化・組合つぶし粉砕！全金岩井計算センター支部/ダイ
ヤ化成工業支部闘争報告/地労委斗争勝利に向けて 大阪
事務能率支部/三菱の下請労仂者圧殺を粉砕するぞ 企業
計算センター支部/三晴倒産を楯に大合理化を狙う大阪鋼
材糾弾！大鋼鉄シャーリング支部/貝塚支部斗争勝利と近
況報告/７７を地域共闘で闘い抜こう 鋼管商事支部/共伸
アルミ支部斗争報告/協和機工支部経過報告

1977.01.22 B4

14p

手書きプリント

地域共闘 №27
事務局
地域共闘第一回学習会/労災斗争に大きな成果を上げる 総評全金鋼管商事支部
大阪亜鉛支部/2.21争議支部交流集会 矢賀製作支部闘争 総評全金大阪亜鉛支部
一周年勝利!!/地労委での画期的命令をテコに 協和機工
支部/資本権力一体の組織攻撃・弾圧を糾弾する 鋼管商
事支部/共伸アルミ経過報告/敵の『合理化』Ⅱ案、合併に
伴う切捨て攻撃粉砕 大鋼鉄シャーリング支部/賃金遅配や
めろ 団交に応じろ 全金岩井計算センター支部/あらゆる闘
争圧殺を打ち砕くぞ!!企業計算センター支部/浪華サドル支
部斗争経過/ウソつき専務糾弾！全金桜井鉄工支部/佐野
安支援共闘［ニュース］ 1/ 23『首切り合理化反対、弾圧粉
砕』討論集会 片本組織局長のマトメ/大証金が謝罪するま
で徹底的に斗い抜く！全金港合同支部

1077.02.19 B4

15p

手書きプリント メモ書きあり

1－15

記

1 総評大阪地方評議会／南大阪地区評議会
編成
記号

１－D

１－D

編成
記号

単位 項目
番号 番号

3

3

3

4

単位 項目
番号 番号

標

題

全金南大阪労働運動資料
作成/発行

作成年月日

大きさ

数量

記録様式

注

地域共闘 №28
事務局
関経協、石田労政＝権力一体の弾圧攻撃を粉砕せよ！/ 総評全金鋼管商事支部
地労委闘争の経過 大阪亜鉛支部/貝塚支部報告/一歩前 総評全金大阪亜鉛支部
進二歩前進！鋼管商事支部/共伸アルミ支部経過報告
/NI(日商岩井》・岩井一体の攻撃粉砕！全金岩井計算セン
ター支部/桜井鉄工支部経過報告/不当な破産宣告決定さ
れる 全金山科鉄工支部/ 佐野安支援共闘第4号 川筋造
船所のスクラップ化めざす造船資本の「中期計画」 /浪華
サドル支部報告/大阪鋼材・管財人一体の「合理化」立案を
粉砕するぞ 大鋼鉄シャーリング支部/大阪証券金融の社
会的責任を徹底追及 大阪事務能率支部/三菱事務機の不
当労働行為糾弾 企業計算センター支部/三者共謀による
明け渡し仮処分申請を粉砕するぞ！協和機工支部

1077.03.19 B4

12p

手書きプリント

地域共闘 №29
事務局
北島一族の悪あがきを許さず完全勝利まで闘うぞ！協和 総評全金大阪亜鉛支部
機工支部/官製合理化を最先端で粉砕し77春闘勝利へ 大 総評全金鋼管商事支部
阪亜鉛支部/大阪鋼材の当事者責任、不当労働行為を追
及 大鋼鉄シャーリング支部/共伸アルミ経過報告/77春闘
に結合!!扇町細川集会に全員参加!!/団交から逃亡 居直り
続ける桜井一族 全金桜井鉄工支部/浪華サドル支部経過
報告/親会社日商岩井による組織破壊との闘い！全金岩
井計算センター支部/組合破壊のための特別清算 大阪事
務能率支部/資本の意図を見抜き警戒体制堅持 鋼管商事
支部/社長逃亡。自己破産攻撃粉砕 全金日興工業支部/
三菱の不当労働行為糾弾 企業計算センター支部/佐野安
斗争ニュース 春斗ワッペンに対しても管理職による自力救
済行為・・/資本の最後の切り札 破産法攻撃粉砕 自主管
理体制で再建闘争勝利

1977.04.16 B4

15ｐ

手書きプリント メモ書きあり

標

題

作成/発行
1－16

作成年月日

大きさ

数量

記録様式

注

記

記

1 総評大阪地方評議会／南大阪地区評議会

１－D

１－D

編成
記号

3

3

5

6

単位 項目
番号 番号

全金南大阪労働運動資料

地域共闘 №30
事務局
『組合つぶし」の会社更生法と闘う 協和金属支部/闘争二 総評全金大阪亜鉛支部
周年、更なる団結で官製合理化粉砕を闘い抜く 大阪亜鉛 総評全金鋼管商事支部
支部/自主生産体制を確立し完全勝利まで断固闘うぞ 協
和機工支部/交渉申入者（案） 大阪府知事黒田了一殿 南
大阪労働者診療所運営委員会 委員長橋井美信/赤旗と組
合員を見たら襲ってくる暴力専務 全金桜井鉄工支部/日
商岩井の組合つぶしに持久戦で 全金岩井計算センター支
部/大阪鋼材の支援打ち切り、合理化攻撃粉砕し 大鋼鉄
シャーリング支部/兵糧攻めによる闘争圧殺糾弾 全金山科
鉄工支部/浪華サドル支部経過報告/地労委で大証金の当
事者責任認められる 大阪事務能率支部/地域共闘で闘争
八〇〇日 企業計算センター支部/佐野安斗争ニュース №
20 ４・２５判決報告/鋼管商事支部［裁判闘争報告］/地域
の仲間と共に最後まで斗い抜くぞ！共伸アルミ支部

1977.05.14 B4

15ｐ

手書きプリント メモ書きあり

地域共闘 №31
事務局
77反合夏季闘争に勝利しよう/『中小企業なぎ倒し』に反対 総評全金大阪亜鉛支部
し、地域の仲間と共に闘うぞ！日興工業支部/計画的会社 総評全金鋼管商事支部
更生法の中での再建闘争中 協和金属支部/行政は不当な
健康保険資格喪失処分をただちに撤回せよ 全金山科鉄
工支部/三菱の暴力労政粉砕 企業計算センター支部/桜
井鉄工支部報告/浪華サドル支部報告/新日鉄・大阪鋼材
の組織破壊攻撃と断固斗うぞ 大鋼ャーリング支部/矢賀
製作支部の報告/共伸アルミ支部斗争報告/佐野安斗争
ニュース1977.6.11 総評・造船佐野安船渠分会/貝塚支部
近況報告/6.15組合結成3周年闘争突入1000日 工場実力
占拠・自主生産体制を堅持するぞ！協和機工支部/大阪事
務能率支部 大蔵省・労働省と団交/
全金岩井計
算センター支部闘争報告/更なる団結で官製合理
化粉砕 大阪亜鉛支部/健康だより 号外6月8日 南大阪労
働者診療所運営委員会 医療隊活動はじまる

1977.06.18 B4

14ｐ

手書きプリント

標

題

作成/発行
1－17

作成年月日

大きさ

数量

記録様式

注

記

1 総評大阪地方評議会／南大阪地区評議会

１－D

１－D

編成
記号

3

3

7

8

単位 項目
番号 番号

全金南大阪労働運動資料

地域共闘 №32
事務局
地域共闘の強化、確立めざそう！/会社更生法との闘いの 総評全金大阪亜鉛支部
経過 協和金属支部/管財人の恫喝に屈せず最後の勝利 総評全金鋼管商事支部
めざし前進あるのみ！大阪亜鉛支部/斗争経過報告 共伸
アルミ支部/山科鉄工支部斗争経過報告/区役所斗争報告
矢賀製作支部/桜井鉄工支部斗争報告/浪華サドル支部斗
争報告/大鋼シャーリング支部報告/政府の右翼反動化を
許すな 鋼管商事支部大阪事務能率支部 大蔵省・労働省
に抗議/争議支部の健保継続の闘いに地域の仲間の結集
を 協和機工支部/佐野安斗争ニュース№22/企業計算セン
ター支部/全金岩井計算センター支部支部報告/労災保険
法改悪反対運動への刑事弾圧粉砕！南大阪労働者診療
所/健康保険の斗いの拡大へ！

1977.07.13 B4

12ｐ

手書きプリント

地域共闘 №33
事務局
南大阪に結集する戦闘的な労仂者の皆さん！/官製合理 総評全金大阪亜鉛支部
化粉砕！再建闘争勝利！大阪亜鉛支部/自主生産体制で 総評全金鋼管商事支部
断固闘う！協和機工支部/大鋼シャーリング支部経過報告
/これからが本当の斗いだ！ 矢賀製作支部/大証金の責
任回避を許さず 大阪事務能率支部/組合つぶしの更生法
から破産決定の闘い 全金協和金属支部/七一五地裁公判
斗争三〇名の結集で斗い抜く！全金桜井鉄工支部/浪華
サドル支部斗争報告/佐野安斗争ニュース№23/全金山科
鉄工支部斗争経過報告/全金岩井計算センター支部報告
地労委で斉藤社長証言/元請日本エバーの責任追及と山
陽エバーの仲間と連帯して 共伸アルミ支部/医療隊運動の
更なる大衆化を 南大阪労働者診療所/三菱を徹底的に追
及 企業計算センター支部

1977.08.10 B4

11ｐ

手書きプリント

標

題

作成/発行
1－18

作成年月日

大きさ

数量

記録様式

注

記

1 総評大阪地方評議会／南大阪地区評議会

１－D

１－D

編成
記号

3

3

全金南大阪労働運動資料

地域共闘 №34
事務局
自主生産で闘う 協和機工支部/新体制下、更に団結を図り 総評全金大阪亜鉛支部
大阪亜鉛支部/破産決定の中で自主管理・自主生産 全金 総評全金鋼管商事支部
協和金属支部/御用分裂主義者糾弾 全金岩井計算セン
ター支部/三菱事務機の組合潰し糾弾！職場復帰まで闘う
企業計算センター支部/カイライ社長地労委でも猿芝居 大
阪事務能率支部/矢賀製作支部斗争経過報告/大阪鋼材
を断固追及するぞ！大鋼シャーリング支部/浪華サドル支
部斗争報告/企業再開・斗争勝利まで斗い抜くぞ！共伸ア
ルミ支部/全金桜井鉄工支部経過報告/五味屋資本と結託
し別会社設立した山科資本粉砕 全金山科鉄工支部/佐野
安斗争ニュース№24 労基法違反は許さない 時間外は勤
労奉仕＝小集団活動と自主管理

1977.09.10 B4

10ｐ

手書きプリント

地域共闘 №35
事務局
戦闘的労仂者の階級的団結で断固闘いぬこう！/官製合 総評全金大阪亜鉛支部
理化攻撃を再先頭で粉砕し『生命とくらし』を守る秋闘を全 総評全金鋼管商事支部
力で闘いぬく/［760日を経過した闘い］共伸アルミ支部/破
産決定後三ヶ月の闘争経過 協和金属支部/資本、動揺を
かくし分裂御用分子の防衛へ 全金岩井計算センター支部/
浪華サドル支部報告/全金桜井鉄工支部経過 支部委員長
デッチ上げ告訴される！/大阪事務能率支部斗争報告 /
矢賀製作支部斗争経過報告/刑事弾圧裁判斗争断乎闘い
抜こう 鋼管商事支部/三菱の組合潰しを地域共闘で粉砕
するぞ！企業計算センター支部/自主生産体制確立しねば
10
り強く闘うぞ 協和機工支部/佐野安斗争ニュース №25 矛
盾深める御用（造船重機）路線/健康だより №３ 第一回総
会開催・・・更に大衆医療運動の発展を！ /全金山科鉄工
支部/資本と癒着し、不当労働行為を助成する大阪府糾
弾！

1977.10.15 B4

14ｐ

手書きプリント

9

単位 項目
番号 番号

標

題

作成/発行

1－19

作成年月日

大きさ

数量

記録様式

注

記

1 総評大阪地方評議会／南大阪地区評議会

１－D

１－D

１－D

3

3

3

全金南大阪労働運動資料

地域共闘 №36
事務局
闘う労仂者の団結で運動の右傾化を阻止し資本の本質を 総評全金大阪亜鉛支部
打破れ！/協和機工支部闘争経過/子供を犠牲にした嫁入 総評全金鋼管商事支部
り（合併）断固糾弾！大鋼シャーリング支部/管財人の横暴
許さず77年一闘争に勝利するぞ 阪亜鉛支部/全金桜井鉄
11 工支部経過報告/企業計算センター支部/大阪事務能率支
部現況報告・全金岩井及び地域の闘争報告/困難な斗い
に特効薬は無い!!地域共斗で斗い抜くぞ！矢賀製作支部/
破産法下での自主再建闘争 協和金属支部/当事者性追求
を断固勝ち取るぞ 全金山科鉄工支部闘争報告

1977.11.19 B4

8ｐ

手書きプリント コピーあり

地域共闘 №37
事務局
激動の77年をふり返り争議支部の勝利に向けて更なる階 総評全金大阪亜鉛支部
級斗争を堅持するぞ!!/協和機工支部闘争経過報告/山科 総評全金鋼管商事支部
鉄工支部闘争報告 脱落者を利用した闘争撹乱粉砕/全金
桜井鉄工支部経過報告/浪華サドル支部報告/11/29支部
集会で今後の闘い確認す 全金岩井計算センター支部/大
12 阪事務能率支部は断固斗う！/島本一族の斗いを堅持して
完全勝利へ 共伸アルミ支部/職場占拠で再建斗争を斗い
抜くぞ！大鋼シャーリング支部/労仂者に犠牲強要する意
図を粉砕し勝利まで闘うぞ 大阪亜鉛支部/全金日産金属
支部 斗争経過報告 組合の再建協力を逆ナデし又も組合
潰しを企てる/自主管理体制下での生産活動の確立に向け
て！

1977.12.17 B4

8ｐ

手書きプリント 複数

地域共闘 №38
事務局
労仂者、人民を犠牲にする政策粉砕！成田・新関西空港 総評全金大阪亜鉛支部
阻止闘争を共に闘おう！/常に闘う体制を堅持し組織拡大･ 総評全金鋼管商事支部
権利闘争を闘うぞ！総評全金貝塚支部/ 北島一族の悪あ
がき許さず 自主生産で闘いぬくぞ！総評全金協和機工支
部/山科鉄工支部闘争報告/桜井鉄工支部報告/一月十一
日地労委命令下る 総評全金共伸アルミ支部/鋼管商事支
部 刑事弾圧裁判斗争の経過/組合潰しを狙った会社解散･
13
解雇攻撃 不当労働行為断乎粉砕するぞ！ 全金日産金属
支部/佐野安斗争ニュース 「不況合理化」強行を策する不
当処分攻撃粉砕！/地労委闘争勝利 日産岩井も含め和
解協定 全金岩井計算センター支部

1978.01.28 B4

13ｐ

手書きプリント

1－20

