１月末に衆議院予算委員会で安倍首
相は︑﹁裁量労働制で働く方の労働時
間は︑平均的な方で比べれば一般労働
者よりも短いというデータもある﹂と
答弁した︒一般の労働者は１日９時間
分なのに裁量労働者は９時間 分と
いうもの︒ところがこの２つのデータ
はもともと比較できないものだったこ
と︑厚労省は労働政策研究・研修機構
︵ JILPT
︶ に依 頼 し裁 量 労働 制 と一 般
的な働き方を比較する調査を行ってい
たのに︑裁量労働制の拡大について検
討する労政審には資料として出してい
な かっ たこ と も判 明 ︒ JILPT
の 資料 で
は裁量労働制は月２０３時間に対し︑
一般労働者は１８６時間だった︒政府
答弁のデータの信憑性については法政

ＴＥＬ
ＦＡＸ

女性委員会

川口ビル六階

〇三︲五四〇三︲一六五〇
〇三︲五四〇三︲一六五三

全国労働組合連絡協議会

東京都港区新橋六︲七︲一

ア ベの﹁働 き方改 革﹂のメ ッキは
禿げ た︒長時 間労働 の削減と 逆行す
る高 度プロ法 の導入 も切り離 しに追
い込んでいこう！

野党は共同で﹁真の働き方
改革﹂法案の提案を！
６ 野党合同 で野党 案の取り 纏めを
是非実現してほしい︒
私 たちも法 案審議 のやり直 しを求
める 声を官邸 や与党 ︑厚労省 にひと
り一人が届けよう！

メ ル ス モ ン製 薬 は 雇 止 め ・
解雇を速やかに撤回し︑
島津さんを職場に戻せ！
年 間 働 い て いた メ ル ス モン 製 薬 か
ら ２ ０ １７ 年 ９ 月 ︑ 突 然 雇止 め さ れ て
もうすぐ半年が経とうとしています︒
５ 回 の団 交 を 行 い ま し たが 会 社 は 私
28

員会館で院内集会を開催して
おり、2つがテレビでも報道さ

大の上西充子教授が問題指摘を行い︑
６野党の追及の前に首相も厚労大臣も
発言を撤回し謝罪した︒その後もデー

れた。

の 主 張 であ る 職 場 へ の 復 職を 全 く 聞 き
入 れ よう と は し ませ ん ︒ ２ 月 日 に 行
わ れ た ５回 目 の 団 交 に お いて ︑ 会 社 側

の弁護 士は﹁裁 判で争う 事にな ったんだ
から︑話し合う事は何もない︒﹂と言い︑
なんと か話し合 いで解決 したい と願い︑
会場へ 赴いた私 達に対し ︑不誠 実な団交
を行い ました︒ さらに組 合に対 し︑﹁労
働組合 は抗議行 動を仕掛 けて︑ 本人を組
合の利 益に利用 しようと して︑ ただ煽っ
ている︒﹂などと中傷しています︒
団交 ではいつ も︑会社 の人間 は殆ど話
をせず ︑﹁職場 の事は分 からな い︒﹂と
自ら認 めている 弁護士が 発言し ていて何
の為の話し合いなのか疑問になります︒
こう した会社 からの不 当で不 誠実な仕
打ちに 負けず︑ 雇止め・ 解雇撤 回と︑職
場復帰 を実現さ せる為の 労働審 判︑初回
期日が ３月 日︵水︶午 後２時 分とな
りました︒
審判 に向かう 前に︑裁 判所前 にて決意
表明を 行います ので︑是 非︑多 くの皆さ
まにお 集まり頂 き︑力に してい きたいと
思いま すので︑ どうぞ宜 しくお 願いいた
します︒
全国一般東京東部労組 島津葉子
30

№245
2018.3.6
二議員会館前に150名が結集し
コールが響いた。
同時間帯に連合も参議院議

タの不備が続出︑ついに一括法案から
裁量労働制拡大の切り離しに追い込ま
れた︒

雇用共同アクションと18けんり春闘から緊急集会
が呼びかけられ、26日急遽集会が開かれ、衆議院第

16

2月16日は東京総行動が取
組まれ、昼には18けんり春闘
の行動として経団連への抗議
行動が行われ、250名が参加
した。
3月4日は上野水上音楽堂で
外国人総行動（マーチインマー
チ）が270名で開催した。
4月6日には銀座ブロッサム
で中央総行動・決起集会があ
る。「8時間働けば生活でき
る賃金を！」実現するために
みんなで参加していこう！
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2月26日国会にむけ「安倍の働き
方改革阻止、政府のウソで過労死
はゴメンだ！緊急集会」開催！
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２ ０１ ８年 ４月 から ５年 を こえ て働
いて きた 非正 規労 働者 の無 期 転換 権が
発生 する ︒そ の権 利行 使を さ せな いよ
うに と有 期労 働者 の雇 止が 起 こっ てい
る︒ 月に は派 遣法 の改 悪で 同じ 職場
には ３年 限度 とな った 結果 ︑ 派遣 労働
者の雇止が懸念される︒
２ 月 日 の夕 方﹁ これ が女 性活 躍な
のか！？︱派遣法︑︿２０１８年の壁﹀
を問い直す︱院内 集会が開催された
︵主 催ポ ジネ ット ︶︒ 集会 で は中 野麻
美弁 護士 が２ ０１ ８年 問題 と は何 かを
解説 ︑竹 信三 恵子 さん ︵和 光 大︶ が派
遣法 は夫 の経 済的 支え を前 提 にし た法
の成 り立 ちと 改悪 の繰 返し か ら時 給が
下が り︑ ２０ １５ 年９ 月の 改 悪で ﹁派
遣は 専門 職﹂ とい う法 制定 以 来の 原則
も失 われ たこ と︑ 一部 の女 性 なら 雇用
が不 安定 でも 仕方 がな いと い う考 えの
危険性を指摘した︒
集会のメインは当事者の発言だった︒
昨年 月に 年余働 いて きた 派遣 先か
ら切 られ た渡 辺照 子さ ん︑ ９月 に 年
も働 いて きた メル スモ ン製 薬 から ﹁若
い人 を入 れた いか ら９ 月の 更 新は しな
い﹂ と雇 止さ れた 島津 葉子 さ んが ︑怒
りと 悔し い思 いを 語っ た︒ 島 津さ んは
東京 東部 労組 に加 入し 労働 審 判に も申
し立 てを 行い ︑渡 辺さ んも 派 遣ユ ニオ
ンに加盟し闘いを開始した︒
非 正規 労働 者の ７割 が女 性 であ り︑
女性 の経 済的 自立 なく して 女 性活 躍な
どあ り得 ない ！ 企業 の脱 法 行為 は許
さず連帯していこう︒
14

労働弁護団東京支部主催

﹁雇 止めを許 さず無 期転換
を実 現する取 組みの 学習交
流会﹂報告
２月 日︑連 合会館にて 行われた
学習 会は︑ 会場が満 員の熱気 で溢れ
かえ る中︑ 労働弁護 団東京支 部事務
局上 田弁護 士の司会 で始まっ た︒旬
報法 律事務 所の小野 山弁護士 から無
期転 換制度 の厚労省 リーフレ ットな
どを 示しな がら概要 説明があ り︑そ
の後︑取り 組み事例報告へと 続いた︒
連合非正 規労働センター杉 山氏は︑
﹁無 期転換 しても意 味がない と捉え
てい る人が 少なくな い事﹂に 触れ︑
﹁無 期雇用 になるこ とのメリ ットに
つい て伝え ていく︒ 周知ＰＲ のさら
なる徹底が必要だ！﹂とした︒
東大教職 員組合の佐々木委 員長は︑
﹁非 正規は 圧倒的に 女性が多 い︑こ
れは 女性差 別じゃな いか！﹂ ﹁無期

を定 め ︑ ５年 に
合わ せ て 遡及 し
てカ ウ ン ト︶ に
対し ︑ 団 交︑ 従
業員 代 表 の意 見
提出 ︑ 支 配介 入
が加 わ っ た都 労
委で の 闘 いの 報
告が あ っ た︵ ２

三多摩ブロック

渡辺

月 日︑雇 い止
め回避︶︒
東京法律事務所の 岸弁護士からは︑
日本学生 支援機 構労働組 合の事例 よ
り︑﹁組 合が知 らないう ちに就業 規
則に附則が付けられ ていた事を知り︑
迅速で粘 り強い 交渉で謝 罪させた ︒
しかし︑未だにその項目が附則に残っ
たままな ので今 後の雇用 契約書を 含
め︑目を 光らせ ていく﹂ などの報 告
があった︒報告後は 質疑応答が続き︑
取扱い厳 重注意 とも言え るいわゆ る
﹁ここだ けの話 ﹂もたく さん飛び 出
した︒
最後に ︑労働 弁護団東 京支部長 の
井上弁護 士が﹁ 組合の力 があれば ︑
労契法 条 を活用して 労働条件 を改
善させて いく事 は絶対に 可能！山 梨
県民信用 組合事 件などの 新たな判 例
法理も出 てきて 先は明る い！﹂と 語
気を強めた︒
学習会 後の懇 親会も盛 り上がり ︑
﹁兎にも 角にも ︑ありと あらゆる 手
段を駆使 して無 期雇用転 換を実現 し
ていこう ！﹂と 思いを新 たにする 時
間となった︒
20

転換 しても 労働条件 は変わら ない︒
業務 が続く 限り人を 雇う必要 がある
なら コスト は同じは ず︒﹃金 がない
から 無期転 換が出来 ない﹄と いうの
は嘘 ﹂﹁罰 則がなけ れば違法 じゃな
いと いうバ カ経営者 が多い﹂ ﹁経営
者の 中には ︑﹃なん かこいつ らを差
別し たい﹄ というケ チくさい 根性が
どこ かにあ る﹂と痛 烈な批判 と共に
報告があった︒
東 京法律 事務所の 水口弁護 士から
は︑ 理化学 研究所に おける就 業規則
によ る不利 益変更︵ 雇用期間 の上限
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「フジビ闘争」は2月20日、中労委の和解勧告に労使が調印し
て解決した。和解勧告は、組合が要求する富士美術印刷（フジビ）
への雇用保障を退けた。しかし、司法が全否定したフジビへの親
会社責任を事実上認めさせ、最高裁が確定させたスラップ訴訟不
当判決を実質的に反故にさせた。地域を拠点にしたフジビ闘争支
援共闘会議（支援共）に結集する労働者の団結と連帯で5年5カ月
に及ぶ厳しい長期争議を解決することができた。
昨年8月のスラップ訴訟上告棄却後、9月14日解雇5周年の地域
デモは過去最大250名余が結集し、10月連続座り込みは述べ300名
の仲間たちと共に貫徹した。これら年間80回余の社前行動がフジ
ビを和解の席に着かせて解決に追い込んだ。また、8回に及ぶ司
法と都労委による不当判決、命令に怯まず闘った労働者の勝利で
ある。
当該と組合は、親会社で元請のフジビに、労組法7条の使用者
として「雇用主以外の事業主」でも労働条件を支配・決定する地
位にあるとして「フジビは責任を取れ！子会社を（破産で）解雇
された組合員を雇用せよ！」と使用者性の拡大を求める困難な闘
いに挑んだ。フジビ闘争の意義は大きい。
調印の翌日に開催した支援共第5回総会は約170名が参加し「資
本による労働組合つぶしを許さず、反動化した司法の攻撃に屈せ
ず、現場闘争を軸に地域で闘い、労働運動が後退を余儀なくされ
る中にもその突破口を切り開き、争議解決を勝ち取った」と総会
宣言を満場の拍手で確認した。
総会の最後に中原純子書記長は「フルタイムパートとして21回
の更新を繰り返し20年働き続けた。5年5カ月闘ったフジビ闘争に
誇りを持って新たに労働運動再生のために再出発したい。」と支
援のお礼と決意を述べた。
総会は団結ガンバロウで締められた。5月24日に報告集会が行
われる。
全労協全国一般東京労組
フジビグループ分会 中原純子
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