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【１面】

労働法制の改悪は許さない
労働者の賃金上げて景気回復を
７月に行われた第 23 回参議院選挙では、自民党が改選議席の過半数をこえる 65 議席を獲得し、
連立政権を組む公明党とあわせ、参議院でも安定多数を得る結果となりました。労働法制の改悪を
進めようとしている自公政権を暴走させないためにも、更なる運動の強化が求められています。
派遣法改悪 危険な動き
自公両党が参議院選挙で過半数になったのを受けて、財
界は労働者派遣法の改悪を求める動きを強めています。参
議院選挙直後の７月 26 日、派遣業界の代表が、田村憲久
厚生労働大臣に直接要望書を手渡しました。
要請内容は
「派
遣適正化プランは直ちに廃止を」
「日雇い派遣の原則禁止は
削除を」です。大臣が直接的な利害が絡む一業界団体の要
請を受けることは異例のことです。
派遣業界が廃止を求める適正化プランとは、厚生労働省
による是正指導のことです。日雇い派遣の原則禁止は、昨
年 10 月施行の改定案に盛り込まれました。それを１年も
千葉からも大勢参加した
しないうちに廃止せよと言うのです。
中央行動デモ行進
日本の経済を立て直すためにも財界の身勝手な要求を許
さず、労働者の賃金を上げ、望めば誰もが正社員になれる社会にしていく必要があります。
第３次最賃デー ７．２５中央行動
公務員賃金改善、最低賃金の引き上げを求めて、７月 25 日、東京・霞ヶ関を中心に第３次最低賃金
デー中央行動を行いました。雨の降りだすなか、日比谷野外音楽堂で「諸要求実現７・25 総決起集会」
が開かれ、全国から２０００人が参加し、千葉県からも大勢の仲間が参加しました。
。主催者あいさつで
全労連の大黒作治議長は、参議院選挙の結果にもふれながら「世論と政治の力で消費税増税ストップ、
最低賃金１０００円以上を実現しよう」と呼びかけました。
集会後、参加者は厚生労働省や人事院、財務省、農林水産省前で要求行動を繰り広げました。厚生労
働省前では、生協労連コープあいち労組の野々山書記長が、新聞配達とのダブルワークを行っていたパ
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ート労働者が自宅で亡くなっていたことにふれ、
「生活できる賃金に引き上げることが、亡くなった仲間
への最大のメッセージ」と最低賃金の引き上げを求めました。
その後、銀座でデモ行進を行い、
「最低賃金を１０００円に」
「ＴＰＰ反対」
「原発はいらない！」
「限
定正社員反対！」などシュプレヒコールをあげながら訴えました。
８月７日に中央最低賃金審議会から２０１３年度の答申が出され、全国平均は 14 円、千葉県は 19 円の
引き上げ幅の目安が示されました。

７．８％賃金削減を強行
千葉県庁の異常な姿勢
７月１日から県職員、公営企業法適用の企業庁や病
院局で働く職員の給与平均７・８％削減を強行しまし
た。千葉県職員労働組合の片山書記長に聞きました。
―今回の県の７・８％削減の経緯を教えて下さい。
片山 国が地方交付税を削減し、自治体に対し国家公
務員と同様に地方公務員の賃金削減をするよう迫りま
した。千葉県は無条件で国の圧力を受け入れ、労使交
渉も途中で打ち切るという異常なやり方で強行しまし
た。しかも、他都道府県では地方交付税を削減される
ことによって、止む無く給与削減の提案とせざるを得
片山県職労書記長

ないとしているのに、千葉県は「財政問題ではない。
国は正しい」の一点張りです。また、全国的には、何

らかの形で職員負担を軽減していますが、千葉県は全国で唯一「何の対応もしない」異常な県となって
います。

地労委に救済申し立て
―地労委に申し立てをしているそうですが？
片山 医療施設労働組合と公営企業労働組合が、県病院局と県企業庁の不誠実団交の是正を求めて救済
申し立てを行いました。あわせて、撤回・中止を求め署名活動に取り組んでいますし、９月には県内労
組に要請・オルグにまわる計画です。
千葉県の不当労働行為
―最後にひとこと
片山 今回の問題の一つには、自治体が労使関係を破壊し、ルール無視で賃金削減を強行したことがあ
ります。こんなことを許したら、県内で同様の事がまかり通ってしまいます。健全な労使関係の確立と
、賃金・労働条件の労使対等決定の原則を取り戻すために、全力をあげます。

他人事ではない「賃下げ法」
「違憲訴訟」学習決起集会
幅広い仲間が参加
７月 24 日、千葉県国公は「公務員賃下げ違憲訴訟」学習決起集会を開きました。当該の国公労働者
以外にも、地方公務員・独法・民間労組など幅広い仲間の参加がありました。
訴訟の意義と争点
まず原告弁護団を代表し、佐久間弁護士からこの訴訟の意義と争点の説明がありました。意義として
は、公務員労働者の権利回復とその安易な賃下げが他の労働者に及ぼす影響が大きいことをあげ、争点
2

2

機関紙ちば労連第 261 号 URL 版（2013 年 8 月 31 日発行）
については、人事院勧告に基づかない賃下げ法につい
て憲法違反、ＩＬＯ条約違反であるとし、同時にこの
賃下げ法を成立させた国会議員と妥結に向けた団体交
渉を行わなかった内閣総理大臣の違法行為をあげまし
た。また、６月に行われた口頭弁論では、国側が「地
方ですでに行われている減額措置を参考にした平均
７・８％の減額率は合理的」と主張しているとの説明
に、参加者が失笑する場面もありました。

勝利に向け団結
その後の質疑応答では、裁判にかかる期間について
の質問や、国家公務員と同様の減額措置をされた県職
様々な組織が参加した学習決起集会
の仲間が労働委員会に提訴したことの報告、国公の仲
間からの決意表明などがありました。また違憲訴訟の
原告は、このたたかいに勝つために協力してほしいと参加者に訴えました。
最後は千葉県国公の林副議長の団結ガンバロウで意思統一しました。

日本百貨店協会が企画した、
ご当地キャラクターの総選挙。
見事、初代グランプリに輝い
たのは、船橋市“非公認”キャラクターの「ふなっ
しー」
。480 体の中から勝ち抜いて大差で圧勝した▼
公認を拒む市側には、都会的なイメージを売りたい
思いもあるようだが、飛んだり、跳ねたり、しゃべ
ったり…異例の表現力で活躍を見せる人気は地元の
梨農家にも波及。直売所には、ふなっしーののぼり
も登場し、売り上げに期待もかかる▼次のゆるキャ
ラグランプリへのエントリーで連覇の声もあがる中、
辞退を表明。
「埋もれているキャラが 1 位になって
こそ地域が活性化になるなっしー」と、実に謙虚に
趣旨を語った。

【２面】

いろんな闘いを支えていきたい
ＳＳＴ支部争議解決集会
８月９日、午後６時半から千葉土建本部７階大会議室でＪＭＩＵソーラーシリコンテクノロジー支部
（以下ＳＳＴ支部と表記）の争議解決報告集会が開催され、支援共闘団体等から 40 団体 60 名が参加し
ました。
意義深い報告集会
２０１０年 10 月にＳＳＴ支部が結成されたときには、
〝ブラック企業〟というレッテルもメジャーで
は無く、社長の横暴に対して団結を基礎に労働組合らしく闘ってきた中で、今年９月の厚労省〝ブラッ
ク企業〟対策強化の取り組みにまで社会が動いていることが実感できる報告集会でした。
報告集会の中で、藤野弁護士の「木更津裁判所での地域の支援共闘による運動は、大衆的裁判闘争と
呼べるものだった」という報告には、広がりを持った運動の重要性を改めて感じました。また、ＪＭＩ
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Ｕ本部の三木書記長が、あいさつの中で「戦後、社会
が混乱している時期に〝レッドパージ〟で職場を追わ
れた人の話を聞いたことがある。その人は、これは結
果としては運動を弱めていない、追われた仲間は、新
天地でまた運動の種をまくことができた、と話してく
れた」と紹介し、途切れること無くつながっていくこ
との大切さが伝わってきました。
次につなげたい
ＳＳＴ支部の仲間は、
会社の経営不振の深刻さから、
全員退職することになりましたが、
「ＳＳＴ支部で経験
した濃縮した時間を次につなげたい。これからもいろ
３年間の争議を闘いぬいた支部組合員

んな闘いを支えていきたい」というＳＳＴ支部諏訪委
員長の力強い決意があり、
感動的な集会となりました。

核も戦争もない平和な世界を
原水禁世界大会２０１３
８月９日から、長崎県で「原水爆禁止世界大会」
が行われました。千葉からも核廃絶を願い多くの参
加がありました。その一部の声を紹介します。
千葉土建市原支部 吉岡健史さん
原爆資料館を見学して核兵器が必要だと心の底か
ら思える人はこの世には存在しないのではないでし
ょうか。しかし、それでも核兵器が必要だと主張す
る人がいるのなら、その人達に核兵器の非人道を訴
え続けても、
「このまま」では、私たちの声は届かな
いでしょう。理屈を並べて核保有の正当性を述べて
も、核は「人を殺す為の兵器」に過ぎないのです。
千葉土建代表団のメンバー

国際的影響力を維持するために、核兵器を必要とす
る世の中は間違っています。
「このまま」を変えてい

く為に、国連で提案され多くの国々に支持されている核兵器禁止条約を早期に実現し、私達の訴えを「非
人道性」から「非合法性」へ転換して行くことが大事だと思います。
船橋市職労 山本暁子さん
「核兵器廃絶とくらし」
がテーマの分科会に参加し、
イラク戦争のつめあとや震災後の暮らしの変化、
ＴＰＰについて話を聞きました。現在、イラクでは無脳症の子が戦前より、20〜30 倍で生まれてきてい
るとのことです。また、白血病になっても薬がないため、治療ができないという現実があります。その
現実を知り、ただただ驚きました。集会に参加して分かったことは、私が今まで習ってきた歴史は真実
ではなかったということです。都合のいい憲法に変えようとしている為政者にＮＯ！のサインを出し、
運動をしなくてはいけないと思いました。原発の廃止、安心して暮らせる生活を願います。

交流深めつながりを広げる
青年企画にご参加を
千葉労連青年部は秋に二つのイベントを予定しています。
一つは県内の青年団体で構成している千葉県青年団体連絡会が主催する「ちば若者フェスタ」です。
この企画は 10 月 20 日に開催される全国青年大集会２０１３のプレ企画として位置づけられています。
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もう一つの企画は千葉労連青年部と千葉土建青年部共催の「追跡中」です。某番組企画をヒントに千
葉市動物公園にてかくれんぼをします。
どちらの企画も青年同士で交流を深め、県内の青年の横のつながりを広げることが目的の企画です。
一人でも多くの青年に周知させ、参加の呼びかけをしていただけますようよろしくお願いします。
ちば若者フェスタ
日にち:９月 29 日（日） 13 時半〜受付開始 14 時〜開会
場所:千葉土建本部

参加費:無料

追跡中
日にち:10 月６日（日）
場所:千葉市動物公園

13 時〜受付開始 14 時〜開会
参加費:２０００円

労働相談 1 ヶ月 〜薬剤師の職場〜
薬剤師の職場からも相談が時々来ています。
事例を見ると①スーパーの薬局に勤務。残業時間のつけ方などをめぐり意見の食い違いが生じ同僚と
の折り合いが悪くなる。職場で無視されるようになり、お客の安全にかかわるような重要な情報を伝え
てもらえない。問題が起きるのではと不安でしょうがない。
②病院の薬剤師室に勤務、上司からセクハラを受けうつ状態になる。室長や総務に訴えても対応して
もらえず、労働組合もあいまいな対応に終始している。仕方ないのでメンタルヘルスの労災を請求した
い。
③薬のチェーン店に勤務、毎日のようにサービス残業が当たり前になっており、店長に改善を求めた
ら相談するという返事だった。ところが突然、今のところより遠くなる別の店に行くように言われる。
理由を聞いても全く説明してくれない。嫌がらせをされていると思い、同じ薬剤師をしている夫に相談
したら怒って、相談センターに電話しろと言われた。
それぞれの事案について、①は、薬の情報はお客の命に係わることで、あいまいにできることではな
いと確認し、同僚の中に好意的な人もいるというので、話し合いを行うように話す。②は、メンタルの
症状が強いので療養が必要と判断し、現状を主治医によく説明し、まず主治医の意見を聞いてその通り
に対応するように話し、労災の問題は症状が今よりも改善した段階で相談することになりました。③は
、不当と考える事由を説明し、撤回しないときは、ユニオンに加盟して対応することを進めました。
事案ごとに、当面どのように対応するかを具体的に相談し、解雇や雇止めと違い、若干時間的に余裕
がある場合は、当事者の段階で解決の努力をしてもらい、その後も相談を継続する形で対応しています
。上記の事例も解決したものと継続しているものがあります。
【中林】
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