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日本共産党マツダ委員会

総選挙本番！後援会の工場門前宣伝に労働者から声援が飛ぶ(右は中原市会議員)

り と 退 場 を 求 め る と と も に、 企 業 中 心 の 政 治 が 、 社 会 全
自公政治に代わる新 しい政 体に 弱肉強食、貧困 と格差

がやってきました。 今度の
総選挙は自公政権に きっぱ

の審判を受けて以来 ふたた
び国民の審判をくだ すとき

二年前の夏、参議 院選挙
で自公政権が歴史的 大敗北

を広 げてきました。 また、

企業 にゆきすぎた減 税をお
こな う──異常な財 界・大

庶民 には巨額の負担 増を押
し付 けながら大資産 家・大

会保障費抑制で医療・介護・
年金 を深刻な危機に 陥れ、

向けて国 民的な合意を つく

として政 治の根本的転 換に

への転換 を実現するこ とを
旗印に掲げ、「建設的野党」

ルある経済社会」を築き
「自主・ 自立の平和外 交」

り、日本 共産党は、新 しい
日本の進むべき道──「ルー

期を迎え つつあります 。そ
の最初の 一大政治戦に あた

を紹介します。

今月の な
｢ かま で
｣ は、働
く仲間の ための総選挙 政策

りあげる ために全力を つく
します。

治のあり方、日本の 進路を

の政 治が、変化する 世界の
現実 に対応できず、 深刻な
ゆき づまりをあらわ にして

選 択 す る 歴 史 的 な 選 挙 で す。 異常な「日米軍事同盟絶対」
参院選後も国民の 信任を
得ることなく、安倍・福田・
麻生と続いてきた自 公政権

います。

い ま日本の政治は 大転換

のもとで、「使い捨て自由」
の不安定雇用をひろ げ、社

「
声をあげてよかった」
──大企業の雇用破壊に反撃・
全国各地ですすむ是正指導

●元派遣社員・
サポート社員を正社員に！ （中刷り）

人間らしく働けるルールをつくり、安心して働き続けられる社会に

●総選挙特集 「
ルールある経済社会」
・
「
自主 自･立の平和外交」
二つの改革を訴える日本共産党
「なかま」今月の紙

（２）

違法行為を告発し、正規雇用を求
める申告が広がり、マツダや東芝の
グループ会社などに、労働局から是

●人権さえも踏みにじる退職強要や強
制配転など乱暴なリストラをやめさせ
る…… 大 量 解 雇 の 波 は 正 社 員 に も
及び始めています。無理やり「自主
退職」に追い込むための「パワーハ
ラスメント」や強制配転なども違法

正指導も行われています。裁判で
行為です。判例として確立し、労働
も、いすゞの「非正規切り」が違
契約法にもその趣旨が反映されてい
日本共産党の基本政策【
１】
──財界・
大企業中心の政治をただし、
法 行 為 で あ る と 断 罪 さ れ て い ま す。 る「整理解雇４要件」（ 一
( 解
) 雇を
くらしと権利をまもる「
ルールある経済社会」
を築きます ──から抜粋
日 本 共 産 党 は 、 労 働 者 を は げ ま し、 しなければ企業の維持・存続ができ
連帯して、雇用をまもるために全
ないほどの必要性、 二
( 解
)雇回避の
１、人間らしく働けるルールをつくり、安心して働き続けられる社会に
力をあげます。
努力、 三
( 対
)象となる労働者の人選
が合理的、 四
( 労
)働者に十分な説明
雇用情勢は悪化の一途をたどり、 取り崩して株主への配当をしており、 ● 監督・勧告・指導などあらゆる手段 をして納得を得る努力）を厳格に守
厚生労働省の調査でも、昨年十月か 雇用を維持する体力は十分あります。 で雇用をまもる労働行政に…… 現行の らせていきます。
ら今年九月までに失職する非正規労
労働者派遣法でも、偽装請負などの
働者は二十二万三千人にのぼり、リ
雇用破壊は、内需の柱である個人 期間を含め３年以上派遣労働者を受
（２）失業者への生活援助を抜本的に
ストラの波は正社員にも広がってい 消費、家計に大きな打撃となり、さ け入れていた企業には直接雇用をす
強化します
ます。自動車、電機などの大手製造 らに景気全体が悪化するという悪循 る義務があります。本来なら、派遣
業 社だけで、この半年間に八万七 環を引き起こしています。雇用を守 先企業に直接雇用されるべき多くの
日本は、先進国のなかでももっと
千人の従業員を削減する（共同通信 り、人間らしい労働のルールをつく 派遣労働者が「派遣切り」されてい も失業者に冷たい国になっています。
の集計）など、日本有数の大企業が る雇用政策に大きく転換することは、 ます。政府が、違法・脱法の「派遣 国際労働機関（ ILO)
によれば、日本
先頭にたって雇用破壊をすすめてい 経済と産業のまともな成長と日本社 切り」「非正規切り」をやめさせれ は失業給付を受けていない失業者の
ます。
会の安定のためにも、避けて通れま ば、多くの労働者の生活と雇用をま 割合が七十七％にものぼっており、
せん。
もることができます。そのために労 ドイツやフランスの十％台と比べて
こうした大企業の行動を後押しし
働者の申告、相談に親身になって対 もあまりにも異常です。雇用保険の
たのが、労働者派遣法や労働基準法 （１）大企業に雇用への社会的責任を 応できるよう労働局の体制強化も必 特別会計に溜め込まれている六兆円
などの相次ぐ「規制緩和」です。労 果たさせ、無法な「非正規切り」やリ 要です。
もの積立金を有効に活用するなら、
働者派遣の原則自由化を決めた一九 ストラ、雇用破壊をやめさせます
もっと大規模に、もっときめ細やか
九九年の派遣法改悪に日本共産党以
日本共産党は、国会でも、日本経 に、失業者への生活支援をすすめる
外のすべての政党が賛成するなど、
「非正規切り」の多くは、偽装請 団連の代表や雇用破壊を進めている ことができます。
「使い捨て」の働かせ方を広げた政 負、偽装派遣、契約途中の解雇、派 大企業の経営者を参考人として招致
治の責任は重大です。
遣期間違反など、現行法でも違法・ するなど、国政調査権を発動し、機
●雇用保険を抜本的に拡充する…… 二
脱法行為のもとでおこなわれていま 敏に対応することを求めていきます。 〇〇九年の雇用保険法の「改正」で
す。不当に解雇された労働者が全国
は、雇用保険から排除されている失
で、労働組合をつくり、たたかいに
業者一〇〇八万人のうち適用対象に
立ち上がっています。
なるのは一四八万人にすぎません。
雇用保険の拡充は、「失業給付が切
れる」から劣悪な労働条件でも就職
せざるを得ないという状況を改善し、
３
(面に続く）
大企業は「赤字経営」とはいって
も、内部留保が全体で二三〇兆円に
のぼり、製造業大企業だけでも、こ
の五年間に九十五兆円から百二十兆
円へと二十五兆円も増大させていま
す。財界や大企業は、「雇用には使
えない」といいながら、内部留保を

20

（３） ■このほかの分野の日本共産党の総選挙政策は、インターネット http://www.jcp.or.jp でご覧ください。

（３）新しい雇用の創出と再就職支援
にとりくみます

●失業給付を受けられない失業者など
への支援をすすめる…… 政府がつくっ
た失業者への生活援助制度は、「住
宅喪失者」とか「職業訓練」などの
条件をつけたうえに、三年という期
限付きです。生活援助を、生活に困
窮しているすべての失業者を対象に
するように抜本的に拡充するととも
に、恒久的な生活扶助制度として確
立します。

「働く貧困層」をなくしていくうえ
でも重要です。失業給付期間を、現
在の九〇／三三〇日から一八〇／五
四〇日程度までに延長する、給付水
準の引き上げ、受給資格の取得に要
する加入期間の短縮、退職理由によ
る失業給付の差別をなくし、受給開
始時の三ヵ月の待機期間をなくすな
ど拡充します。

●職業訓練を充実・強化し、新しい分
野の仕事に就けるようにする…… 日本
は失業者の生活支援も貧弱ですが、
再就職支援の対策費も、ドイツ、フ
ランスなどの五分の一程度です。公
立の職業訓練校が削減されたことも
あって、公共職業訓練、民間委託の
訓練ともに二倍近い倍率になってい
ます。希望するすべての失業者に職
業訓練の機会を提供できるようにす
るとともに、技術や技能、資格を取
得できるように職業訓練を充実する
ことや相談体制の整備など再就職支
援を強化します。

●自然エネルギーをはじめ環境での雇
用創出をすすめる…… 地 球 温 暖 化 な
どの環境問題に真剣に取り組む政策
に転換し、自然エネルギーなどの分
野で新規雇用を創出します。自然エ
ネルギー導入の先進国であるドイツ
での実績にてらせば、日本でも、年
間約六万人の雇用を増やし、二〇三
〇年には約七十万人の雇用を擁する
産業に発展させることも可能です。

規雇用創出どころか、離職と介護現
場の人手不足が深刻化しています。
医療や保育なども含めて、国の社会
保障政策を削減から拡充に転換して
こそ、新しい雇用も創出できます。
とくに劣悪になっている介護と障害
者福祉の労働者の賃金を月三万円以
上引き上げるために特別の公費投入
をおこないます。

●介護、医療、保育など社会保障を充
実させ、新しい雇用をつくる…… 社会
保障分野は、「雇用誘発効果」が
「介護」が全産業中一位で、「社会
福祉」三位など、国がまともに取り
組めば大きな雇用が生まれます。し
かし、「派遣切り」で仕事を失った
人の就労の場として介護が注目され
ても、政府の社会保障削減、介護報
酬の引き下げによって、労働条件が
非常に劣悪になっているために、新

（４）労働者派遣法の抜本改正をはじ
め、雇用の安定と労働者の権利をまも
る労働法制に

派遣労働を臨時的・一時的な業務
に限定し、常用雇用の代替にしては
ならないことを明記するとともに、
もっとも不安定な働かせ方となって
いる登録型派遣を原則禁止し、専門
業務にきびしく限定します。製造業
への派遣を禁止します。派遣期間違
反、偽装請負など違法行為があった
場合には派遣先企業が直接雇用して
いたとみなす「みなし雇用」の導入
など、労働者派遣法を派遣労働者の
雇用と権利をまもる派遣労働者保護
法に抜本改正します。数ヵ月単位の
雇用契約を繰り返す「細切れ雇用」
をなくすために、期限の定めのある
雇用契約を合理的な理由のある場合
に限定するなど、非正規労働者の雇
用と権利を守ります。「同一価値労
働同一賃金」の原則に基づいた均等
待遇の法制化をすすめます。

（５）長時間・過密労働を是正し、過
労死を根絶します

失業者が増える一方で、過労死基
準を超えるような長時間労働がまか
り通っています。「サービス残業」
を根絶するとともに、残業の上限を
法律で制限し、残業代の割増率を五
十％に引き上げるなど、過労死や

「心の病」を広げている長時間労働
を是正します。〝一人で二人分働か
せる〟ような長時間労働を是正する
ことは、新規雇用を創出することに
もつながります。

（６）最低賃金の引き上げ、公契約法
（条例）などで「働く貧困層」をなく
します

全国最低賃金制度を確立し、当面、
最低賃金を時給千円以上に引き上げ、
くらしと地域経済の底上げをはかり
ます。そのために、中小・零細企業
には雇用保険財政なども活用して必
要な賃金助成を行います。

国や自治体などが事業の外部委託
を発注する際に、低賃金を押しつけ
るために生まれている「官製ワーキ
ング・プア」を是正します。発注す
る公的機関と受託する事業者の間で
結ばれる契約（公契約）に、生活で
きる賃金など人間らしく働くことの
できる労働条件を定めるようにし、
そのための法律や条例を定めます。

（４）
（ 〒７３４ー００２２） 日本共産党マツダ委員会

暮らしをまもる知恵と日本の政治の最新情報がわかる

ネッ
インター
ト

のホームページ
アドレス

http://www.jcp.or.jp

ご自宅のパソコンで日本共産党のホームページから、◎志位委員長の演説会訴え、◎『マツダは職安法違
反』小池議員に厚労相答弁「直接雇用勧めた」、◎人間らしい働き方を 雇用問題と日本共産党――派遣
切りを許さず、雇用をまもるたたかいの力になるビデオなどを動画で見ることができます。

広島市南区東雲３ー３ー２６ マツダ自由と民主主義会館 （ＴＥＬ０８２ー２８３ー６４２３

中林よし子
ホームページ

藤本さとし
ホームページ

http://chugoku.jcp-web.ne

http://homepage3.nifty.co
m/sfujimoto/

● いま注目の動画サイト

ＪＣＰムービー
You T ube、ニコニコ動画、ザ・選挙、
Yahoo!の日本共産党の動画にリンク

ＦＡＸ０８２ー２８４ー４２１６）

ＪＣ Ｐム ービ ー

人間らしい働き方を

雇用問題と日本共産党

派遣切りを許さず、雇用をまもるたたかいの力になるビデオです
■昨年から３回にわたって雇用問題を取り上げた志位委員長の質問
■派遣労働を原則自由化したときの市田議員の反対討論（１９９９年）
■「大企業も赤字だから」「内部留保を使うのは難しいのでは」などの
疑問にもこたえています。
（17分、2009.3.6）

マツダではたらく仲間の
Web版・職場ニュース

のホームページ
アドレス

http://ww4.enjoy.ne.jp/~fji

（中1）

六 月四 日の広 島・山 口 労働 局に よ
る是 正指 導の後 、マツ ダ は七 月よ り
工場 部門 の派遣 社員一 〇 〇名 を六 カ
月間 の期 間社員 とし、 今 後来 年を 目
途に 期間 従業員 を制度 化 する 方向 で
ある こと が報道 されま し た。 直接 雇
用へ の是 正は、 大きな 前 進で ある こ
とは 間違 いあり ません が 、直 接雇 用
を求 めて 申告し た元派 遣 社員 の課 題
は依然として積み残されたままです。
マツ ダは 労働局 へ申告 し た元 派遣 社
員を 一刻 も早く 正社員 と して 雇用 す
べき です 。たた かいは ま さに これ か
ら 始ま ろ う と し てい ま す 。
い ま、 無法な 「派遣 切 り」 に泣 き
寝入 りせ ず、立 ち上が っ た労 働者 の
たた かい が、企 業と行 政 を動 かし て
いま す。 労働局 による 是 正指 導・ 助
言は 数十 件をこ え、直 接 雇用 や正 社
員化 を勝 ち取る ケース が 相次 いで い
ま す。
い っこ うに改 善しな い 雇用 情勢 の
中、 いの ちをつ なぐた た かい に立 ち
上が り、 一歩一 歩前進 す る労 働者 の
す がた を お 伝 え しま す 。
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ある「自由化業務」であり、直接雇
用の申し入れを受ける対象ではない
かと訴えていました。

フォークリフト製造の日本輸送機
滋賀事業所でも、三人が６月１日か
ら契約社員で直接雇用を勝ち取りま
した。

〒7340022 広島市東雲3-3-26
マツダ自由と民主主義会館
TEL 082-283-6423 FAX 082-284-4216
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://ww4.enjoy.ne.jp/~fji
Eﾒｰﾙ mjcp@do9.enjoy.ne.jp

日本共産党マツダ委員会

運送会社「東海ロジテム」の大阪
事業所では、期間制限を超えて働か
せたうえ雇い止めされた労働者が、
正社員化を実現しました。
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労働 局が 派遣 法違反 だと 認 めて 是
正指導 を行 い、 これを 力に 団 体交 渉
などを 広げ て直 接雇用 を実 現 する 動
き が 広が っ て い ます 。

東芝の系列企業（本社・東京）が、
解雇した三〇代男性派遣労働者を実
際には派遣期間を超えて働かせてい
たとして愛知労働局から是正指導を
受け、正社員として直接雇用するこ
とが明らかになりました。男性の所
属する名古屋北部青年ユニオン（全
労連・全国一般労働組合費知地方本
部加盟）が６月 日、発表しました。
男性は、三年五カ月間登録してき
た東芝系の人材派遣会社から今年２
月に解雇通告をうけたことから、労
働者派遣法にもとづく直接雇用を求
めて愛知労働局に申告。自分の契約
は、期間の定めのない「専門派遣
業務」の「機械設計」となっている
が、実際は基地局建設のためのあら
ゆる業務を強いられ、期間の定めの
26

京都府八幡市では、上下水道とご
み収集業務の派遣労働者十九人が五
月から直接雇用になりました。日本
共産党市議団が議会で取り上げ、京
都労働局が是正指導を行なっていた
ものです。

導・助言、勧告をするよう労働局に
求めました。
労働局は二週間後、会社に直接雇
用を「指導、助言」。派遣元は解雇
を撤回し、賃金も保障することを約
束しました。
しかし、派遣先の東芝関連会社は、
直接雇用の約束をしませんでした。
ユニオンは、ブログで会社の姿勢を
告発しました。
日本共産党の仁比聴平参院議員は、
５月 日の参院予算委員会で業務偽
装を批判、「申告者を見殺しにして

ＮＴＴ東日本のグループ会社でも、
北海道労働局が、専門業務を装って
期間制限を超えて働かせていたとし
て７月４日、是正指導を行ないまし
た。
この間題で日本共産党は、志位和
夫委員長が４月に舛添要一厚労相に
「直接雇用へ速やかな指導を」と申
し入れ、放置されている具体的実例
を示し、労働者の願いに応えて迅速
な対応をとるよう求めていました。

（前ページから続く）
いずれも労働局が是正指導と雇用
確保の助言を行い、これを力に労働
組合が運動を広げ団体交渉などで実
現したものです。

ことし２月、西田さんは派遣元か
ら〝４月で解雇する″と告げられま
した。「名古屋北部青年ユニオン」
のブログを見て、同ユニオンのサポー
ター、石田進さん（ ）に相談しま
した。
違法な業務偽装期間を含めて、こ
とし４月までの派遣期間は三年五カ
月になり、労働者派遣法で派遣先の
会社に直接雇用を申し出る義務が生
じていました。
西田さんは３月中旬、愛知労働局
に直接雇用を求めて申告。会社に指

このように、日本共産党が国会や
地方議会で問題をとりあげ、これを
受けた労働局が是正指導を行うケー
スが相次いでいます。

いいのか」と国に迫りました。舛添
厚労相は、「指導に従わなければ、
企業名の公表を含めて厳正に対処す
べきである」と答弁しました。
東芝の関連会社は６月半ば、西田
さん を期 間の 定め のな い雇 用契 約
（正社員）として雇用することを表
明しました。西田さんが語ります。
「正社員に負けずに派遣労働者と
して一生懸命仕事をしてきました。
正社員になってうれしい。不安もあ
りますが、今まで以上に頑張りたい」

「派遣切り」の不安が募るなか、日
本共産党のホームページに「派遣切
り」とのたたかいを報じた「しんぶ
ん赤旗」記事を見つけて購読を申し
込み、むさぼるように読みました。
党名古屋北西地区委員会の紹介で、
北部青年ユニオンに加入。労働局に
申告し、派遣会社との団体交渉では、
寮費などの水増し請求分の返済を約
束させました。現在、ほかの組合員
の団交にも出席しています。
「みんながいたから、ぼくもたたか
えた。今度はみんなを支え、雇用破
壊に歯止めをかけたい」
昨年末の「派遣切り」「期間工切
り」に反対してはじまった非正規労
働者の労働組合結成・加入は、三六
〇組織、五千人を超えて広がってい
ます。またこうした動きは、退職強
要や賃下げなど攻撃をうけている正
社員のなかにも広がり、二百を超え
る企業・事業所で労働組合がつくら
れ、五千人を超える労働者が加入し
ています。（しんぶん赤旗調べ）

次(ページに続く )

連と広島地域労組連絡会の代表(７月３日)

派遣や期間工など非正規雇用の労
働者が労働組合に加入して立ち上が
る動きが引き続き広がっています。
その多くは、違法に働かされたうえ
に解雇や雇い止めにあい、日本共産
党や全労連加盟の労働組合などに相
談したのがきっかけになっています。
トヨタ関連、キヤノン、ダイハツ、
ＮＴＴなど大企業で働く非正規の労
働者が含まれています。

北部青年ユニオンの成瀬意秀さん
（ ）は派遣期間一年ですが、二重
派遣を告発し、直接雇用されること
になりました。
父を亡くしてから寮付き派遣で働
き始め、二〇〇八年からメテックス
で働き始めました。登録した派遣会
社と違う派遣会社に雇用されたこと
にされ、寮費が七五〇〇円も水増し
請求されるなど搾り取られる毎日。

正規雇用の申し入れをおこなう広島県労

47

36

長浜キヤノン（滋賀県長浜市）で
は５月 日、期間社員が滋賀一般労
働船台（滋賀県労連傘下）に加入し、
長浜キヤノン期間社員支部を結成し
ました。最長二年十一カ月という短
期の契約をくりかえす不安定な生活
では「人生設計が立たない」と立ち
上がったもの。正社員化や生活でき
る賃金を求めています。

12

21

27

18

ＮＴＴ西日本・関西九人が、売り
上げノルマを達成しないと解雇する
のは違法だと訴え、通信産業労働組
合に加入。５月 日、契約社員の分
会結成を発表しました。
契約社員は三カ月ごとに雇用契約
が更新され、この間に四十件の商品
契約がとれないと雇い止めにされる
といいます。ノルマを課して競わせ、
達成できなかったら簡単に首をきる
という使い捨てに反対し、「生きが
いのある仕事をしたい」と立ち上が
りました。

マツダに対して派遣切りされた労働者の

自動車部品メーカーＴＲＩメテッ
クスの「派遣切り」とたたかうＪＭ
ＩＵ愛知支部と名古屋北部青年ユニ
オン（全労連・全国一般労働組合愛
知地方本部加盟）が、労働局申告と
団体交渉で直接雇用を勝ち取りまし
た。
「ずっと、ここで働くつもりだっ
た」という染井素志さん（ ）＝Ｊ
ＭＩＵ組合員＝は、四年七カ月も派
遣で働かされていました。三年以上
働けば、会社には直接雇用申し込み
の義務があると知り、「このやろう」
と怒りがこみ上げました。
労働局に期間制限違反を申告。雇
い止め撤回を求める期間社員と一緒
に団体交渉など運動を広げてきまし
た。
直接雇用は、六カ月更新の一年契
約ですが、団体交渉で社長は「生産
量があれば切ることはしない」と約
束しました。これを足がかりにさら
に正社員化を求めていきます。

たたかいを報告する仁比そうへい参院議員

(中2）

( 中 刷 )
8 月
2 0 0 9 年
ま
か
な
ん
ぶ
ん
場 し
職
(中3)

予算委員会でマツダ問題

国会質問に使用したパネルを提示して国会内での

を追及する志位委員長

(中4)

地裁は６月 日、解雇回避努力が十
分でなく解雇権乱用で無効とする仮
処分決定を出しました。

しん ぶん 赤旗 日曜 版

マツダで派遣切りにあい、地域労

紙面から ８
( 月９日号

面）

声を聞き、大企業に申し入れを行い 、

また、いつもそばにいて働く者の

のたたかいを励ましています。

国会できびしく追及する──「国民

組ひろしまに加盟してマツダの違法

とたたかってきた元派遣労働者のＡ

たのです。皆川恵史広島
市議には生活保護申請に
付き添ってもらいました。

が主人公」のあたらしい日本をめざ

行動が早い。

さんのコメントが「 しんぶん 赤旗

昨 年 月 、派 遣 会 社 か
ら、期間満了による雇い
止めを告げられました。

民主党にも相談したこ
とがあります。身の上を
相談しても、「法的にど

す日本共産党の活動が全国各地で労

「派遣」と「期間工」を

うしようもない」「市役
所に生活保護に行けば」

（日曜版）」に載りました。（左記）

細切れに繰り返す違法な
雇用で、４年間マツダで
働きました。いま、直接

といった具合でした。
企業にきちんとモノが

マツダの本社工場・防府工場で働い

雇用を要求するため、マ
ツダが団体交渉の席に着

言える政治にしてほしい。

働者のいのちを守るたたかいを支え

くよう求めています。
「困ったときは共産党に

日本共産党は、大企業か
ら一円もお金をもらって

ています。

電話すればいい」という

いないそうですね。こう
いう党が伸びて、国を動
かせるほどの力になるこ

ていた元派遣労働者 のたたか いは

友人の勧めで、電話帳で
共産党広島県委員会を調

とを望んでいます。

「派遣切り」にあった全国の労働者

べて電話しました。途方
にくれているときに親身
に話を聞いてもらえたこ

11

不況を口実に人員削減を行う企業
に対して解雇回避努力を求めており、
社会的責任を問うものです。
あらたな訴訟も続きます。
日本郵政グループ企業でも雇い止
めされた派遣労働者が４カ月聞だけ
直接雇用にする形で期間制限を超え
て働かされていたとして解雇撤回・
直接雇用を求めて提訴。（６月 日）
三菱ＵＦＪ銀行に七年も派遣され
ていた女性が、専門業務を装って期
間制限を超えて働かされていたとし
て正社員化などを求める訴訟を起こ
しました。（６月 日）

11

とが何よりもうれしかっ

困ったとき相談、即行動

裁判でも前進が生まれています。
いすゞ自動車から契約途中で解雇
された有期の期間労働者が起こした
訴訟で、宇都宮地裁支部は５月 日、
「契約途中の解雇も休業も違法」と
する仮処分決定を出しました。
労働者のたたかいに押されて厚生
労働省も「派遣切り防止」通達を出
していますが、契約途中の解雇はも
ちろん休業も遵法であることが判例
で改めて明白になりました。
決定では、期間社員の中途解約に
ついて「労働契約法によって原則禁
止され、雇用保障が厳格に課せられ
ている」として違法性を強調しまし
た。
貸金をカットする休業処分につい
ても「高度の合理性」が必要だと指
摘。いすゞは黒字経営で多額の利益
剰余金があるとして「合理性を肯定
することは到底困難」とのべ、労働
者側の訴えを全面的に認めました。
減産減益を口実にした「非正規切
り」がいかに違法・不当なものかを
示すもので、大企業の横暴とたたか
う労働者を励ますものです。

マツダ防府工場で「派遣切り」さ
れた 人の労働者が正社員として雇
用するよう求めて提訴した裁判では
派遣と直接雇用を繰り返す脱法的手
法で期間制限を超えて働かされてお
り、「黙示の労働契約」が成立して
いると訴えています。
全国のたたかいが広がるなか、マ
ツダ裁判の動向が注目されています。

22

22

マツダ自由と民主主義会館 （ＴＥＬ０８２ー２８３ー６４２３ ＦＡＸ０８２ー２８４ー４２１６）

ハケンの味方 共産党

22

日本共産党マツダ委員会 広島市南区東雲３ー３ー２６

正社員切りでも、半導体装置製造
「メイコー」と子会社から解雇され
た正社員五人が起こした裁判で甲府
（ 〒７３４ー００２２）
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