国の政治と職場を変える
大きなチャンス到来！

//www.jcp‑kawajyu.jp

今回の総選挙で︑自民・
公明政権は︑国民のきびし
い批判を受けて︑歴史的大
敗を喫し退場しました︒自
民党は︑１９５５年の結党
以来はじめて第１党の座を
失いました ︒
私たちは︑国民の力でな
しとげたこの結果を︑日本
の政治にとっての大きな前
向きの一歩として心から歓
迎するものです︒

国民がくだした
﹁自公
政権ノー﹂の審判とは

半世紀を超えて大企業の
利潤追求を最優先にした政
治がつづけられた 結果︑３
人に１人が非正規労働者 ︑
年収２００万円以下が一
千万人超︑医療・年金・介
護・障害者福祉など危機に
ひんしており︑貧困と格差
が社会を覆いました︒
﹁財界中心 ﹂︑﹁日米軍
事同盟中心 ﹂を特徴とする
自民党政治 に国民がノーを
くだしたのです︒

利潤追求のためならば
﹁後は野となれ山とな
れ﹂という財界・大企
業の横暴勝手へのノー
多くの大企業が人間をモ
ノのように使い捨てにする
﹁非正規切 り﹂や︑下請け
企業への一方的な発注
停止・単価の大幅切り
下げなどの﹁下請け切
り﹂を強行し︑数十万
人規模で労働者の職が
奪われています︒
自らの儲けのためな
らば労働者の命と生活
を犠牲にしてもはばか
らないという財界・大
企業の横暴勝手に国民
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がノーをくだしたのです ︒

﹁国民こそ主人公﹂の
政治と﹁人間らしく安
心して働ける職場﹂を
目指し本格的な前進を

国民に苦難ばかり押しつ
けてきた政権を退場させた
ことによって︑いま︑﹁国
民こそ主人公﹂の政治︑
﹁人
間らしく安心して働ける職
場﹂に 変 え ら れ る 大 き な
チャンスが 到来しました ︒
それを現実のものにする最
大のカギは ︑国民・労働者
の世論と運動です︒
私たち日本共産党は︑み
なさんと固く連帯し胸おど
る新しい日本へ発展させる
ために奮闘します︒

鳩山首相は︑国連気
候変動サミットで︑日
本の温室ガス削減につ
いて﹁２０年までに１
９９０ 年比 で ％ 削減 す
る﹂と表明しました︒日本共
産党や環境ＮＧＯが求める
％には及ばないものの︑
これまでの自公政権からの
大きな転換なので︑
私たちも
歓迎するものです︒
一方︑日本の財界は︑
﹁企
業経営に大きな影響をもた
らす﹂
﹁大きな国民負担にな
る﹂
などと国民に脅しをかけ
ています︒
平均気温が産業革命前と
比べて２度以上上昇する
と︑急激な温度上昇が起き
二度と元に戻れなくなると
言われています︵現時点で
０． 度上昇︶︒地球温暖
化抑止は一刻の猶予も許さ
れない人類的課題なのです︒
日本の財界は︑人類の滅
亡より企業経営の方が大事
だと言うのでしょうか︒
利潤
第一に人間を使い捨てにす
る彼らには︑
温暖化は止めら
れません︒
﹁人にやさしく環
境を大事にする社会﹂
をつく
る視点で経済と社会を見直
すことが 大切なのではない
でしょうか︒

大河
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国 民の 力でなしとげ
た自公政治の退場
︱ 日本 の政治史 に特
筆される快挙

日本共産党
川崎重工委員会
TEL：341-3235
FAX：341-3236

﹁大企業が栄えれば国
が栄える﹂という財界
中心の政治へのノー

日本共産党
民 主 党
自 民 党
公 明 党
社 民 党
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会 社は 労働者派遣法
の 原則 と厚労省 の通
達を守れ

労働者派遣法の大原則
は︑派遣は臨時的︑一時的
業務に限るもので ︑常用雇
用の代替は認められていま
せん︒
それに︑厚労省の通達
︵平
成 年９月 日︶では︑３
箇月を超えるクーリング期
間が経過したからというこ
とで再び派遣を入れたり︑
あるいは︑派遣と請負また
は直接雇用︵契約社員︶を
繰り返したり︑もしくは繰
り返そうとする場合は︑労
働者派遣法の趣旨に反する
と指摘しています︒クーリ
ング期間などの悪用をやめ
て︑最長３年を過ぎれば無
条件で全員正社員にすべき
です︒
会社は︑﹃ミッションス
テートメント﹄で﹁企業の
社 会 的 責 任 を 認 識 し︑地
球・社会・地域・人々と共
生する﹂と規定しているよ
うに︑失業率が史上最悪水
準といういまこそ ︑大企業
としての雇用を守る社会的
責任を果たすべきです︒
20

23

10

会社の対応は︑クーリン
グ期間を設けたり︑派遣か
らまた請負に戻したりし
て︑最長３年の期限を一時
的に回避しようとするもの
です︒ここには︑非正規労
働者をモノのように使い続
けるために ︑法の網をかい
くぐろうとする姑息な姿勢
しか見えてきません︒
﹁ 年以上働 いているが︑
月でクビになる︒仕事を
探してもまた派遣では悔し
い﹂⁝妻子のいる派遣労働
者の声です︒

厚生労働省の 月発表によると︑昨年 月 から今 年
月までに失職す る非正規労働者は 万 ９千人︑正 社
員の解雇数も４万７千人超と増加の一途をたどっていま
す︒大量の﹁非正規切り﹂が始まって１年︒彼らの失業
手当や貯金も底を突き︑炊き出しの行列が去年の２︑３
倍にもふくれあがり︑対策は待ったなしです ︒

各工場で問われる
﹁２００９年問題﹂
へ
の対応
現在︑各工場では︑製造
業の派遣可能期間の満了を
目前にして︑その対応がす
すめられています ︒工場に
よっては若干の差がありま
すが︑全体として①雇い止
め︑②クーリング期間化︑
③請負化︑④期間契約社員
化︑⑤正社員化の５パター
ンとなっています ︒
10

同一業務の派遣業務でも、あいだに
３カ月と１日だけ派遣を受け入れない
冷却期間＝クーリング期間 を設け
れば、３年の期間にカウントしないと
いうもの。しかし、これは日本共産党
の志位委員長の質問にたいして、当時
の舛添厚生労働大臣が、クーリング期
間後に再び派遣を就業させることを予
定している場合は違法と答弁した。

10

2004年３月の労働者派遣法の改正に
よって製造業への派遣が解禁となり、
2007年３月には派遣可能期間が当初１
年から最長３年へと延長された。2006
年頃に偽装請負が問題となり、請負な
どから派遣へと切替えが行われた。そ
して、2009年に最長３年の派遣可能期
間の満了を迎える。

12

クーリング期間とは

12

いわゆる「2009年問題」とは

（２）

ま
る
ぐ
は

労 働 者 派 遣 法 違 反を
ただちにやめよ！

「クーリング期間」などの悪用は許されない

急 が れ る労働者派遣
法の抜本改正

国際労働機関︵ＩＬＯ︶
の目的に関する宣言には︑
﹁労働︵者︶は商品ではな
い﹂﹁人をモノとして扱っ
てはならない﹂
と明記され︑
とりわけ非正規労働者の保
護が強調されています︒
ＥＵでは︑雇用責任 があ
いまいな労働者派遣は︑正
社員が休んでいる間の欠員
補充など︑文字どおり臨時
的・一時的な業務にきびし
く限定されています︒派遣
期間もきびしく規制され︑
それを超えて働かせる場
合︑派遣先企業が直接雇用
したものとみなす﹁みなし
雇用﹂が一般的です︒また︑
派遣労働者の均等待遇が
法律で定められています ︒
労働者が将来に希望を
もって︑人間らしく生き働
くことができる社会にする
ために︑少なくともＥＵ並
みの水準に早急に労働者派
遣法を抜本的に改正し︑安
定して働きつづけられる
ルールを確立することが必
要です︒私たち日本共産党
は︑その実現のために 奮闘
します︒

﹁サービス 残業﹂を日本
から根絶した場合︑労働総
研 の 試 算︵２ ０ ０ ８ 年
月︶によれば ︑それだけで︑
１１９万人分の雇用を生み
出し︑年収が５．７兆円増
えると報告されています ︒
内需拡大で景気回復 にもな
りますので ︑ぜひ実現しな
ければなりません ︒

時間外労働 の限 度を
国の基準に引き下げ︑
最低 時間連続の休
息時間を

会社は︑人員補充より安
上がりになる長時間労働
を︑﹁雇用調整弁 ﹂として
労働者に強いています︒
労働時間の短縮は︑人間
らしく生き︑人間的に成長
する上で一番の基礎となる
問題です︒人間生活 として
の時間を奪い︑体の消耗を
早める長時間労働は許せま
せん︒
時間外労働 の限度を︑現
行の１箇月 時間︵特殊業
務従事者等 １００時間︶︑
１年間５４０時間︵７２０

時間︶の目安から︑さしあ
たり﹁ 協定の延長限度時
間に関する基準﹂︵労働省
公示第１５４号︶で定める
左表の時間まで引き下げる
ことを求めます︒
また︑過労死やメンタル
ヘルス障害をなくするため
にも︑ＥＵで実施されてい
る 連続休息時間 を最 低
時間は確保︵深夜 時まで
働いたら︑
翌日出勤 は 時
以降︶
するよう提案します︒

12
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女 性 差 別 放 置す る日
本政府 への 国連 のき
びしい勧告

ことしは︑女性差別をな
くし平等を推進するしくみ

年にあたって

を 定 めた 国 連 女 性 差 別 撤
廃条約 が採 決されて 年
です︒しかし︑日本の女性
の社会進出は１０８カ国中
位︒賃金格差は非正規を
︻４頁へ続く︼

女性差別撤廃条約

雇用における男 女 平 等
の実現を！

80

違法﹁サービス残業﹂
を根絶して長時間労働
の是正を！
﹁サービス 残業﹂の根絶が
急務となっています︒

﹁サービス残業﹂は企
業犯罪 厚労省の通
達・指針の完全実施を

【厚労省の指針】

11

11

30

会社は労基署の
﹁サー
ビス残業﹂是正勧告を
忘れたのか
神戸工場では︑２００１
年に労基署より﹁サービス
残業﹂是正勧告を受けまし
た︒その後︑改善の兆しが
見えましたが︑恒常的な要
員不足により︑労働者は再
び﹁サービス残業﹂に負い
込まれています︒ノーツロ
グより 時 間 以 上 も過 小
に勤怠を申告している人や
ノーツを切って仕事をして
いる人も少なくありませ
ん︒働くものの命と健康︑
そして家庭も脅かされてい
ます︒
異常な長時間労働を是
正するためにも︑違法な
50

10

・使用者は︑賃金不払残業を
起こすことのないよう適正
に労働時間を管理する︒
・労働組合は︑チェック機能
を発揮して主体的に賃金
不払残業を解消するため
に努力する︒
・労使からなる委員会を設
置して︑賃金不払残業の実
態の把握︑
具体策の検討及
び実施︑具体策の改善への
フィードバックなどの体制
を整備する︒
・経営トップ自らによる決
意表明や社内巡視等によ
る実態の把握︒
・労使合意による賃金不払
残業撲滅の宣言︒
・特に︑始業及び終業時刻の
確認及び記録は使用者自
らの現認又はタイムカー
ド︑
ＩＣカード等の客観的
な記録によることが原則
であって︑
自己申告制によ
るのはやむを得ない場合に
限られる︒

30

｜

﹁サービス 残業﹂は︑労
基法で懲役６月以下または
万 円 以 下の 罰金 が科 せ
られる犯罪行為であり︑重
大なコンプライアンス違反
です︒ただちに﹁サービス
残業﹂を根絶するよう求め
ます︒
そのためにまず︑厚労省
が２００３ 年に出した﹁賃
金不払い残業の解消を図る
ために講ずべき措置等に関
する指針﹂を厳格に実施す
べきです︒その主な点を下
枠に列記します︒
勤務時間は︑そこに明記
されているように ︑ノーツ
ログではなくＩＣカードな
どで始業・終業を管理する
よう提案します︒
30

36

労働省公示第154号
時間外労働
期間
限度時間
１週間
15 時間
２週間
27 時間
４週間
43 時間
１箇月
45 時間
２箇月
81 時間
３箇月 120 時間
１年間 360 時間
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8:00

兵庫

8:00

7:55

明石

8:00

7:55

播磨

8:00

7:55

西神戸

8:00

7:55

播州

8:00

7:55

強いてきた大企業の責任は
重大です︒

20

﹁核兵器 のな
い世界﹂へ人類
が大きな一歩

8:00

母 性 保 護を 前提 とし
た 男女平等 の実 現に
力合わせよう

神戸

﹁ある社会における婦人
の解放の度合が全般的な解
放 の 自 然 の 尺 度 で あ る﹂
︵フーリエ ︶
女性が人間らしく安心して
働ける男女平等の実現は︑
人間社会の進歩の課題で
す︒労働者のみなさん︑と
もに力を合わせてがんばり
ましょう︒

体操開始時間

︵注︶フーリエ： 世紀前半
のフランスの思想家

就業開始時間

催された第５回アジア政党
国際会議では︑﹁核兵器の
ない世界をめざすべきだ ﹂
とした﹁アスタナ 宣言﹂が
採択されました︒当初の内
容は︑﹁究極の目標﹂とい
う内容でしたが︑会議に出
席していた日本共産党の代
表団が︑﹁究極の目標﹂で
は核兵器廃絶を棚上げする
ものだとして削除を求め︑
修正された宣言案は満場の
拍手で採択されました︒
これまでの日本内外の核
兵器廃絶をめざす草の根の
地道な運動が︑人類の大き
な一歩を踏み出させたので
はないでしょうか ︒

工場

国連安保理で
核兵器 をめぐる
問 題で 初め て首
脳会合が開かれ︑﹁核兵器
のない世界﹂を目指した条
件づくりに取り組むことを
決意した宣言が全会一致で
採択されました︒各国は︑
核兵器廃絶に向けて行動す
ることが求められることに
なりました ︒
また︑ときを同じくアス
タナ︵カザフスタン︶で開

神戸工場では就業時間前に行われていた体
操・ミーティングが労基法違反で是正勧告さ
れてからは、８時から行っていますが、他の
工場ではいまだに就業時間前の体操が行われ
ています。
体操への参加は任意のようですが、本当に
そうなのでしょうか？

グループカンパ
ニー３社の吸収
合併を発表

いまも続く就業時間前の体操

︻３頁より︼
含めれば男性の５割︑年収
２００万円以下の人が１
０００万人超でその４人に
３人が女性︑２人に１人が
非正規という状況です︒
国連は︑日本政府の条約
軽視の姿勢を批判し︑その
改善・是正をきびしく求め
ています︒鳩山内閣 がこれ
にどのようにこたえていく
か注視されます︒

34
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９月 日に︑川崎造船︑
ＫＰＭ︑Ｋプラント ３社を
川崎重工に吸収合併 するこ
とが突然発表されました︒
合併期日は︑来年 月１日
の予定︒
合併の目的は︑きびしい
経営環境の下で人材の有効
活用と財務基盤の強化など
があげられています︒
今後︑合併に合わせて︑
労働条件の引き下げや無理
な配転︑﹁派遣切り﹂など
を実施させないよう注視し
ていきます ︒
10

主要国 で最 低 水 準の
出生率１ ･
大企業の責任は重大
長期にわたる財界中心の
政治の結果︑不安定雇用の
拡大︑異常な長時間労働︑
賃金の抑制など︑子育ての
社会的環境 の悪化によって
子どもの出生率が１ ･ と
低迷しています︒これは日
本社会の基盤をゆるがす重
大問題です︒より安価な労
働力を得るために性差別を

﹁ 年 働い て い る の に
大卒の３年目の男の子に職
級を抜かれてしもうた﹂﹁公
務員は男女同じ給料でうら
やましい﹂ ･･･
職場の女性た
ちの声です︒
性 差 別 は労 働 者 全 体 の
賃金水準を下げる役割を果
たしているので︑その是正
は男女労働者の共通の課題
です︒労基法で定める女性
の 賃 金 差 別 の 禁 止︵第 ４
条︶や︑日本が批准してい
るＩＬＯ１００号条約﹁男
女同一価値労働同一報酬
の原則﹂を職場に徹底して
いくことが 大切です︒そう
すれば︑非正規の賃金格差
もなくしていけるでしょう︒
また︑女性は次の世代を
産みますので︑労働条件に
特別の保護を設ける母性保
護は︑雇用における男女平
等の実現にとって不可欠の
前提であり︑企業の社会的
責務です︒
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ご意見、ご感想、職場の話題などをお寄せください。メールアドレス：spum69u9@pony.ocn.ne.jp

