アメリカと財界にモノ言えない
「二大政党」に国民的不信

メールアドレス
spum69u9@pony.
ocn.ne.jp

ご意 見や投稿 など
もお 寄せください

日本共産党にご支持頂い
たみなさんに心からお礼申
し上げます︒
昨年の総選挙では︑自公
政権が国民の厳しい批判を
受けて︑歴史的大敗を喫し
退場しました︒
そして︑今度は︑民主党
政権の迷走と裏切りに対し
厳しい審判がくだされまし
た︒同時に︑下図の得票数
に見られるように ︑自民党
政権への復帰を求めるもの
でもありませんでした︒
あまりにアメリカと財界
にモノ言えない政治の土俵
に乗った﹁二大政党﹂全体
に︑国民的不信がつきつけ
られたというのが ︑参議院
選挙の結果ではなかったで
しょうか︒
そして︑その古い土俵に

代わる新しい政治を国民的
規模で探求する時代に入っ
たと言えるでしょう︒
私たち日本共産党は︑み
なさんと固く連帯し︑暮ら
し最優先の政治と人間らし
く働ける職場の実現のため
に奮闘します︒みなさんの
ご支持をよろしくお願いし
ます︒

ホームページ http：
//www.jcp‑kawajyu.jp/

猛暑の中のお勤めたいへ
んご苦労様です︒
猛暑手当
もほしいですね︒
お体には
十分気をつけてください︒

日本共産党
民 主 党
自 民 党
公 明 党
社 民 党
みんなの党

お気軽にご相談ください
秘密厳守

読者からの投稿特集

前回比
議席 得票数（万）
‑1
‑84.4
‑10
‑480.6
+13
‑247.3
‑2
‑12.6
‑1
‑39.2
+10
―

新
議席
6
106
84
19
4
11

TEL：341-3235
FAX：341-3236
︵２〜４ページ︶

携帯サイトhttp:
//www.jcp‑kawajyu.jp/i/

参議院選挙の結果

日本共産党
川崎重工委員会

困ったときの110番

暮らし最優先の政治と
人間らしく働ける職場の
実現へ！

はぐるま

参議院選挙の結果

夏季号

２０１０年

N O .２ ０ ４
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アフリカ大陸で初の
ワールドカップは ︑観
客数が３００万人︵３
番目の記録︶を超え︑たい
へん盛り上がりました︒
初優勝したスペインは︑
見事な総合力でした︒失点
が１次リーグの２失点のみ
という強固な守備力と︑そ
れを土台にした攻撃的なパ
スサッカーは︑今後の世界
の主流となると言われてい
ます︒
控え目で温厚で知られる
デルボスケ・スペイン監督
は︑選手とよく会話して気
分よくプレーできる環境を
つくり︑一人ひとりのモチ
ベーションを高め︑個性豊
かな集団をつくりあげたと
評されています︒
攻撃的なパスサッカーを
支えたのは ︑個々の高い技
術は言うまでもありません
が︑パスを出す相手への信
頼と配慮を備えたチーム
ワークではなかったでしょ
うか︒
﹁高度な総合技術力﹂を
めざす川重としては︑スペ
インサッカーから学びとる
べきことが多いのではなか
ろうか︒

大河

﹁職 場 に 憲 法 を 活 か す
会﹂から２名が出席し発言
しました︒︵全体の出席者
は６７６名︒︶

川重株主総会︵６月︶
でアスベスト・雇用問
題 等に つ い て要 請︱
社 長が 派 遣 労 働 者を
調整弁 と発言

読者の広場
1アスベスト問題
︿要請﹀インターネットで
アスベスト受診を呼びかけ
ていますが ︑これでは 対象
者全員に届きません︒川重
でも新聞折り込みや電話で
呼びかけてはどうか︒特に
下請け労働者にも呼びかけ
て欲しい︒
︿会社回答﹀インターネッ
トで︑アスベスト受診の呼
びかけと
５０００人
にダイレクト
メールを送っ
ている︒
OB

（２）
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る
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二 雇用問題
︿要請﹀①昨年から今年３
月まで多くの派遣労働者が
辞めさせられ︑残った人は
請負や契約社員として働い
ていますが ︑﹁いつ辞めさ
せられるか不安で仕方がな
い﹂と言っています︒雇用
の安定のないところに技術
の継承や企業の発展はあり
ません︒内部留保を使って
雇用を守ってほしい︒
︿会社回答﹀技術伝承プロ
グラムを作っている︒
︿要請﹀②三菱長崎では企
業内に保育所を作って労働
者に喜ばれている︒雇用を
増やす上でも川重でも作っ
てはどうか ︒
︿会社回答﹀外国の工場で
は作ろうと検討していま
す︒日本でも考えていきた
い︒
貴重な意見ありがとう︒
三 特別損失について
︿質問﹀アメリカの工場で
人減らしをして多額の損失
を出している︒日本での人
減らしは金は使っていな
い︒これは川重が言ってい
るミッションステートメン
ト︵使命︶に違反している
のではないか︒派遣労働者
は何人減らしたのか︒

︿会社回答﹀アメリカでは
正社員を減らしたので退職
金などに金がいった︒日本
では派遣労働者を切ったの
で金はいらなかった︒派遣
労働者は仕事量と雇用の調
整弁としている︒どこの企
業も行っている︒法律には
触れていない︒派遣切りは
派遣会社の責任である︒派
遣労働者は変動するので何
人減らしたのかこの場では
分からない ︒
︿抗議﹀調整弁とは何か！
労働者を解雇して何人減ら
したのかわからないとはど
ういうことか！
︿会社回答﹀間違った言い
方をしたのであれば︑正さ
なければならないかもしれ
ない︵社長︶︒派遣労働者
は現在９０００人です︒減
らした数はわからない︵担
当者︶︒
四 安全問題
︿要請﹀経験の浅い人や︑
高齢者に災害が多くなって
いる︒安全教育の強化と︑
高齢者に危険な作業をやら
さないようにしてほしい ︒
︿会社回答﹀労使で取り組
んでいる︒災害件数 は減っ
ている︒

感想
株主には一株３円の配当
がされた︒川重のミッショ
ンステートメントには﹁世
界の人々の豊かな生活と地
球環境の未来に貢献する﹂
と謳っている︒儲けは︑株
主よりも雇用を守るために
使って欲しい︒︵神戸・Ｈ︶

労 働 組 合の 選挙制度
に一言！

会社に入社して労働組合
の執行部や支部委員の選挙
を数回経験 しましたが︑当
初から疑問に思っているこ
とがあります︒
それは︑立候補している
人の中から︑一人が一名を
選ぶのではなく︑定員内の
複数の人を選ぶ制度です︒
投票は一名を選び︑当選
者は上位から順に決めるべ
きではないでしょうか︒
︵神戸・Ｆ︶

播 磨 工 場の 組合選挙
驚いちゃいました

投票日に職場委員から
﹁選挙まだのようですが ︑
行ってくださいね ﹂と言わ
れ 昼休 み 前なのにな
ぜ？ と不思議に思いなが
ら︑投票場所 の食堂に行き
ました︒
なんと︑そこに投票用紙
を記入する衝立のある場所
が見当たりません︒﹁記入
場所はどこですか ﹂と係の
人に問いかけると︑
﹁ここ﹂
と言って彼らの座っている
前のテーブルを指差しまし
た︒驚いている私に︑更に
驚きが︑下敷きと同じくら
い の 衝 立？を 置 い た の で
す︒思わず﹁こんなところ
で書けない﹂
と発しました︒
選挙は小学生の学級委
員選挙から成人となっての
国政選挙と色々と経験をし
ていますが ︑記入内容 が他
人に見られる可能性がある
選挙は初めてです ︒他の工
場も同じ状況でしょうか？
最後に︑播磨工場労働組
合へ︑労働組合 は民主主義
の砦だと常々思っていま
す︒是非国政選挙と同程度
の衝立のある投票所確保を
お願いします︒︵播磨・Ｈ︶

厚労・国交省への要請
行動︵７月 日︶
重工産業労組らが例年
実施している厚労・国交省
要請行動に一緒に参加しま
した︒川重に関係する点を
以下に紹介します︒なお︑
約１１０６億円の税金で
建て替えられた衆議院議員
会館はたいへん立派なもの
でした︒︵神戸・Ｙ︶

と需要にギャップを生
の趣旨から助言の対象とな
じ︑不況がくると 思う︒
る︒できるだけ直接雇用し
て下さいということになる︒ ・かつて造船不況 のとき︑
日本が生産を引き締めれ
このような実態あるいは
ば価格は戻ったが︑いま
おそれがある場合︑労働局
はだめ︒世界の造船界で
へ相談して下さい︒指導課
供給を絞める合意は難し
の方が就業現場を見て︑法
い︒日本に造船業を残せ
違反があれば是正指導 をす
るかの瀬戸際にきてい
る︒このことについては ︑
る︒
労働局に口を酸っぱくなる
・日本は︑世界の中で有数
ほど指導している ︒
の海運会社を３つ持って
︿要請﹀厚労省は︑脱法は
いる︒受注の７割が日本
許さないという姿勢で臨む
船主の発注︒国として︑
べきだ︒
ＣＯ２削減の技術開発
や省エネをすすめてお
り︑各社がやりたい技術
に補助していく︒海運会
社と共同で技術力をアッ
プしていく ︑これで競争
力を高めていく︑これし
かないと思っている︒

・﹁成長戦略﹂は５つの分
野がある︒その一つに海
洋︑ここに海運・港湾・
造船が含まれている︒港
湾では︑韓国の釜山︑中
国の上海︑これらに 勝て
るようなハブ港をつく
る︒日本に船主がいなく
なるとだめなので ︑日本
の発着貨物を増やしてい
く必要がある︒
・これからの造船では︑有
期雇用では会社として続
かない︒高い生産性を維
持するための技能者が集
まらない︒会社の競争力
を支えるに必要な人たち
は︑安定的な形で雇用す
べきだ
と思う︒

川重はこれまで、
派遣労働者の
雇い止め、ゴミ焼却炉の談合問
題、基準を超える窒素酸化物の排
出等、種々の問題を起こしてお
り、地域・社会から認められる状
況ではありませんでした。
10月の４社再統合を機に、業
績の追求だけでなく、地域・社会
に貢献し、世間から「いい会社」
だと言われるような会社になって
ほしい。（神戸工場 Ｔ）

︽日 本 造 船 業 の 今 後 の 見
通 し︱ 国交省海事局船
舶産業課長のお話︾
・需要の見通しとして ︑中
長期的には中国の経済発
展もあり右肩上がりだが︑
２０１３年から建造能力

持ち株ですが、
正社員だけ配布
された資料に 6％の奨励金が支
給 となっています。同じように
働いている派遣・契約社員にはあ
りません。不公平です！
（コガネムシ）

︽クーリング・オフの悪用
に対す る厚労省の回答 ︾
同じ会社内の複数の派遣
業務で︑順次クーリング期
間を設け︑派遣期間の制限
を回避するケースは︵明石
工場単車製造部門がその
例︶︑ただちに法違反とは
言えないが ︑労働者派遣法

昼休み時間の12時消灯は止め
てほしい。暗い中での昼食は、本
当にみじめになります。職場が食
堂になっているのだから、
昼休み
中は電気をつけてほしい。エコよ
り環境改善を第一に。
（神戸本社）

20

現在、
派遣として働いているの
ですが、正社員（班長）の態度が
悪くて困っています。仕事のミス
で指導教育されるのは仕方ない
と思いますが、まるでヤクザかチ
ンピラのように喧嘩腰で怒鳴ら
れ・・あげくの果てには、「お前
なんか首にしてもたろか！」
など
と、
人の足もとを見た発言をしま
す。 なぜそんな喧嘩腰に言うの
か？ とこちらからも問うと、
「腹
が立つ、ムカツク・・」
職場長にも相談を考えました
が、
職場の風紀がどうも全体的に
そんな感じなので・・
（ＫＰＭ 派遣社員）
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今年の納涼祭

毎年の納涼祭は︑盆休み
前にホッと気持ちが和むひ
と時になっています︒
でも今年はグランドがビ
ル建設工事で使えないた
め︑正門からの道路に椅子
を並べ︑
屋台が出てのビア・
ガーデン会場となりまし
た︒熱中症にかかる 人もい
た猛暑の毎日でしたので︑
思うほどの人が集まりませ
んでした︒
機械の現場では︑機械食
堂で納涼会を行なっていま
したが︑店を予約してとこ
ろも多いらしく︑食堂内は
ガラ〜ンとしていました ︒
何はともあれ日頃机を並べ
て仕事している者同士が︑
仕事を離れ冷たいビールを
飲みながら 歓談したり︑久
しぶりに声をかけた人もい
て︑楽しい気分で家路に着
きました︒
︵神戸・Ｈ︶

JR

ぶらり平城京散策

友人４人と奈良で開催
中の﹁平城遷都 １３００年
祭﹂に行きました ︒阪神三
ノ宮から奈良へ乗り換え無

ことは間違いないでしょ
う︒
しかし︑
リフレッシュルー
ムの使用や喫煙は︑主に現
場で採用されている タイ
ムと称する︵休憩時間では
ない︶
時と ３時か
ら の 分 間の み使 用す る
ことを指導されています ︒
形だけでなく名実ともに働
きやすい職場にしていきた
いものです ︒
︵兵庫・Ａ︶

しで行けます︒﹁せんとく
ん平城京１日乗車券﹂格安
切符は三宮から奈良まで１
日乗り放題で往復で１５０
０円と大変お得です︒
かんかん照りの暑い日で
したが大和西大寺︑平城京
跡︑東大寺︑猿沢の池︑奈
良町︑薬師如来拝観 をワイ
ワイ楽しく散策しました ︒
古の奈良の都の壮大な歴史
ロマンに改めて感動しまし
た︒
色々なコースがありハイ
キングコースにも出来ま
す︒格安切符は 月７日ま
でです︒他にも色々な割安
チケットもあります︒別途
拝観料・入場料が必要です
が︑１３００ 年にタイムス
リップを体感してみてはい
かがでしょうか︒
︵神戸・Ｉ︶
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兵庫工場新本館ビル
兵 庫 工 場 の 階 建て 新
本館ビルは︑リフレッシュ
ルームが各階にあり︑給茶
機と自動販売機が置いて
あって︑数人座れるテーブ
ルセットなどが置いてあり
ます︒その窓からは六甲の
山並みが見渡せ︑市街道路
を 走っ て い る車 や の 列
車の流れなどが見られま
す︒なかなか 癒せる空間で
もあります ︒それと車椅子
が入れる４畳半くらいのス
ペースの身障者用 トイレが
いくつかあります ︒
このように見れば仕事に
疲れたらリフレッシュルー
ムで仲間とホッと一息つい
て英気を養うことが出来︑
車椅子を使う身障者の人も
働ける理想的な環境にある

QC

造 船の 製造現場 では
保 護 眼 鏡を 装着 する
ことを義務化する
川崎造船はこのたび︑﹁工
場内作業時における保護眼
鏡装着基準 ﹂
を定めました︒
今 年の ５月 日 に 神 戸 工
場で︑作業中工具が左目に
当たり︑眼球破裂という災
害の再発防止策として定め
られたものです︒
﹁眼は︑人間にとって最
も重要な感覚器官でありな
がら︑外傷に対しては極め
て脆弱な器官である﹂との
認識から︑全国的に製造現
場で保護眼鏡装着義務付
けの傾向にあるようです ︒
川崎関連の全工場でも保
護眼鏡の装着が義務化され
災害防止に役立つことを
願っています︒︵神戸・Ｎ︶

PM

比例代表は民意を反映
する唯一の選挙制度です。
国会議員が 身を切る
というなら、
憲法違反の政
党助成金（年総額約320億
円）を廃止すべきです。
消費税増税の地ならし
のために、「国民の民意」
である比例代表を削減し
ようとするもので、
日本の
議会制民主主義を守るた
めに決して許してはなり
ません。

AM
10

10

菅首相が比例定数削
減の年内実行と答弁

12

サービス 残業の根
絶 こ れ は納 得です。僕
は、せめてこれを何とか
し て欲し い と思っ て ま
す。 （ＫＰＭ・Ｉ）

26

ビラに アメリカと財
界にモノ言える党 とあ
りますが、アメリカがな
ぜそんなに悪いのか。な
ぜなのでしょうか？ 僕
はアメリカが好きなんで
す。
（アメリカ好きな★より）

神戸工場に新ビル建設
神戸工場ではカワサキプ
ラントシステムズが入居し
ている５号館に代わる新ビ
ルの建設が進められていま
す︒工事現場を５号館各階
の窓際から見られるという
事で︑多くの従業員にとっ
ては珍しく︑勉強になると
評判だったそうです︒通常︑
工事現場はよく見かけます
が︑上から見られることは
まずありません︒
ところが︑騒音問題から︑
防音シートが張られてしま
い︑
うっとうしいだけになっ
てしまいました︒窓際族が
増えて仕事の効率が落ちる
と心配した訳ではないと思
い ま す が︑せ め て 透 明 の
シートを張ってくれたら良
いのにとの声も上がってい
ます︒
来年秋にはセキュリ
ティーの完備した新ビルが
完成します︒従業員の入退
場 記 録 も し っ か り 行 い︑
サービス残業も一掃しても
らいたいで
すね︒
︵神戸・Ａ︶

「はぐるま」の感想

（４）
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