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ＭＩＣ2006年末闘争決起集会
11月 17日 18時 30分から豊島公会堂で年末闘

争決起集会が開催され、約 180人が集まりました。
冒頭、琵琶奏者の田原 順子さんが平家物語から祇
園精舎と那須与一（抜粋）を演奏しました。最後

に決起集会らしくチェ・ゲバラを謳った「花のう

た」を琵琶演奏にアレンジして歌い上げました。 
続いて嵯峨MIC議長が挨拶を行いました。 
「『偽装景気』に今、怒りを感じています。企

業の経常利益はバブル期に迫り『いざなぎ景気』

を超える景気が続いていると言うが、年収 300万
以下の労働者は 200万に増えて 1700万人になっ
ている。大企業や一部の勝ち組ばかりが豊かにな

り、社会的弱者にそのしわ寄せは来ている」と語

りました。さらに「安倍首相はタウンミーティン

グのやらせなどで『偽装世論』を作り上げながら、

教基法改悪や国民投票法案などの憲法改悪への一

歩を押し進めている。さらに外国メディアには『憲

法改正』について自ら話すのに、日本のメディア

には話さない。言論を尽くして進めていくのが政

治ならば、まさに彼は『偽装首相』である。今、

怒りを新たにして、

この決起集会を成

功させていきた

い」と訴えました。

(写真：嵯峨 MIC 議
長) 
次に「『メディア

に何を望むか』な

んて暢気なことを

言っている場合か？」と題してノンフィクション

作家の吉田司氏が特別講演を行いました。 
「安倍政権になってむき出しの国家主義が出

てくる。憲法改正を含めスケジュール的に 2～3

年という予想をしていた。このタイトルを決め

た時にちょうど北朝鮮の核実験の報道があった。

今の安倍政権ですから有事には臨検から戦闘行

為に入っていく怖れがメディアにあった。憲法

改悪問題を論じていても間に合わない。改憲反

対ではなく、戦争阻止というタイトルでないと

闘えない」と語

りました。 
(写真：吉田司氏) 

「国民投票法

案というシステ

ムを作るという

正面からの改憲

の動きが一つあ

る。『教基法の改正』『集団的自衛権の行使』な

ど平和憲法の外堀・内堀を埋めてしまおうとする

もう一つの動きがある。改憲の前に憲法 9条の意
味が失われてしまう。我々も総合的な考えで平和

憲法を守ることが必要である」と訴えました。 
「日清・日露の戦争も結節点となったのは、朝

鮮問題である。為政者は必ず朝鮮問題をきっかけ

に外敵に対する危機感をあおり戦争に導いてきた。

それを背負って安倍政権が登場している。今、拉

致問題などの政府の対応を見ると日本人を総動員

体制にもっていくために利用している」 
戦争への道が開かれる危険性を訴えました。 

「北朝鮮での核実験を行われた時に、動揺したの

は拉致被害者の家族でした。北朝鮮問題は、拉致

問題から核問題にステージがあがり、拉致の問題

は比重が下がる。しかし、拉致問題は安倍首相に

とっては、安倍マジックの生命線です。どうして

も維持しないといけない。そのために NHKに『拉
致問題』に関して命令がいくわけです。NKH に
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安倍マジックの生命線である拉致問題をやり続け

ろ、という指示だと思います。」 
NHK の放送命令に対しても警鐘を鳴らしまし

た。続いて、「国民投票法案をめぐる取り組み」つ

いて御田民放労連副委員長が報告を行いました。 
「この秋から国民投票法案に対する学習を深める

につれて、廃案にすべきだという思いを強くして

いる。民放労連では 10 月 6 日に『国民投票法案
に関する見解』を発表しました。国民投票法案は、

憲法改正の具体的な手続きに入れる『改憲始動法

案』だと位置づけ

ています。」 
(写真：御田氏) 
 国民投票法案を

めぐる民放労連の

取り組みを報告が

ありました。国民

投票法で定められ

た場合、賛成案・反対案が等しく国民に周知され

るわけではありません。広報の新聞紙面スペース

やテレビの広告時間は各党の議席比によって変わ

ってきます。国民投票法案が成立してしまうとメ

ディアが憲法改正のプロパガンダに利用される危

険性を指摘しました。 
続いて橘田事務局長から「講演・報告を含めて

年末闘争決起集会というより、今の情勢をめぐっ

ての決起集会になりました。憲法・教基法など諸

課題が山積しています。真実を知る立場にあるメ

ディアが国民に真実を知らせていくということが

大きな役割であることを再認識しました」と強調

しました。「メディアの役割を果たしつつ、争議の

解決を含めて生活を守る闘いを進めたい」と行動

提起を行いました。最後に争議団が壇上に上がり

全洋労 20世紀フォックス HE・金子解雇闘争（映
演共闘）・協和出版販売争議(出版)・新国立劇場争
議(音楽ユニオン)・一橋出版＝マイスタッフ争議
（出版）・ジャパンヴィステック争議（映演共闘）・

中山書店争議（出版）・医歯薬出版解雇事件(出
版)・「東映退職金カット裁判」争議（映演労連）・
凸版争議（全印総連）・東和システム争議(電算労)
の当該が自己紹介を行い支援を訴えました。年末

闘争決起集会アピール案が櫻岡仁氏（出版労連：

中山書店争議）から提案され、拍手で採択されま

した。最後に溝口玄氏(映演労連・統一東映労組副
委員長）の音頭で団結ガンバローを行って集会を

締めくくりました。 

11月 17日の夜の年末闘争決起集会に先立って
「平和と正義のための MIC・千代田区労協 11・
17 昼休みデモ・千代田総行動」が行われました。
錦華公園に約 200名が集合し、嵯峨議長が年末闘
争とあわせて憲法を守る闘いの輪を広げてよう、

と訴えました。(写真：横断幕を持つ各単産代表) 

 
午後 12時 15分には錦華公園を出発して、靖国

通りでデモ行進を行ました。「憲法改悪反対！」「憲

法 9 条を守ろう！」「日本を『戦争する国』にす
るな！」「言論・出版の自由を守ろう！」などのシ

ュップレヒコールが神保町にこだましました。靖

国通りをデモ行進して、専修大学前を通過して、

俎橋児童遊園内で午後 1時過ぎには解散しました。 

 
11月 21日、MICと中央地区労協が共催する「教

育基本法･憲法改悪反対!年末要求実現 平和と正
義のための 11・21 夜の銀座デモ」が行われまし
た。午後 6 時 30 分には歌舞伎座そばの築地川銀
座公園で集合、嵯峨 MIC 議長と美濃山中央区労
協副議長が、呼びかけ団体代表挨拶を行いました。

次に出版労連の前田書記次長が教基法改悪反対の

決意表明を行いました。最後 MIC 各争議団・中
央区の各争議団も紹介されました。 
午後 7時にはジャンボ風船を先頭にデモ隊は出

発、メインスローガンに「教育基本法･憲法改悪反

対! 年末要求実現」を掲げた今回のデモに約 250
人が参加しました。「夜の銀座デモ」と大きく書か

れた風船を先頭に銀座の目抜き通りをデモ行進し

ました。「憲法改悪反対」など、年末闘争とあわせ

て様々な要求内容が銀座の夜にこだましました。 

11・21 夜の銀座デモ 

11・17ＭＩＣ昼休みデモ 
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ＭＩＣ11・29 

争議支援総行動 

 
11 月 29 日の午前 10 時 45 分から MIC11・29

争議支援総行動が行われました。 
 
20世紀フォックスホームエンターテイメント 
 最初の争議支援行動は、20世紀フォックス HE
前からとなり約 50名が参加しました。2004年 1
月 16日、IT部門で働いていた金子清長さんは、
上司から突然解雇を告げられました。金子さん

は、納得がいかず組合（全洋労）に加入して解

雇撤回闘争に立ち上がりました。労働組合によ

る交渉で追及しましたが解決に至らず昨年 12
月東京地裁に訴えをおこしています。 
 社前抗議行動では MIC を代表して橘田 MIC
事務局長(出版)が連帯の挨拶を行いました。社
前集会後に会社側に要請行動を行い、会社側は

争議支援メンバーを全員を会議室に入れて対応

しました。申し入れに対して社長・役員ほか弁

護士も出席しました。衆人環視の中で、MIC側
の要請団も早期の解決を要請しました。要請行

動後、社前でシュプレヒコールを行いました。 
 
(写真：社前抗議集会) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(写真：会社側への申し入れ) 

協和出版販売 
 
 午前 12時 10分には協和出版販売に移動しまし
た。社前抗議行動には約 90 名が結集しました。
出版物の取次業を営む協和出版販売は、1998年の
60歳定年制の法制化に伴い、従来の 55歳定年か
ら 60 歳までの延長期間について、一方的に「基
本給 20 万円」に切り下げという大幅な賃金カッ
ト（30～40％）を強行しました。今は高裁で係争
中です。MICを代表して大原MIC事務局次長(印
刷)が連帯の挨拶を行いました。会社側は玄関のカ
ギをかけたまま黙視していました。地域を代表し

て板橋区労連の代表からの連帯の挨拶がありまし

た。最後に当該から決意表明があり、シュプレヒ

コールの声をあげて、働くものに犠牲を転嫁する

経営者に怒りの声をぶつけました。 
 

 
 
(写真：当
該の決意

表明) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(写真：社前でのシュプレフコール) 

中山書店 
  
協和出版の社前行動後、MICから嵯峨議長（新

聞）ほか大原(印刷)・井戸(民放)・平川(出版)・梯
(映演労連)の総勢 5 名、対策会議を代表して出版
から柏木・田辺が要請行動を行いました。 
株式会社中山書店は医学書出版社ですが、会社

は 1人を除く全従業員を「一般管理職」と通称し
て「管理職」扱いにし、時間帯手当を支払ってい

ません。2001 年 4 月に会社は「前年度の年収を
下回ることはない」とだけ話し、また「一般管理

職」の同意を得ないまま年俸制を導入しました。

2003年夏に、会社は出版情報関連ユニオンの組合
員の年俸額を一方的に引き下げました。一方的な
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年俸額引き下げの取り消しと、時間外手当一部未

払いの支払いを求めて東京地裁で係争中です。 
 会社側は役員が出てきて対応しました。争議の

1日でも早い解決を会社側に要請しました。 
 
新国立劇場 
 
中山書店と同じように協和出版の社前行動後、

新国立劇場に要請行動を行いました。当該の音楽

ユニオンから川本・安並、MIC各単産から橘田事
務局長（出版）ほか河原井(印刷)・碓氷（民放）・
緒方（映演共闘）・金丸（映演労連）・福山（広告）・

篠塚（電算）が要請行動に参加しました。 
2002年の試聴会（オーディション）で音楽ユニ

オン合唱団メンバー（八重樫さんを含め 9人）を
不合格とし、音楽ユニオンが抗議したため、この

時は全員の不合格が撤回されました。同年 8 月、
音楽ユニオンは団交を申し入れ、新国側はこれを

拒否、03年 2月、試聴会の結果を理由に八重樫さ
んの契約更新を拒否しました。 
同 3月、音楽ユニオンは都労委へ不当労働行為

の救済申立を行い、05年 6月に出された都労委命
令は八重樫さんを労組法上の労働者と認め、団交

拒否を不当労働行為と認定しましたが、現職復帰

はなりませんでした。今回の要請行動では財団側

に東京都労働委員会の命令を受け入れ、音楽ユニ

オンとの団体交渉に応じ、紛争の早期解決を決断

さするよう強く申し入れました。 
 
一橋出版＝マイスタッフ 
 
 一橋出版=MS争議は 2001年から加藤さんに教
科書編集を担当させ、教科書を検定合格させた

2003年、「派遣終了」の名目で解雇したことが発
端です。一橋出版が親会社である同社が支配する

マイスタッフを派遣元、一橋出版を派遣先とする

形式的な体裁を取ることで、使用者責任を回避し、

実質的な解雇を強行した派遣法悪用事件です。11
月 2日、最高裁は上告を棄却しましたが、この不
当決定は司法に対する信頼を完璧に失墜させただ

けでした。今後は運動の力で加藤さんを職場に戻

そう、と一橋出版の社前に約 140名が再結集しま
した。 
 最初に嵯峨 MIC 議長が支援共闘会議議長とし
て挨拶を行いました。当該の五十嵐書記長からの

報告に続き、連帯の挨拶が終わり、最後に加藤さ

んが決意表明を行いました。その後、要請団で会

社側に申し入れを行おうとしましたが、玄関と止

められ、要請団と会社側の間に緊張感が走りまし

た。組合との話し合いを拒む会社側の対応に抗議

して、シュプレヒコールを力強く唱和しました。 
(写真：決意表明をする加藤さん) 

 
 
 
 

 
 
(写真：会社側に申し入
れを行う嵯峨議長) 

 
ジャパンヴィスティック 
 
 一橋出版社前抗議行動を終えて、ジャパンヴィ

スティックの社前に 90 名が集まりました。テレ
ビ番組制作会社㈱ジャパンヴィステック(東京・中
野区)は、契約社員として働いていた松本純子さん
に対して 01 年のスポーツ映像事業部 5 人のリス
トラにつづいて 02 年 2 月に１回目の解雇を通告
しました。組合との交渉で職場に戻りましたが、

松本さんとユニオンが職場要求を掲げて春闘要求

を提出すると二度目の解雇を強行しました。 
 都労委では「解雇撤回、職場復帰、未払い賃

金全額支払え」という全部救済命令が出ました

が、会社は未だに解決を受け入れません。 
 MIC を代表して碓氷民放労連委員長が連帯
の挨拶を行いました。最後に当該の松本純子さ

んが決意表明を行いました。 
(写真：決意表明を行う松本純子さん) 


