
 - 1 - 

MIC 秋年末闘争決起集会 

2010 年 11 月 5 日(金)の午後 6 時半から文京区

民センターで MIC10 秋年末闘争決起集会が開催

され、約 260 名が参加しました。 
最初に主催者挨拶で東海林

議長が「人間らしく働きたい、

という私たちの要求について

声を上げ続けていかなければ、

何も変わらない。この 10 年

間で 40 兆円もの労働者の所

得が奪われています。秋季年

末闘争を通じて、我々が失ったものを取り戻しに

きましょう」と訴えました。 
続いて東東京大学名誉教授の田端博邦氏が「時

代の転換～ネオ・リベラリズムからの脱却～」と

いうテーマで講演を行いました。 
田端氏は「100 年に一度の危機」と言われた

2008 年と 1929 年の世界恐慌との比較から考察し

ながら「人々の雇用と生活を保障する力の原点を

探っていくと労働運動の力であり、その力は時代

を転換させる力を持っている。またマスメディア

も歴史的な視点をもってほしい。いまの時代がど

ういう時代なのか。そこからどこに動いているの

か。見通しを持つべきだ」と訴えました。 
次に新聞労連の田中副委員長が「沖縄問題への

取り組み」について特別報告を行いました。田中

副委員長は、今年の MIC としての普天間包囲行

動への参加や反戦ティーチイン「普天間報道 な

ぜ違う〈沖縄〉と〈東京〉」の共催などの報告を行

いながら「マスコミの論調は、社内の議論から生

まれています。やはり現地に行く、問題意識を共

有する取り組みは重要」と訴えました。 
各単産代表の決意表明に続いて争議団が支援

を訴えました。続いて平川事務局長が「講演では

マスコミ労働者への励ましや労働運動への期待を

語っていただきました。平和と正義、それに文化

を大事にする運動を秋季年末闘争で広げていきま

しょう」と行動を提起しました。 
最後に秋年末闘争決起集会アピール案が提案

され、拍手で採択されました。最後に団結ガンバ

ローを行って集会を締めくくりました。 
 

夜の銀座デモ 

 11 月 12 日、MIC と中央地区労協が共催する「秋

年末闘争勝利・夜の銀座デモ」が行われました。

メインスローガンとして「許すな雇用・労働条件

破壊！ なくそう格差と貧困！ 10 秋年末闘争勝

利！ 普天間基地無条件返還！」を掲げた今回のデ

モには約 260 人が参加しました。午後 6 時半から

歌舞伎座そばの銀座公園で集会を行い、MIC 代表、

中央地区労協などの代表あいさつに続き、新賃金

制度導入反対で闘っている日本テレビ委員長から

報告と支援のお願いがありました。争議団紹介が

あり、UIP 映画争議の湯浅さんの団結ガンバロー

で締めくくりました。 
 今回のデモは、翌日の横浜で開催される APEC
首脳会議の影響で、警察からの警備要員が少なく、

各単産から警備要員を募ってデモを行いました。 
午後 7 時に東銀座をスタート、「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「年

末一時金を勝

ち取ろう！」

「労働者派遣

法を抜本改正しよう！」「均等待遇を実現しよ
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11.24 東大赤門前宣伝行動 
 

う！」「格差の拡大を許すな！」など訴えました。

いま、東映アニメで、26 年以上働き続けている動

画労組組合員の千田国広さんに解雇予告が出され

ています。銀座にある東映本社前では「東映アニ

メは千田さんの解雇予告を撤回しろ!」「東映は、

東映アニメ解雇争議を解決しろ！」とシュプレヒ

コールを行いました。 
 

11.17 昼休みデモ 

11 月 17 日(水)の午後 12 時 10 分からに千代田

区春闘共闘と日本マスコミ文化情報労組会議

（MIC）の共催で「いのち、くらし、憲法を守る

運動をさらにすすめよう 10秋年末闘争勝利 11.17
昼休みデモ」が行われ、約 120名が参加しました。  

12 時過ぎには神保町の錦華公園に集合しまし

た。最初に東海林議長が「消費回復の兆しが見え、

GDP が一時期持ち直した話も喧伝されています

が、私たちの手元には回ってきていません。この

年末闘争で取りに行きましょう」と訴えました。 
午後 12 時 20 分には錦華公園を出発して、靖国

通りでデモ行進を行いました。富士通系ソフト開

発会社の東和システムで働く課長代理の小林さん、

松木さん、小番（こつがい）さんの 3 名が、07
年 3 月に管理監督者でないと未払い残業代支払い

を求めた裁判は高裁判決が確定し、未払い残業代

が支払われました。しかし、会社側は提訴した原

告を「憎し」とばかりに 08 年 11 月一般職に不当

降格し、経済制裁を加え、仕事外しは 2 年を超え

ています。 
スタート地点から 50 メートルほどのところに

東和システムの本社はあり、靖国通り手前あたり

から「東和システムは組合員いじめをやめろ！」

「東和システムは、争議を解決しろ！」「すべての

労働争議に勝利するぞ！」とシュプレヒコールを

行いました。 
靖国通りに入り、神保町をデモ行進しました。 
「年末一時金要求を前進させよう！」「もっと

本や新聞を読もう！」「労働者派遣法を抜本改正し

よう！」「普天間基

地の辺野古移設反

対！」「平和憲法を

守れ！」というシ

ュプレヒコールが

本の街・神保町に

響きました。 
（写真：靖国通り） 

 

2010 年 9 月に東京大学社会科学研究所の「人

材フォーラム」が実施した「請負社員・派遣社員

の働き方とキャリアに関するアンケート調査」の

「調査結果概要 －労働者派遣法改正の評価と今

後のキャリア希望を中心に－」がマスコミ等でも

取り上げられ、派遣労働者らが労働者派遣に対す

る規制強化に反対しているかのように報道がされ

ました。（下記がアンケートの問題となった設問） 

これに対して 11月 24日(土)午後 12時半より派

遣法共同行動主催で人材フォーラムの第 2 回ワー

クショップにあわせて、東大赤門前での宣伝行動

が 12 時半から行われました。MIC の他に連合、

全労連、全労協、日本労働弁護団などからも街宣

行動に参加しました。 
街宣行動では、東海林 MIC 議長が「この偏っ

た調査結果を容認できません。学問の真価が問わ

れています。アンケートのやり方、調査結果を見

れば、調

査責任者

が厚生労

働省の会

議に学識

経験者と

して出席

するに値

しない」と訴えました。（写真：東大赤門前抗議行動） 
続いて多くの労組関係者が東大構内で開催さ

れた「人材フォーラム第２回ワークショップ」に

も参加しました。ワークショップには派遣会社か

らの参加者も多数見受けられました。用意した会

場には、定員オーバーで入りきれないほどの盛況

でした。前半にはアンケートの分析結果の説明が

あり、後半の質疑応答の時間には労組幹部、労働

弁護団を中心に、アンケートの矛盾を追及する質

問が出ました。 
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社前要請行動 
A9：00～9：25 東和システム(電算労） 

10：00～10：25 三晃印刷(全印総連） 

10：55～11：20 大日本印刷(全印総連） 

11：35～12：00 東映アニメーション(映演労連） 

12：35～13：00  ブルームバーグ(新聞労連） 

14：20～14：45 文化庁(音楽ユニオン） 

15：25～15：50 パラマウント・ジャパン(映演共闘) 

16：25～16：50 Ｃ＆Ｓ・日本ファンド（出版労連） 

東和システム(電算労) 

 MIC争議支援総行動は午前9時の東和システム

の前での社前要請行動からスタートしました。 
会社の不当労働行為と闘う東和システム社前

行動には約 70 名の MIC の仲間が結集しました。

MIC を代表して映演労連・金丸委員長が主催者挨

拶を行い、MIC 争議団を代表して三晃印刷争議・

是村さんが連帯の挨拶を行いました。 
千代田区労協の連帯の挨拶に続き、当該の経過

報告がありました。最後に「東和システムは人権

侵害を止めろ！」「東和システムは不利益変更を止

めろ！」「東和システム

は 組 合 差 別 を や め

ろ！」「東和システムは

労基法を守れ！」とシ

ュプレヒコールで要請

団を送り出しました。

（写真：松木さん、小番さん） 

三晃印刷㈱(全印総連) 

午前 10 時から三晃印刷の社前行動を開始して、

約 110 名が参加しました。三晃印刷労組は、一方

的な賃下げなど不利益変更に対し東京地裁で係争

中です。MIC を代表して

電算労・小林議長が主催

者挨拶を行いました。産

別挨拶を代表して全印総

連・加藤委員長（写真：加

藤委員長）が「経営側は争

議解決して正常な労使関

係を築いていくつもりあるのでしょうか？ 労使

関係の改善無くして企業の発展はありません。産

業の未来も見えてきません」と訴えました。 
MIC 争議団を代表してブルームバーグ争議

団・松井さんが連帯の挨拶を行いました。 
「三晃印刷は、労働者いじめを止めろ！」「三

晃印刷は、賃金カットを撤回しろ」「三晃印刷は、

全印総連を認めて正常な労使関係を作れ！」 
シュプレヒコールで要請団を送り出しました。 

大日本印刷(全印総連) 

次に午前 10 時 55 分より大日本印刷で社前行動

を行いました。大日本印刷の社前行動には、約 115
名の参加者があり、この日の MIC 争議支援総行

動の最大の参加者数となりました。 
橋場さんは大日本印刷の子会社、(株)DNP ファ

インエレクトロニクスで違法な偽装請負として働

いていた 2009 年 1 月に不当解雇され、現在、さ

いたま地裁で係争中です 
 MIC を代表して東海林 MIC 議長が主催者挨拶

を行いました。MIC 争議団を代表して東映動画労

組・坂西委員長が連帯の挨拶を行いました。当該

の橋場さんから

報告もあり、最

後にシュプレヒ

コールで要請団

を送り出しまし

た。（写真：横断幕） 

東映アニメーション(映演労連) 

午後 10 時 55 分から東映アニメーション本社前

で社前行動を行い 102 名が参加しました。東映ア

ニメは、26 年東映アニメで働いている契約者の千

田さんを来年 3 月で契約を打ち切ると通告してき

ました。現在は解雇予告撤回を

求めて地裁で闘っています。 

MIC を代表して音楽ユニオ

ン・篠原代表運営委員が「同じ

労働者性をめぐって闘っている

新国立劇場争議と共闘して闘っ

ていきましょう」と主催者挨拶

を行いました。次に東海林 MIC
議長（写真）が「26 年と言えば、

子どもが育っていって成人する以上の期間です。

子どもに夢を与えるアニメーションを作る会社が、
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労働者の生活を奪っていいのか？ あなた方は、

悲しくありませんか？」と訴えました。 
最後に当該の千田さんが決意表明を行い「東映

アニメは千田さんの解雇を撤回しろ！」「東映アニ

メは契約者の雇用に責任を持て！」「東映アニメは

争議解決をはかれ！」というシュプレヒコールが

社前に響き渡り要請団を送り出しました。 

ブルームバーグ(新聞労連) 

午後 12 時 35 分からブルームバーグの入居する

丸ビル前で社前行動を行い、約 100 名が参加し、

三晃印刷～大日本

印刷から引き続い

てディキシー・ユ

ニオンのジャズ演

奏がビジネス街に

響き渡りました。 
2010 年 7 月に雇用危機を感じた社員が新聞労

連・新聞通信合同ユニオン・ブルームバーグ支部

を結成しましたが、その一部の組合員に対して 8
月 20 日に不当解雇が強行されました。今後は裁

判で解雇撤回を争う予定です。 
MIC を代表して民放労連・赤

塚委員長（写真）が主催者挨拶を

行い、争議団を代表して全洋労

ソニー・ピクチャーズ・エンタ

テインメント支部の田中委員長

が「同じ外資系、圧迫面接で退職を迫り、リスト

ラしていく手法も同じ。ともに闘っていましょう」

と訴えました。最後に当該の松井さんが支援を訴

えました。 

文化庁(音楽ユニオン) 

次に午後 2 時 40 分より文化庁前で新国立劇場

争議の社前要請行動を行い、約 80 名の MIC の仲

間が駆けつけてくれました。 
 八重樫さんは、2003 年 7 月に一方的に雇用を

打ち切られました。東京高裁は都労委・中労委で

も支持された団体交渉応諾命令を取り消した地裁

判決を支持し不当判決を再び下しました。現在、

最高裁に上告しています。 
MIC を代表して東海林 MIC 議長が主催者挨拶

を行いました。当該の八重樫

さん（写真）も「10 年前の文化

庁の研修生制度でウィーンに

行きました。欧州に比べてあ

まりにも劣悪な日本の合唱団

員の待遇について報告で触れ

たことのが、解雇の端緒と考えると 10 年が経ち

ました。文化庁はこの争議の解決を尽力すべきで

す」と訴えました。拍手で要請団を送り出しまし

た。文化庁は要請を受け、担当者が応対しました。 

パラマウント・ジャパン(映演共闘) 

午後 3 時 15 分からパラマウント・ジャパンの

社前行動を行い、約 75 名が参加しました。 
UIP 映画が、2007 年 12 月 31 日付で全洋労 UIP

映画支部組合員全員（10 名）の解雇を強行し、支

部組合員 2 人が不当解雇撤回、パラマウントとユ

ニバーサルの雇用責任を追及し闘い続けています。 
 MIC を代表して全印総連・加藤委員長が主催者

挨拶を行い、MIC 争議団を代表して C&S 労組・

友原委員長が連帯の挨拶を行いました。 
最後に当該の永山さん

（写真）が決意表明を行

い、同じく当該の湯浅さ

んのリードでシュプレヒ

コールを行いました。 
「パラマウント・ジャパ

ンはＵＩＰ映画争議を解決しろ！」「パラマウン

ト ・ジャパンは湯浅さんの雇用を引継げ！」 
 外資系のオフィスが建ち並ぶビル街にシュプレ

ヒコールが響き渡りました。 

C&S・日本ファンド(出版労連) 

最後は午後 4 時 25 分より C&S と日本ファンド

の親会社のワールド・ファミリー社前要請行動と

を行い、約 90 名の参加がありました。ディキシ

ー・ユニオンも最後の演奏を行い、社前行動を盛

り上げてくれました。 
会社は昨年、関連会社への組合拡大の阻止、

C&S と日本ファンド組合員の分断を狙って関連

会社を含め社屋分散移転を強行しました。都労委

に不当労働行為救済を申し立てて係争中です。MIC
を代表して映演共闘・緒方副議長が主催者挨拶を

行い、MIC 争議団を代表して電算労東和システム

支部の松木副委員長が連帯の挨拶を行いました。 

「ワールド・ファミリーはパワハラ責任を取

れ！」「ワールド・ファミリーを一体となった組合

攻 撃 を や め

ろ！」「ワール

ド・ファミリー

は争議の早期解

決をはかれ！」 
シュプレヒコ

ールが社前に響きました。（写真：社前行動） 




