
 

NO WAR ！ MORE JUSTICE ！ 

平和と正義のために 

ＭＩＣ ０４春闘をたたかい抜こう！ 

◆たたかう春闘を復権させよう！ 

いよいよ０４春闘が始まります。 

昨年「春闘の終焉」を宣言した日本経団連は、

今年はさらに悪乗りして「賃下げ・ベースダウ

ン」を主張、春闘をリストラ協議の場に根本的

に変質させようとしています。 

史上空前の１兆円を超える純利益が予想さ

れるトヨタの労組が、ベースアップはおろか一

時金要求さえ切り下げるという姿勢に象徴さ

れるように、多くの大手民間単産が中小企業や

低賃金層の願いを裏切って最初からたたかう

姿勢を放棄しています。こうした中、マスコミ

文化情報産業をになう私たちＭＩＣの責任は

重大です。「春闘終焉」論をはね返し、たたか

う春闘の復権のため、ＭＩＣの団結を強めるこ

とが必要です。全国の組合員のみなさん、04

春闘での奮闘を心から呼びかけます。 

 

◆自衛隊イラク派兵反対の運動を全国で 

イラクに今、自衛隊が続々と送り込まれてい

ます。「戦闘地域」に重火器で武装した自衛隊

が「人道支援」を名目に「駐留」しアメリカ軍

の占領に協力するという、数年前には予想もつ

かなかった事態が、あっという間に出現してい

ます。この暴挙が許されれば、集団的自衛権の

承認から平和憲法の破棄に一気に事態が進行

する可能性が強いと言わなければなりません。 

ＭＩＣ春闘は「イラク派兵反対」を最前面に

掲げてたたかいます。東京では以下のスケジュ

ールで集会・デモを実施しますが、全国のみな

さんもそれぞれの工夫をこらした取り組みを

されるようお願いします。 

 

◆３．１８行動に結集を 

東京では多くの単産が春闘の山場に向けて

の行動日に設定している３月１８日に最大規

模での行動を設定し、昼デモと夜の集会をおこ

ないます。昼休みには神保町周辺のデモ、夜は

労働スクエア東京で決起集会をおこないます。

集会には辛口の語り口で知られる在日コリア

ン、辛淑玉さんを迎えての特別講演と、痛烈な

風刺をきかせた社会派コント集団ザ･ニュース

ペーパーに、小泉総理の悪政を徹底的にこきお

ろしてもらう予定です。 

恒例の銀座デモは４月２日に、全国の年金改

悪反対行動に呼応して４月１５日には再び神

保町での昼でも、ＭＩＣ内の争議解決をめざす

支援の１日行動は４月２３日に予定していま

す。それぞれの行動への積極的な参加をお願い

します。 

３月１８日（木） 

 ＭＩＣ昼デモ 12：15～ 錦華公園集合 

 ＭＩＣ春闘決起集会 18：30～ 労働ｽｸｴｱ 

４月２日（金） 

 ＭＩＣ夜の銀座デモ 18：30～銀座公園集合 

４月１５日（木） 

 ＭＩＣ昼デモ 12：15～ 錦華公園集合 

４月２３日（金）ＭＩＣ争議支援総行動
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ＭＩＣ争議団・たたかいの報告 

東和システム支部、毛塚書記長の 

「ふしぎな解雇」 

電算労、コンピュータ・ユニオン、東和シス

テム支部書記長の毛塚さんが昨年７月３０日

付けで懲戒解雇を言い渡されました。この不当

な解雇に組合は同年１０月１５日に東京都地

方労働委員会へ不当労働行為の申立てを行い

ました。 

当時、毛塚さんは顧客の重要なシステム開発

のリーダーとして２０名の部下を率いて深夜

残業の連続で、週末は徹夜のマシン作業という

過酷な労働実態でした。そんな状況で深夜の帰

宅時はタクシーを使わざるを得ないことも

度々でした。会社は過去に遡ってこのタクシー

代請求のいくつかを勤務記録との不整合から

不正請求とし、また作業週報や出張清算書不実

記載による勤務時間の過大申告、通勤交通費と

交通費清算額との不整合、その他業務違反を理

由に懲戒解雇を言い渡したのです。これらは勤

怠記録の不備やミスから生じたもので、また業

務違反も取るに足らないことで、とても「懲戒

解雇」されなくてはならないような内容ではあ

りませんでした。 

い

請

シ

員

て首を傾げています。 

毛塚さんは団交の場で会社の「無駄遣い」「利

益隠し」「残業代不払い」等の追求をしてきま

した。会社としては非常に厄介な存在でした。

そんな毛塚さんを狙い撃ちにし、組合の弱体化

を狙った解雇であることは疑う余地がありま

せん。 

１１月１日には室井清さん（全労連・全国一

般・東京地本副委員長、電算労・ＰＵＣ分会）

を議長として「東和システム支部解雇争議支援

共闘会議」（以下、共闘会議）を発足しました。

共闘会議では「①毛塚書記長の不当解雇を撤回

させ、原職へ戻させる。」「②組合潰しを狙っ

た不当解雇を菅原社長に謝罪させる。」ことを

目的にしています。また、争議支援の一環とし

てインターネット争議支援ページ 

http://www.union-net.or.jp/sougi/
でもこの不当解雇についての情報を発信して

います。 

共闘会議では、２００３年１１月１４日（金）

のＭⅠＣ秋期年末闘争決起集会、２００３年１

１月１９日（水）の１１．１９千代田総行動、

２００３年１１月２８日（金）のＭＩＣ争議支

援総行動、２００３年１２月３日（水）の東京

 

解雇を言い渡された後もユーザーからの強

要望でそれまでの仕事を現在も含めて個人

負の形で継続しています。しかも（株）東和

ステムを通して!! この実態に都労委の委

たちも口をそろえて「ふしぎな解雇」と言っ

都地方労働委員会第１回調査、２００４年１月

２６日（月）の東京都地方労働委員会第２回調

査など解雇争議の支援をしてきています。 

 

これからも共闘会議を中心に解雇撤回とい

う勝利を勝取るまで粘り強く戦いますのでＭ

ＩＣの皆様の力強いご支援をよろしくお願い

いたします。 

 

スギタ・谷口さん解雇争議 

 

２００２年１０月１日、スギタ・谷口解雇争

議が始まりました。自分がどうしても我慢なら

なかったのは、「社員としてふさわしくない」

という要領の得ない理由で、自分から退社しな
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ければ懲戒解雇する、と会社側から言われた事

でした。全印総連に加盟し、初めて団交を行っ

た時、近藤社長が述べたが解雇理由が「谷口が、

三代目四代目の養子では会社が潰れる、と言っ

た」というもので、いったい労基法のどこにこ

んな理由で解雇が認められると書いてあるの

だろう、と呆れてしまいました。 

 その後、裁判を闘う一方で、支える会の結成、

東京争議団への加盟と、運動を拡大し、昨年１

１月のＭＩＣ争議支援総行動では、１５０人も

の支援の皆さんにスギタ社前を埋めて頂き、会

社側にこの解雇が決して許されるものではな

いこと、また職場の同僚達に理不尽な経営者に

対して連帯して闘う仲間がいることを示すこ

とが出来ました。 

 いま会社側は、裁判所から団交を受けるよう

指導されているにも関わらず、団交を拒み自主

解決の道を閉ざしています。この頑なな会社側

の態度を、運動で包囲し押し込み、職場復帰を

果たすまで、ネバリ強くたたかいつづけていき

ます。今後とも、力強いご支援をよろしくお願

いします。 

 

新国立劇場合唱団 

不当労働行為救済申立事件 

 

都労委第１回審問で八重樫節子さんが、合唱

団員の労働者性を明快に陳述しました。 

 １月２２日、東京・西新宿の東京都地方労働

委員会で、国立の施設では唯一のオペラハウス

＝新国立劇場の合唱団員・八重樫節子さん不当

解雇事件の第一回審問が行われた。この日は、

申立て人の音楽ユニオン側の主尋問で、高倉理

実ユニオン・オーケストラ協議会全国幹事と、

当事者でソプラノ歌手の八重樫さんが証人と

なり、同劇場の運営の不当性と、合唱団員は労

働者であることを陳述しました。 

 １９９７年１０月、音楽関係者の長年の夢で

あった新国立劇場が、東京・初台にオープンし、

音楽ユニオンでは劇場建設当初から、そこで働

くオーケストラ、合唱団、バレエ団、バックス

テージスタッフを専属にするべきと表明して

きました。しかし、現在に至るまで、同劇場に

これらの専門家集団は存在せず、このことが、

今回の不当労働行為を引き起こす要因となっ

たと言っても過言ではありません。 

 八重樫さんは、劇場運営財団によって「試聴

会」での成績が悪かったことを理由に一方的に

解雇されました。審査は、財団側が指名した合

唱団指揮者２人によるもので、客観性に疑念が

持たれています。音楽ユニオンが「これは八重

樫さんがユニオンの会員であることを嫌った

恣意的な解雇ではないか」と、運営財団に団体

交渉を求めても、合唱団員の労働者性すら認め

ようとせず、財団側は団交を拒否しつづけてき

ました。 

 そのため、音楽ユニオンは運営財団の不当労

働行為を昨年都労委に申立ました。経験やレパ

ートリーの蓄積が重要視されなければならな

いオペラ劇場の合唱団には、毎年行われる試聴

会というシステムは、合理的ではありません。 

 八重樫さんは、オペラの名門「二期会」の会

員で、二期会合唱団には20年在籍、９７年の新

国立劇場オープンと同時に同劇場合唱団に入

団、団の結成にあたり同年７月頃にオーディシ

ョンが行われ、二期会合唱団全員が新国立劇場

合唱団の契約メンバーとなっているのです。 

 第２回審問は、３月８日（月）午後３時より

行なわれます。多数の方の傍聴支援をお願いし

ます。 

 

テレビ番組製作会社・ジャパン ヴィステック社、

松本純子さんの解雇撤回闘争 

 

 ジャパン ヴィステック社（大橋研一社長、

東京中野）は、昨年３月３１日付で映画演劇ア

ニメーションユニオン（映演アニメユニオン）

の組合員松本純子さんを解雇しました。映演ア

ニメユニオンは同５月１６日、この解雇を不当

労働行為として東京都地方労働委員会（都労

委）に救済申立を行い現在係争中です。 

 ジャパン ヴィステックは、会社設立から１

０年ほどでＣＳ放送をはじめ「火曜サスペンス

劇場」（日本テレビ）、テレビアニメ『サイボ
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ーグ００９』（テレビ東京）なども手がける中

堅クラスの製作プロダクションです。 

 ２００１年、この職場で人員整理の対象にな

った５人の労働者が映演アニメユニオンに加

入した際、松本さんもいっしょに組合員になり

ました。人員整理は一部撤回、残りは退職とい

うことで解決しました。２００２年３月、今度

は松本さんも解雇の対象になりましが、映演ア

ニメユニオンの交渉で８月職場復帰をかちと

りました。 

 昨年３月、松本さんとユニオンは職場の要求

をまとめ、賃上げ、健康診断の改善、機材のメ

ンテナンスなどを春闘要求として提出し団体

交渉を申し入れました。ところが３月２７日の

第１回団交の席で会社は松本さんに解雇通知

を出してきたのです。解雇理由は職場復帰後松

本さんが「業務計画書や営業報告書を提出して

ない」という全くのウソで、今年１月30日に行

われた都労委の第１回審問で、社長や役員たち

が組合脱退を迫った録音テープの内容が暴露

されたのです。 

 まさに見え見えの不当労働行為、これが松本

解雇の実態です。 

 映演共闘と映演アニメユニオンは法廷闘争

だけでなく、多くの仲間の支持を得て経営者を

説得し、解雇を撤回させる方針で闘いをすすめ

ています。 

  次回都労委審問は３月２３日午前１０時～

１２時です。 

 

東北美術争議 

 

仙台の東北放送で美術部門の仕事を３０年

以上にもわたって働き続けてきた３名の組合

員が、今年３月末で解雇・失業となる危機を迎

えています。 

事件の発端はそもそも１９７６年にさかの

ぼります。「東北放送で働く労働者の社員化」

を方針にたたかってきた東北放送労組は、美術

の仕事を東北放送から「請負」っていた有限会

社東北美術と東北放送を「偽装請負」で仙台職

安に 

申

導
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準

な
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な

労

地

委

し

ど

命
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排

ま

を

を
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告。同職安は「職安違反の疑い」で両社に指

をおこないました。その結果、社員化に至ら

かったものの東北美術の賃金は東北放送に

じるレベルに改善されたのです。 

ところが東北美術の奥山社長は、その後露骨

組合敵視政策を実行、派遣労働者の導入や退

強要、一時金の大幅カットなどを次々とおこ

ったため、東北放送労組は宮城地労委に不当

働行為として救済を申し立てました。初審の

労委では申し立てが棄却されたものの、中労

で画期的な逆転救済命令が出され、地労委申

立て以降に新たに発生した一時金不払いな

で追加申し立てをしていた地労委でも、支払

令を含むほぼ１００％組合側勝利の救済命

が出されました。 

こうした事態の進行に嫌気がさした美術の

山社長は、中労委命令の取り消しを求める行

訴訟や、地労委命令の再審査を中労委に申し

てていながら、突然３月末での「会社解散」

言い出し、３名の組合員を解雇することで争

の幕引きを図ろうとする暴挙に出ています。 

また長年３名を自局構内で働かせてきた東

放送は、解散の申し出を「承った」として、

組のたび重なる団交要求を「他社のこと」と

て知らぬ存ぜぬを決め込み、３名を構内から

除していっさいの責任を免れようとしてい

す。 

東北放送労組は、東北美術・東北放送の責任

明らかにし、なんとしても３名の仕事と雇用

確保するためのたたかいを続けています。 

ＭＩＣのみなさんのご支援をお願いします。 



 

重大な局面を迎えた 住基ネット差止訴訟 
 

綿引裁判長「プライバシー権に関する国の主張は、裁判所として是認しえない。

撤回するかどうか検討し直すように」 

 

裁判長が被告・国に「主張撤回」を求める！ 

 

 東京地裁・民事２５部（綿引万里子裁判長）

で、ジャーナリストの斎藤貴男さんが原告にな

っている住基ネット差し止め訴訟の第８回口

頭弁論が開かれました。 

 このなかで綿引裁判長は、被告（国）にたい

してプライバシー権に関する主張の撤回を求

めるという異例の訴訟指揮をおこないました。

また、同裁判長は、原告側が提出した新たな主

張を受けて、前回（昨年１１月）の口頭弁論時

に示した「早期結審」の姿勢を転換して「弁論

続行」を決め、被告・原告の双方に積極的な主

張・反論を求めました。 

 住基ネット差し止め訴訟は、新たな局面を迎

えています。  

 

プライバシー権を否定した国の主張を退ける 

 

 この日の東京地裁６１５号法廷は、綿引裁判

長の「早期結審」の姿勢に危機感をわかせた首

都圏の原告と支援者でビッシリと満席です。原

告側席には、原告の斎藤貴男さんと、山本博弁

護団長を筆頭とした１０名の弁護団が、重大な

決意を持って裁判長に注目しています。法廷内

の視線を一身に浴びながら、綿引裁判長は、緊

張した様子で国の代理人に向かって告げまし

た。 

 ｢平成１５年９月１２日の最高裁判決（早稲

田大学名簿提供事件、当会ニュース１４号を参

照）が出ているなかで、プライバシー権に関す

る国の主張は、裁判所として是認しえない。撤

回するかどうか検討し直すように」 

 これにたいして、被告側の筆頭代理人が、憮

然とした表情を露わにして、「わかりました」

と了解しました。口頭弁論が続いている過程で、

裁判官が国側の代理人に「主張の撤回」を求め

るという、極めて異例の訴訟指揮がなされまし

た。 

 被告（国）の代理人は、昨年７月に提出した

準備書面いらい、「憲法１３条によってプライ

バシー権が保障されているとは言い難い」とい

う、現在の法曹界の常識を無視した暴論を主張

し続けてきました。これに加えて、被告（国）

は、早大名簿提供事件の最高裁判決で「学籍番

号、氏名、住所、電話番号」という「単純な情

報」であっても「プライバシーに係わる情報と

して法的保護の対象となる」と明示されたにも

かかわらず、今回提出した書面においてもなお、

「最高裁はプライバシー権を認めていない」と

主張してきました。住基ネットの違憲性を否定

するために国が持ち出したこの暴論が、判決を

待つことなく、裁判所から否定されました。裁

判長から「撤回」を迫られた以上、被告側は撤

回せざるをえないでしょう。もちろん、全国 11

地裁のすべての裁判においても同様です。今や、

被告・国による反論の根幹部分が崩れ去ったの

です。 

 

原告が長野県「侵入実験」の重大性を詳細に主張 

 

 原告側は、新たな準備書面を提出し、このな

かで長野県が実施した「侵入実験」を取りあげ

て、「ＣＳサーバーとＣＳ端末の管理者権限の

略奪」「ファイア・ウォール通過の仕組みの発

見」という実験結果は住基ネット本体に侵入し

住基情報を自由に閲覧し改ざんしたのも同然

である、と詳細に主張しました。この原告側主

張にたいして、裁判長は「裁判所が求めていた
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ものが出てきた」と応じて、反論を先延ばしに

しようとする被告にたいして｢この段階での反

論を提出すること｣を求めました。 

 また、裁判長は原告にたいして、どのような

実験が行われたのかについての陳述書を準備

すること、被告が提出した「電子政府・電子自

治体の基盤としての住基ネットの重要性」や

｢セキュリティ対策｣の主張に反論すること、な

どを求めてきました。そのうえで裁判長は、次

回期日を４月２０日午前１１時と決めて、「弁

論続行」を宣言しました。 

 

◆山本 博・弁護団長の話 

① 地裁の裁判官が国の役人に向かってあ

そこまで言うのは、私が４０数年間裁判をやっ

てきて初めてだ。裁判所は、「あなた！国の代

理人ともあろうものが、最高裁がプライバシー

権を認めた判決を出しているのに、それを無視

するような書面を書いてはいけません」と、｢ち

ゃんと最高裁が認めた路線の枠の中に入って、

その枠の中で住基ネットが違憲じゃないとい

うことを書くべきであって、何でもかんでもプ

ライバシーじゃないという無茶苦茶な暴論は、

もう通りません」、「糠味噌で顔洗って出直して

こい！」と言ったわけです。これは、なかなか

ドラスティックな訴訟指揮だった。 

② 弁護団は、住基ネットの「抽象的危険」

から「具体的危険」に一歩踏み込んで主張した。

これに対して裁判所も、「やっと私のペースに

乗ってきたわね」と言ったわけです。 

 私たち弁護団は、この訴訟で、裁判所が差し

止め判決を出すだろうという楽観はしていな

い。住基ネットは違憲だという烙印を押させる。

これをかちとりたい。ただし、今日の具合をみ

ると、裁判官は差止め判決を出すかどうか「勝

負しよう」といってきている。裁判所が早期結

審の姿勢を改め、腰を据えて取り組みたいと言

っているのだから、われわれは勝負するかどう

かというところに入ったんです。 

 今日の訴訟指揮は、この集団訴訟の帰趨を動

かすものだった。弁護団は、運動を広げること

を基本にして、今日の裁判の進行をふまえて、

創意を結集して取り組んでいきたい。 

 

◆原告・斎藤貴男さんの話 

 訴えを起こしてからら一年半、世の中の動き

が、当初の原告意見陳述で述べたような心配が

ますます強くなる方向に向かっている。どうも

ほんとに戦争しそうだ、いやもう参戦しちゃっ

ている。今の状況は《戦争の常態化》と言える｡

徴兵制も、あっという間につくられてしまうの

ではないか。石破防衛庁長官は、かねがね「命

がけで国を守ることは喜びであって苦役では

ないから憲法に違反しない」と、繰りかえし発

言してきた人です。こういう人が、現実に防衛

庁長官に就任し、２度も内閣で続けている。こ

の人がイラクに自衛隊を出した。この事実は重

い。 

 なによりも、日の丸・君が代の強制のように

価値観を統一するためだけでも、徴兵制は意味

があると今の為政者は考えているでしょう。 

 こんな心配をする状況証拠はいくつでもあ

ります。 

 健康増進法の流れのなかでは、街で煙草を吸

ったら、行政と警察と町内会が一緒になって逮

捕するという戦前の隣組のような流れができ

ている。そして、厚生労働大臣は、各自治体に

健康手帳の発行を命じることができる。健康手

帳なるものにそれぞれの人の病歴や検査歴が

入力されていき、住基ネットのＩＣカードと一

体化して、国民の健康情報も国家が一手に握る。

状況証拠を積み重ねていくとそうならざるを

えないシナリオが見える。 

 住基ネットは、本当に、今のうちに息の根を

止めないと大変なことになる。 

 

追記 

 なお、ＭＩＣ関係単産が参加している第６次

訴訟の口頭弁論が、２月４日に東京地裁民事50

部５２７号法廷で開かれました。 

 次回の口頭弁論は、４月２１日午前１１時よ

り東京地裁615号法廷で開かれます。 
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ＩＬＯ「公

「知事

～福

 

 しか

は８９

合系推

 

第 28期中央労働委員会労働者委員の 
公正任命を勝ち取ろう 

ら使用者側の「いじめ」を根絶しよう 

・平等な選任を求めて、第28期中央労働

労働者委員に今井一雄さん、泉部芳徳さ

薦します。 

労働委員会と中央労働委員会の民主化

取る「一点で」結成された全国労働委員

化対策会議（ＭＩＣ・純中立労組懇・全

構成）は、ことし１０月に、内閣総理大

り選任される第２８期中央労働委員会

委員（民間担当９名、特定独立行政法人

名、計１５名で構成）候補者として今井

ん（民間担当、現出版労連顧問、元ＭＩ

＝６期、元出版労連委員長＝１０期）と

徳さん（特定独立行政法人担当、現全経

労組顧問）を推薦してたたかうことを決

動を始めています。２月３日には早速、

働省に公正任命の要請を行いました。 

国内では、大企業によるリストラ、首切

下げ、転籍強要が横行しています。それ

せるかのように、中小零細企業でも不当

りがまかり通っています。働くものの生

る労働組合の活動が大きく侵害されて

だからこそ、労働組合の活動を擁護する

員会の役割はきわめて大きく、働くもの

立って権利を守る労働者委員の任命が

められています。 

平・平等」にと是正措置勧告 

の不公正任命は裁量権を逸脱」 

岡地裁判決 

し、いまの中央労働委員会の労働者委員

年以降、公平・平等な選任がされず、連

薦者だけが任命されているのが実状で

す。連合とＭＩＣ・純中立・全労連の組織人員

から見ても明らかに不公正で偏向した任命状

況です。 

 そのためＩＬＯ（国際労働機関）も02年６月

と03年３月に「労働委員会および他の審議会の

公正な構成に対してすべての代表的な労働組

織にたいして公平かつ平等な取扱いをあたえ

る結社の自由原則にもとづき適切な措置を取

るよう求める、第２８期中労委への任命の機会

に、日本政府が是正措置をとることを希望す

る」と勧告をしています。 

 また０３年７月、福岡地裁は「知事の任命は

県労連の排除を意図しており、裁量権の逸脱に

あたる」と、画期的な判決を下しています。 

 

  政府・厚生労働省は 

今こそ正しい立場に立つべきだ 

 

 労働省（当時）は第５４号通牒（１９４９年

７月）で「労働委員の選考に当たっては、産別、

総同盟、中立等系統別の組合員数及び組合員数

に比例させるとともに、産業分野、地域別等を

十分考慮すること」と通達しています。この通

達は地労委だけでなく、「中労委の労働者委員

の任命に当たっても尊重される」と政府は国会

でも答弁（０２年１１月、第１１５国会）して

います。 

 

不当労働行為の「やりどく」は許せません 

働く者の気持ちを代弁し、労働組合と労働

委員会との唯一のパイプ役 

今井さん、泉部さんは適任です 

 

 労働委員会は使用者が働く者への「いじめ」

や、労働組合を無権利状態に置くことを意図し

て行う「不当労働行為」をやめさせ救済する機
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関です、現に不当労働行為事件の80％近くが和

解で解決しており、労働者委員の役割は非常に

大きなものがあります。 

 今井さんは、これまで出版労働者とマスコミ

に働く者の生活と働く権利をまもる運動に四

半世紀以上たずさわってきたベテランの働き

手の１人です。現在出版労連の顧問としてのか

たわら、松竹闘争支援共闘会議議長、スギタ・

谷口解雇撤回闘争支える会会長として日夜ご

活躍されています。忙しい合間をぬってハイキ

ングや「百名山」を登られているいたって健康

な方です。泉部さんも長く公務労働者の生活と

権利擁護のために先頭に立って活動（全経済委

員長９期）されている経験豊かな方です。 

 

 公正な任命を求める「国会請願署名」 

の取り組みに大きなご協力を 

 職場のすべてのみなさんが、今井さん、泉部

さんを第28期中央労働委員会・労働者委員に推

薦することの意義を理解され、選任のための

｢公正な任命を求める請願」署名を書いてくだ

さい、同時に、多くの賛同署名を集めていただ

くことを、こころから呼びかけます。（全国労

働委員会民主化対策会議・ＭＩＣ選出副議長、

新聞労連副委員長・大西省三） 

【参考】 

 

２００４年２月２５日 

各単産 御中 

 

全国労働委員会民主化対策会議 

事務局長  国分 武 

 

中労委・労働者委員の実現に向けた３．２５厚

労省前宣伝および国会議員要請への参加のお

願い 

 04 春闘の取り組み、大変ごくろうさまです。 

 さて、全国労働委員会民主化対策会議は、11

月の第２８期中労委・労働者委員の実現に向け､

去る２月３日には３０人の参加で厚労省前宣

伝をおこなうとともに、厚労省交渉を実施する

など本格的な運動をスタートしました。 

ついては、当面３月２５日の厚労省前宣伝と

国会議員要請行動をおこないますので積極的

な参加をお願いします。 

また、現在取り組んでいる、「団体署名」と

「個人署名」を職場段階からひろげるとともに、

すでに集約されている分は３月２５日の行動

に持ち込むようお願いします。 

  

記 

 ○日 時  ３月２５日(木) 8:45～9:30  
０４春闘勝利！自衛隊イラク派兵反対！

ＭＩＣ２００４春闘決起集会  

●３月１８日（木）午後６時半～８時半

●労働スクエア東京 

日の丸の小旗に送られてイラクに出発

していく自衛隊。戦後初めて、「戦闘地域」

に重火器を装備した自衛隊が続々と送り

込まれています。日本がこのまま「戦争を

する国」に変貌していく事態に、私たちが

声をあげなくていいのでしょうか？ 

 いよいよ０４春闘のスタート、今こそＭ

ＩＣ労働者の「ＮＯ ＷＡＲ」の声を、小

泉政権につきつけましょう。集会には東京

都交響楽団のメンバーによる演奏のほか、

辛淑玉さんとコント集団「ザ・ニュースペ

ーパー」を招きます。 

 ○参 加  純中立１０人、ＭＩＣ１０人 

○宣伝行動終了後、全員で午前中に国会議員 

要請（衆参厚労委員）をおこないます。午 

後は幹事を中心に単産オルグを行います。 

 

<追記> 

 ①次回以降の宣伝行動は、４月２２日(木)、

６月３日(木)にも同様の要領でおこない

ますので合わせての参加をお願いします。 

 ②２００４年度の総会は、６月３日

(木)13:00～17:00 まで全労連会館２階ホ

ールで開催しますので日程に組み入れて

おいてください。 

以上 

 8


