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2021年9月25日、東京・ラパスホールで第60
回MIC定期総会が開催され、8単産代表と地方

MIC代表、争議団ら50人が参加しました（オン

ライン参加を含む）。  
今総会では、産業構造転換とコロナ禍が重な

るなか、経営問題や単組運営の課題を見据え運

動の苦労と工夫を出し合い、MICのネットワー

クを活かし連帯を強化することで運動の前進を

図ろうと、活発に討論されました。  
吉永MIC議長の開会あいさつ、JCJ、日本俳

優連合、純中立労組懇からの来賓あいさつ、活

動報告と方針案、決算案・予算案の提案、前日

の地方代表者会議の報告を受けて討論が行わ

れ、24人が発言しました。  
ジェンダー平等では、労働組合として方針

化、要求化することで現実を前に進めていくと
いう、このかんの到達を踏まえた積極的な報告
が新聞労連と民放労連からありました。  

フリーランスの課題では、音楽ユニオンか
ら、労災特別加入の拡大や契約適正化検討会へ
の取り組みなど進捗が報告されました。映演労
連の報告から「労働者性判断基準見直し（拡
大）」の重要性を改めて共有しました。  

争議関連では、朝日放送ラジオ・スタッフユ
ニオン争議（民放労連）の解決報告を参加者全
員で喜びました（今期はジャパンタイムズ争議
も解決）。コード争議（全印総連）の報告で
は、コロナ渦が非正規の女性に打撃を与えてい
る実態が訴えられました。フリーライターAさ
ん裁判（出版労連）、長崎市幹部性暴力事件裁
判（新聞労連）ともども、争議支援でもジャン
ダー視点が重要になっています。ワーナー争議
にとりくむ映演共闘からはMICとしての支援の
意義が語られました。  
 言論・表現の自由に関連して、出版労連か
ら、教科書記述への「国の介入」が報告されま
した。長崎マス共から報告された「定点」遺構
整備など雲仙火砕流30年のとりくみは、読者、
視聴者、住民と共にあるメディアの未来を示唆
するものでした。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第59期日本マスコミ文化情報労組会議役員  

（2021年9月26日～2022年9月24日）  
 議    長   吉永   磨美（新聞労連）  
副  議  長   柳澤 孝史（全印総連）  
副  議  長     齋田 公生（民放労連）  
副  議  長     酒井かをり（出版労連）  
副  議  長     渡邉 雄平（広告労協）  
副  議  長     土屋  学（音楽ﾕﾆｵﾝ）  

  
事務局長    北    健一（出版労連）  

  
   事務局次長 加藤  健（新聞労連）  
   事務局次長 田村 光龍（全印総連）  
   事務局次長 住田 治人（出版労連）  
   事務局次長 緒方 承武（映演共闘）  
   事務局次長 選 出 中（映演労連）  
   事務局次長 西尾真由子（広告労協）  
   事務局次長 田頭  勉（音楽ﾕﾆｵﾝ）  
   事務局次長 桑波田泰照（電  算  労）  
   事務局次長 山下 一行（MIC事務局）  
  

 幹  事   岩楯 達弥（新聞労連）  
 幹  事  小澤 晴美（全印総連）  
 幹  事  脇山    恵（民放労連）  

    幹  事     小森   浩二（出版労連）  
幹  事    選 出 中（映演労連）  

 幹  事    高橋   正樹（音楽ﾕﾆｵﾝ）  
 幹  事     大室 直樹（音楽ﾕﾆｵﾝ）  
幹  事     弘中哲次郎（音楽ﾕﾆｵﾝ）  
幹  事     畠山 仁嗣（電  算  労）  

  
    会計監査    小番   孝也（電  算  労）  

会計監査     高橋   拓生（全印総連）  
 

 
 

MICの強み磨き、ジェンダー平等進めよう 

第60回MIC総会 活発な討論で課題と展望を共有 

議長、事務局長を再任 新役員決まる 
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主催者挨拶  

MIC議長  
（新聞労連）  

吉永  磨美  
コロナ禍は、非正規・女性というより弱い立

場の方々の生活に深刻な打撃を与えました。3月
には労組や市民団体等の女性が企画・運営によ
り「女性のための相談会」が開催されました。
MICからも多くの組合員が参加し、相談会には
生活する場を失った女性たちが数多く集まりま
した。私たちはコロナに乗じた労働条件の改悪
とも闘っていかなくてはなりません。いまこそ
労働組合の社会的な存在意義が、問われていま
す。  

日本は「ジェンダーギャップ指数」で120位
に落ち込んでいます。背景には女性蔑視、マジョ
リティの無自覚な差別が潜んでいます。メディア
における意思決定層の女性比率も政府目標の3
割にも届いていません。MICではジェンダー平
等実現の取り組みを続けていますが、今後は男
性中心のメディア企業自身のありかたの改善が
急務です。  

朝日放送ラジオ・スタッフユニオン争議は労
働者に名ばかりの会社を作らせ、派遣の形で働
かせた末に一方的に解雇した事件ですが、21年
7月に中労委和解で解決しました。今後もMIC
で培われた争議解決力を存分に活かしながら、
弱い立場に置かれた労働者の問題の早期救済を
目指します。  

 

来賓挨拶  

日本ジャーナリスト  
会議（JCJ）事務局長  

須貝  道雄  
表現・報道の自由を守るためのMICの精力的

な活動に敬意を表します。JCJも創立以来、平和
と民主主義、表現・報道の自由を守るために活
動してきました。この2つは人々が安心して暮
らせる社会を築く上では欠かせない条件です。  

JCJはコロナ禍の中でオンライン講演会を25
回開催し、また若い学生を集めたジャーナリス
ト講座をオンライン開催しました。全国から学
生の参加がありました。今後もMICの方々と平
和と民主主義・人権を守るために共に活動して
いきたいと思っております。今日の総会の盛会
を祈念しています。  
 

来賓挨拶  

日本俳優連合  
専務理事  

池水  通洋  
MICフリーランス連絡会に日俳連も参加し共

闘しています。フリーランスの方々と我々俳優

は「雇い主が一定でない」「社会保障、収入が
不安定である」「労災の保障」など共通の課題
があります。日俳連は今年9月1日から特別労災
加入団体の事業を開始し、労働者性の見直しに
関しても訴えを続けています。映画の商業利用
に対して俳優には何の権利も報酬もないという
現行法の問題点の解決のための運動も継続して
いきます。  

 

来賓挨拶  

純中立労組懇  
全農協労連書記次長  

星野  慧  
ナショナルセンターに加入しない単産で構成

された純中立労組懇に全農協労連も参加し、中
労委労働者委員の公正任命の取り組みをはじめ
MICと共闘しています。無責任なフェイクニュー
スが拡散されるなか、メディアに関連する産業
で働く仲間の皆さんの報道・表現の自由を守る
取り組みが、ますます重要になってきます。公
権力をチェックしコロナ後の社会を展望できる
ようにMICの運動がこらからも貢献することを
多くの仲間が期待しています。働く仲間の権利
を守るとともに社会的な課題に対しては大いに
発信していただいて行動していただくことを祈
念いたしまして連帯の挨拶といたします。  
 

地方代表者会議報告   

民放労連  
書記次長  

岩崎  貞明  
昨日の会議には関西、広島、長崎、沖縄から

参加がありました。各地方組織の現状、とくに
コロナ禍で活動が制限されるなか、各組織でど
のような工夫で活動の維持・継続を図っている
かを中心に意見交換しました。長崎マス共から
は、今年は6月の雲仙集会、8月の長崎フォーラ
ム、新聞労連の長崎性暴力裁判支援というこの
1年の積極的な活動についての報告がありまし
た。沖縄マス協からは、コロナ禍・経営問題を
抱え単組運営も厳しさを増し「単組運営が優
先」ということでマス協への結集が弱まり、役
員改選や予算編成への遅れているという報告が
ありました。  

コロナ感染状況を見ながら、やはり直接対面
して情報交換する機会を追求して交流を図り、
苦しい時にこそMICのネットワークを活用する
こと、地域で活動を絞り込んで集中させるこ
と、全国からも沖縄の活動を支援していくこ
と、来年が沖縄の本土復帰50周年に当たること
から、民放労連沖縄地連を中心に復帰50年の沖
縄を考える取り組みを検討していくことなどを
確認しました。  
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地方MIC報告  

長崎マス共事務局長  
（NBC長崎放送労組）  

 酒井  一志  
 今年は、 8月 8日の長崎フォーラムに加えて雲
仙・普賢岳大火砕流から30年という節目の年で
した。火砕流の撮影ポイント「定点」には多く
の記者やカメラマンが集まり、その警戒に当
たっていた消防団員や警察官も犠牲となりまし
た。当時、私たちは「市民を巻き添えにした」
との批判も受けました。今年は、新聞・民放労
連のご協力を受け6月に市民にも開かれた安全
集会を開催しました。  

コロナ禍でもあり、6月の雲仙集会、8月の長
崎でのフォーラムのどちらもオンライン開催で
実施させていただきました。長崎市幹部性暴力
訴訟も今まさに佳境を迎え、長崎マス共も引き
続き裁判支援を行っていきます。  

 

地方MIC報告  

関西MIC事務局長  
（高速オフセット労組）  

松田  敏志  
2021年の活動はコロナ禍により、幹事会は

Zoomを利用して開催しました。大阪メーデーは
国労大阪会館で開催され、住田関西MIC議長が
メーデー集会の議長団として出席しました。集
会はYouTubeでライブ配信され、動画視聴によ
る参加が呼びかけられました。  

今年も7月の国民平和大行進は中止となりま
した。女性連絡会の千羽鶴を今年は二千羽折
り、広島・長崎に送りました。来年は三千羽を
折り、沖縄にも送る予定です。朝日放送ラジ
オ・スタッフユニオン争議が7月12日に中労委
で和解しました。中労委の傍聴支援や勝たせる
会への加入などご支援をいただき、ありがとう
ございました。  

 

地方MIC報告  

沖縄県マスコミ労協副議長  
（沖縄テレビ労組）  

徳山  祐貴  
コロナ禍でオンラインを活用し活動しまし

た。昨年10月の「反戦ティーチイン」では反戦
学習の重要性はコロナ禍でも変わらないとの認
識に立ち、全国に向け動画を配信しました。年
闘決起集会では吉永議長に講演していただきま
した。4～5月の「MIC企業再編学習会」にも参
加、今後の闘争の糧としました。  

「5・15平和行進」は2年連続中止となりまし

たが、在沖米軍司令部前でアピール行動を開催
しました。復帰50年を迎える来年は平和行進の
実現を目指し、皆さんの受け入れ態勢も含めて
準備します。  

マスコミ労協は、予算や次期役員体制が固ま
らず、定期大会が開催できずにいます。次年度
は、役員数を減らして運営する可能性もあり、
厳しい状況が見込まれています。MICには今後
とも、支援をお願いします。  

 

単産報告  

新聞労連委員長  
（MIC議長）  

吉永  磨美  
新聞労連はジェンダー平等の取り組みを推進

し 2年 前に特別中執制度を導入、労連中執内で
は政府目標の「意思決定機関における女性3割
以上」をすでに実現しています。しかし、今後
はこの流れを産業全体にいかに広げるかが課題
です。今年 2月 には民放労連・新聞労連・出版
労連・メディアで働く女性ネットワークの4団
体で日本新聞協会に女性役員を3割以上にする
ことを申し入れました。  

国際女性デーに合わせたアンケートも実施
し、21年5月に「新聞（業界）にジェンダー平
等はできるの？」をテーマにしたシンポを開催
しました。いまだに政治報道では「内助の功」
という性的役割分業を容認するような表現が当
たり前という状況があります。そういった状況
を変えていくためにジェンダーガイドブックの
作成も進めています。  

北海道新聞記者の逮捕については当該労組と
連携し、声明を出しました。新聞労連内で問題
検証チームを立ち上げる予定です。   

 

単産報告  

全印総連  
委員長  

柳澤  孝史  
コロナの影響では企業回答に明暗が分かれま

した。8月の感染拡大期に自宅待機者が出ると
普段の体制の薄さが職場の負担を強めました。
この一年、労働相談から組合加入が続き、コロ
ナを理由に非正規の女性が雇止めされた京都の
コード争議や、組合活動など理由に即日解雇さ
れた新和製作所争議が始まっています。  

7月の大会で個人加盟組合の全国統合を行
い、印刷関連ユニオンを立ち上げました。全国
組織に見合う運動が今後の課題です。東京では
10月に中小企業庁から講師を呼び、取引慣行改
善や中小企業再編など中小企業施策をテーマに
労使合同研究集会を開催します。  
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単産報告  

民放労連  
書記次長  

岩崎  貞明  
例年、役員・幹部の女性割合調査を実施して

きましたが、昨年は全国の民放テレビ・ラジオ
局に広げて実施し、全国 127社 あるテレビ局の
うち91社（71.7%）は女性役員がゼロ（全体で
は女性比率2.2％）、在京・在阪の局では、局長
クラスの女性はゼロでした。政府方針で掲げた
「 2020年に指導的地位に女性が占める割合を
30%」にもまったく届いていません。メディア
企業自身、より一層のジェンダー意識の改革が
求められています。  

来年の4月から従業員101人以上300人以下の
事業所でも女性活躍推進法の取り組みの義務付
けがスタートします。秋年末闘争の統一要求に
①ジェンダー格差の解消のため女性の役員・管
理職登用を進める②ジェンダーバランス改善の
ため目標設定と具体的な行動計画作成公開、と
いう柱を盛り込んでいきます。  

 

単産報告  

出版労連  
書記長   

 小森  浩二  
前期はコロナ禍でも要求を出すことを呼びか

けました。出版ではコロナを理由とした賃金・
一時金・労働条件の大幅切り下げや合理化の動
きは少なく、業態の違いはありますがほぼ前年
実績を確保できました。コロナ禍での働き方に
関し出版労連では「在宅勤務制度対応指針案」
を春闘前に提起し、労使協議でのルール化を呼
びかけました。  

出版市場は２年連続プラス成長ですが、デジ
タル化によるコンテンツ産業への転換が加速し
ています。出版流通の課題、教科書の課題につ
いては継続した取り組みが必要です。今年度
は、産業課題に関し出版労連未加盟の大手出版
社の組合との連携をはかり、コロナ禍でも「対
話」を重視していきたい。  
 

単産報告  

映演共闘  
事務局長  

 緒方  承武  
ワーナー争議にはMICからも複数名の都労委

補佐人をお願いしており、争議前からMIC代表
に団交参加していただきました。都労委和解交

渉では1人は金銭和解が成立し、残り2人の争議
が続いています。ソニーピクチャーは子会社の
有料衛星放送事業を家電量販店チェーンに売却
しました。異なる業界を横断する企業再編との
闘いのなかで、MICが果たす役割はますます大
きくなっています。  

テレビ局に対し民放労連と一緒に番組制作予
算の抜本的な見直し、番組制作下請け部門との
「取引環境の改善」（短納期発注等がないよ
う）を図ることを要請しました。  

 

単産報告  

映演労連  
書記長  

梯  俊明  
経済闘争ではコロナ禍で前年割れが続いてい

ますが、2020年の国内映画興行は前年比52％、
演劇分野は30％程度（7割減）で、演劇分野の
比重が大きい松竹の打撃が大きいです。フリー
ランスの問題が、国や行政も巻き込む形で大き
な動きを見せ、経産省が「映画制作現場の適正
化に関する調査報告書」を取りまとめました。
調査報告書では、1日13時間、週1日の休日など
基準が示されているものの、具体的な報酬や安
全衛生に関するルールは曖昧で、アニメ産業の
労働者や俳優・脚本家が適正化の対象外です。  

大手映画会社は、制作現場に労基法を適用さ
せないために「適正化」という自主規制ルールづ
くりに前向きです。「労基法を守ると映画が作
れない」とする企業側の詭弁を暴きつつ、引き
続き映演産業労働者の待遇改善をめざしていき
ます。  

 

単産報告  

日本音楽家ユニオン  
代表運営委員  

土屋  学  
コロナ禍により文化芸術業界で働くフリーラ

ンスへの社会保障等の脆弱性が露呈しました。
21年4月1日から、新たに芸能関係作業従事者も
労災の特別加入制度の対象となりました。音楽
ユニオンは21年5月には他の芸能実演家団体等
と協力し芸能従事者を対象とした労災特別加入
制度が発足させ、社会保障拡充への取り組みを
強化しています。  

公演中止に際し何も補償なしだったり、契約
書を交わしても報酬の変更等があります。音楽
家や俳優、舞台スタッフなどのフリーランスの
個人に主催者などが仕事を依頼する際、適正な
契約書を交わすように求めるガイドライン（指
針）が必要です。今後も契約が不安定になりが
ちな文化芸術関係者の働く環境を改善する取り
組みを進めていきます。  
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単産報告  

電算労  
事務局次長  

桑波田  泰照  

IT業界では、以前はセキュリティに不安もあ
り、個人PCを利用したリモートワークは、ごく
少数の例外のみで基本的には禁止されていまし
た。しかし、コロナ感染拡大により、IT業界で
もリモートワークが広がっています。  

通勤時間を有効利用できる反面、仕事の環境
が家にあるため仕事とプライベートの境界が見
えなくなり、労務管理の難しさも課題の一つ
で、業務監視ツールの問題もあります。  

情報管理も課題の一つで、IT業界の多重下請
け構造では、常に情報流出の危険あります。リ
モートワーク拡大で情報流出の危険性が高まっ
ています。自宅PCから情報流出したときに労働
者が損害賠償を求められる危険性があります。
そのリスクを最小限に留めることが労働者にも
会社にも求められます。自分のリモートワーク
環境に情報流出のリスクが無いか再度、検証し
ましょう。  

 

争議報告  

朝日放送ﾗｼﾞｵ･ｽﾀｯﾌ 
ﾕﾆｵﾝ争議（民放労連）  

吉岡  雅史  
朝日放送が労働者に名ばかりの会社を作らせ

て、最終的にはラジオニュース班のスタッフ5
人を理由もなく解雇した事件は、今年7月12
日、中労委で和解が成立しました。争議に3年4
カ月を費やしましたが、MICの支援もあり朝日
放送を追い詰めることができました。  

納得した上での中労委での和解の決断でした
が、職場復帰はかなわず、地位確認訴訟も取り
下げ、解決金5人で600万円は非正規の争議とし
ては破格との評価を得たものの、現実としては
あまりにも低額です。  

しかし、朝日放送に全く反省の色が見られま
せん。今後も組合を存続させて朝日放送への監
視を続けながら、非正規の権利拡大に取り組む
ことにしています。争議で培った行動力や発想
力を、今後は非正規労働者の地位向上に役立て
ることを考えています。  

 

争議報告  

二玄社争議  
（出版労連）  

大島  直樹  
10年以上、一時金も賃上げもなく組合員の生

活は厳しさを増し、限界が近づいてきていま
す。都労委和解が成立しても、社長はその後も
ほとんど出社しません。団交に応じても不誠実
な姿勢は変わらず、いま 3度 目の都労委係争中
です。今年8月から3度目で初めて都労委審問に
移りましたが、社長は反対尋問でも回答拒否や
はぐらかしを続けています。  

19年5月に定年後再雇用を希望していた組合
員に対し、説明もなく翌月の給与を東京都の最
低賃金ベースまで減額支給しました。さらに会
社は「業務を外注化するから自分で外注先業者
を見つけろ」という退職勧奨ハラスメントを行
いました。それに対して提訴し、21年3月に実
質として勝利的和解解決を勝ち取ることができ
ました。  

 

争議報告  

PUC争議  
（電算労・PUC分会）  

畠山  仁嗣  
PUC分会は全労連全国一般と電算労に二重加

盟しており、1 9年 9月 にいったん、会社と都労
委で和解しました。しかし、再び組合軽視の不
誠実な対応が続いたために都労委に不当労働行
為の救済申立てを行い係争中です。  

争点は①合併による不利益な就業規則の強行
適用（組合員には以前の就業規則を適用、加入
時期により適用を恣意的に変更）②春闘・年末
闘争における不誠実な回答（組合要求を検討し
た痕跡がなく、社員の生活を一切顧みない）③
組合差別（合併により社内に2つの組合があ
り、全水道東水労が社内オルグで組合員を増や
しているが、団交等の会社対応がPUC分会と異
なっている）の3点です。  

 

争議報告  

PAC争議  
（映演労連ﾌﾘｰﾕﾆｵﾝ）  

角  和志  
組合への不誠実な対応が続くなか、3月末に

PACへ高所作業の安全管理改善を求めたとろ一
方的に雇止めを強行されたため、都労委に不当
労働行為の救済申立てを行いました。  

雇止めの通告自体、組合を通してでなければ
通告を受けられないと言ったにもかかわらず、
後日、組合から問い合わせて、初めて通告され
ました。そのような会社側の対応は、不誠実そ
のものでした。労働委員会においても、会社側
は団交を応諾し、誠実な対応をしていると主張
しております。このような会社の対応を改めさ
せ、労働組合として対等に対応させることが、
この争議の一つの到達点だと考えております。  
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争議報告  

㈱コード争議（全印総連）  
京都地連書記長  

三嶋あゆみ  
株式会社コードは、京都市伏見区に本社を置

く、和紙加工品・書道関連品の製造・卸販売業
の会社です。パート社員であるYさんは、昨年2
月に会社から労担の弁護士を入れた面談があり
不安に思い職場の伏見島津分会に相談し労働組
合に加入しました。  

組合は、雇用調整助成金を利用した雇用維持
を会社に要求しましたが、会社はコロナ下の雇
い止めを一方的に正当化し、昨年8月にYさんに
対して、コロナによる業績悪化を理由に雇い止
めを強行しました。労働組合として撤回を強く
求めましたが、団体交渉が決裂し、昨年10月に
京都地裁に提訴し係争しています。会社は、雇
用調整助成金を受給しており、原告を雇う経済
的負担は一切ありません。コロナ渦における解
雇雇い止めは非正規の女性に一番経済的な打撃
を与えています。同じように不当な扱いを受け
ている人に、彼女の闘いが届いてほしいと思い
ます。  
 
㈱コード争議  
全国印刷関連合同ユニオン（全印総連）  
京都支部  

Yさん  
入社当初、神門社長は「労働組合には関わら

ないように！」と数回忠告してきました。しか
し、突然の解雇通告に組合加入させていただき
ました。コロナによる業績悪化のためという解
雇理由ですが、私以外の非正規社員は、雇用調
整助成金を利用し、雇用し続けています。また
会社側は私自身に対し「争議に関するメディア
への発言による会社イメージの悪化」として
330万円の損害賠償を求めて反訴しました。全
国で声を上げられない非正規労働者がたくさん
います。私は、会社の身勝手な理由による解雇
を絶対に許しません。  

 

争議報告  

フリーライター  
Aさん裁判（出版労連）  

酒井かをり  
エステサロンの専属ライターとして検索上位に

なるSEO対策をしてHPの記事を毎日アップデ  
ートしていたにもかかわらず､経営者は最終的
に賃金も払わず、記事を書くための体験施術と
称し経営者自身がAさんにセクハラ行為を行い
ました。彼女は労基署に紹介され出版労連労働

相談に駆け込み①不払い報酬の支払い、②セク
ハラ行為による精神的苦痛に対する慰謝料を求
め提訴しました。  

彼女が勇気を出して提訴したのは多くの労働
争議で立ち上がった方々と同じ「こんな悔しい
思いする人がもう二度と現れて欲しくない」と
いう思いからです。が、メディアの注目は、ま
だまだ小さく報道する側にもジェンダーバイアス
の壁があることを感じています。是非、Aさん
の裁判を報道し、支援の輪が広がるようお力添
えをお願いします。  

 

争議報告  

東京新聞錬成費争議  
（東京新聞労組）  

宇佐見  昭彦  
 中日新聞社が全社員に年3千円支給していた
手当「錬成費」を労使合意なく廃止しました。
東京地裁（労働契約法違反）と都労委（不当労
働行為＝団交拒否など）で係争中です。賃金明
細の手当の項目に記載していたものを、社は
「手当ではない」と強弁しています。内部留保
が4ケタ億という超安定経営なのに「危機的状
況」「雇用の維持すら危うい」と、安倍～菅政権
ばりのでたらめを主張しています。新聞社とし
て恥ずかしい主張でありこれでは読者の信頼を
失います。額は小さくても、金額だけの問題で
はありません。たとえ１円でも勝手に賃金を削
られて許してしまうなら、労働組合の意味など
なくなります。絶対に是正させます。  

 

争議報告  

長崎市幹部性暴力事件  
（新聞労連）  

吉永  磨美  
長崎平和式典の取材中だった記者に対し、長

崎市原爆被爆対策部長（当時）が2 0 0 7年  
7月に性暴力を振るいました。記者は P D S D
（心的外傷後ストレス障害）と診断されて休職
しました。別の市幹部が虚偽の話をメディアに
流した結果、 2次被害にも彼女は苦しみまし
た。記者が事件に対して市に謝罪などを求めま
したが、市は拒否し続けました、  

日弁連が14年2月、部長による性暴力や別の
市幹部による2次被害発生を認定し、市に謝罪
などを求める勧告をしましたが、長崎市は再び
拒否しました。記者は1 9年4月に長崎地裁に提
訴し、長崎地裁で闘っています。21年9月27日
に長崎市に2回目の要請を行い、翌28日には厚
労省で記者会見を行います。10月月4日には  田
上長崎市長の証人尋問があり、その夜には報告
集会を行います。今後も裁判支援に取り組んで
いきます。  



 

7 
 

争議報告  

共同通信労契法20条裁判  
（新聞通信合同ユニオン）  

菱山  繁  
正規社員として共同通信に入社後、国際局海

外部に配属されて2000年に自己都合で退職し、
1年後、再び共同通信社に契約社員として復帰
しました。7年後の2008年9月、契約社員のまま
関門デスクに就任しました。デスクの責任は発
生するのに賃金は正社員時代の3分の2弱でし
た。関門デスクの勤務は12年に及び、契約更新
のたびに格差の是正を要求し続けましたが、会
社側の回答は得られませんでした。共同通信社
を相手取って起こした賞与と退職金の差別待遇
訴訟は今は和解協議に入っています。この裁判
が共同通信の英文記事職場で働く非正規社員の
待遇改善につながればと思っています。ご支援
を願いします。  

 

争議報告  

美々卯スラップ訴訟  
（出版ネッツ）  

北  健一  
うどんすきの名店、東京美々卯が解散、従業

員は職を奪われました。ダイヤモンドオンライ
ンで記事にしたところ、実質親会社にあたる
美々卯と同社社長に、ダイヤモンド社、編集
長、私が訴えられました。12月1日に証人尋問
を迎えます。応訴負担が重く、被解雇者の声を
伝える記事を訴えるのは不当です。差別を批判
したら訴えられた神奈川新聞石橋記者ともども
支援をお願いいたします。ジャパンビジネスラ
ボ、スーパーホテル、コード争議など、被解雇
者の記者会見へのスラップも続いています。労
働者、労働組合へのスラップ訴訟をはね返して
いきましょう。  

 

役員新任  

全印総連書記長  
（繊研新聞労組）  

田村  光龍  
全印総連で書記長に就任して4年目ですが今

まで単産の足元固めに注力していてMICの運動
には深く関わることができませんでした。全印
総連では、コード争議、新和製作所争議、大日
本印刷久喜分会の県労委にあっせん申請などが
続き、今後はMICのお力をお借りすることにな
ると思います。今期からMIC事務局次長になり
ますが、私は専従ではなく、非専従で会社の勤
務をしながらの活動になります。ご容赦いただ

けると幸いです。  
 

役員退任  

全印総連顧問  
（個人加盟支部）  

是村  高市  
この10年の在任中に東海林（毎日）日比野

（京都）、新崎（共同通信）、小林（北海
道）、南（朝日）と議長が交代しましたが、私
はMIC代表として議長と一緒に宮古島にも行く
機会があり、特に宮古毎日労組と懇親を深めら
れたことが良い思い出です。しかし、現議長の
吉永さんとはコロナ禍でリアルに交流なく退任
することが心残りです。  

また、MIC争議支援総行動で全印総連のDNP
ファイン、シナノ出版印刷、プリントパックの
争議を勝利させられたことは、MICの底力を感
じ、様々な経験を積むこともできました。早く
コロナが終息し積極的なMICの活動ができるこ
とを祈っています。  
 

閉会あいさつ  

出版労連委員長  
（MIC副議長）  

酒井かをり  
昨日の地方代表者会議と今日の総会で全国か

らさまざまな状況を共有いただき、有意義な2
日間でした。今日は民放労連が進めている「女
性役員比率、女性管理職を3割以上」「ジェン
ダー・男女共同参画に関する常設委員会の設
置」､新聞労連の「ジェンダー・ガイド」など
貴重な報告もいただきました。  

ハラスメントをはじめさまざまなジェンダー
課題に取り組んでこられたのは、単産の垣根を
越えた繋がりがあったからです。新聞労連は、
ジェンダー平等実現のために「男性の生きづら
さ」アンケート調査にも踏み出しました。太田
啓子弁護士は著書『これからの男の子たちへ』
（大月書店）でメディアのゆがんだジェンダー
表現を指摘しています。武田砂鉄氏の『マチズ
モを削り取れ』（集英社）では日本の〈マチズ
モ=男性優位主義〉の実態と矛盾がよく分かり
ます。雨宮処凛氏の『「女子」という呪い  』
(集英社文庫 )には日本での女性の生きづらさ、
理不尽さが綴られています。主語を男子・男性
に置き換えながらこれらの本を是非、お読みく
ださい。  

『女子力』という言葉は高橋まつりさんを追
い詰めました。ハラスメントもジェンダー課題
も命の問題です。「すべての人が気持ちよく生
きる」ために大切な問題です。ジェンダー平等
実現ためにこれからもMICの横の繋がりを活か
し、前進して参りましょう。  
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今日のまとめ  

MIC事務局長  
（出版労連）  

北  健一  
地方代表、単産、争議団あわせて24人からご

発言いただきました。長崎マス共の火砕流事故
の「定点」遺構整備など努力には大きな意義を
感じました。沖縄マス協からの運営上の困難に
ついて報告がありましたが、苦しい時こそ助け
あい、支援策を検討したい。  

新聞労連と民放労連からあったように、ジャ
ンダー平等実現では組合の方針、要求にして前
に進めたい。全印総連の印刷関連ユニオンの結
成は重要です。出版労連からあった「慰安婦」
等での教科書への介入は見過ごせません。映演
共闘からの報告にあった産業再編への対応も
MICの今の重要な課題です。  

フリーランスの課題は、いま大きく動いてい
ます。音楽ユニオンのように行政とも協力し実
をとりながら、映演労連の報告のように「労働
者性拡大」もめざしたい。電算労からの「情報
管理の問題は会社とともに組合の課題でもあ
る」という提起は重要です。  

解決した朝日放送ラジオ・スタッフユニオン
争議の「培った経験を非正規の権利獲得に活か
す」という報告には、組合運動の良き伝統が継
承されていることを再認識しました。コード争
議は、コロナ禍での雇い止めに関し「女性を軽
く見る風潮」が指摘されましたが、共に声を上
げる組合でありたい。争議解決力はじめMICの
強みを磨きながら、民主主義社会に欠かせない
私たちの職能と仕事を守るため、2022年度も共
に頑張りしましょう。  

 

MIC総会宣言  

総会宣言  
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、社会

の混迷が深まる中、労働組合と連帯の意義が高
まっています。感染拡大防止の下、世界中で、
通常の経済活動が抑制することを余儀なくさ
れ、さまざまな産業で廃業が続き、さまざまな
職種で職が失われ、貧困に陥る労働者があふれ
返っています。特に非正規、女性、外国人など
の労働者、社会においてマイノリティ性の高い
人々にしわ寄せがいき、生活そのものが危ぶま
れています。誰をも取りこぼさず、人々の命と
暮らし、雇用を守る労働組合への期待が高まっ
ています。  

そんな中、突然の解雇通告を受けた後で労働
組合を結成し、雇用の継続を求めた朝日報道ラ
ジオ・スタッフユニオンの争議では、大阪府労
委が会社側の不当労働行為を認定し「勝利命
令」となり、さらに中労委では解決金の支払い
で和解となり、多くの闘う仲間が勇気づけられ

ました。コロナ禍の中でも欠かさず、現場に多
くの仲間が駆けつけ、声をかけ合いながら乗り
切った戦いに、暗い中でも希望の光を見出しま
した。これからも「連帯」や「草の根」の精神
を大事にして、傷ついた仲間、社会的に弱い立
場にあり声を上げづらい仲間とともに、さまざ
まな労働争議、労働問題に取り組んでいきま
しょう。  

特にメディア・文化・情報関連の現場で働く
私たちは、憲法21条（表現・言論の自由）や、
それを基にした市民の「知る権利」を堅持して
いくこともが求められています。このほか19条
（思想及び良心の自由）においても、報道・言
論活動において、自由独立を確保し、真実を報
道し、公正な世論換起に期すべきです。この権
利が侵されることで、ジャーナリズムやその倫
理、自由な表現活動を後退させ、私たちの労働
環境を脅かし、自由を失われ、産業自体の衰退
を招きかねません。五輪組織委が不祥事を書い
た週刊誌に対して、回収・販売中止を求め、警
察への相談などを出して、圧力をかける行為が
起きるなど、言論妨害や出版・表現の自由を脅
かす問題が起きています。これ以外にも、デジ
タル法案については、個人情報が政府に一元化
する仕組みとなっていますが、今後の運用で、
権力の恣意的な運用、暴走を許さない仕組みを
確保せず、取材活動に関わる情報を適用外する
などの配慮がなされなければ、監視による萎縮
が進み、労働組合活動のみならず市民の社会生
活が危うくなります。また、政府による日本学
術会議会員の任命除外についても、決定した政
府は明確な説明をせず、押し切られたままで、
撤回もなされていません。以上の問題について
は継続して注視し、さまざまな形で私たち数多
くMICの仲間が働く産業、仕事に直結し、社会
的役割を果たせなくなるような課題について
は、権力から独立し、不当な干渉を排除する立
場で活動を進めていきましょう。  

社会においてマジョリティ側にある者がその
声の大きさと立場に対して自覚し、あらゆるマ
イノリティ性の声を大事に、ともに社会課題を
解決することが大事です。日本は男女格差を国
別で示す「ジェンダーギャップ指数」で120位
に落ち込んでいます。背景には女性蔑視、「特
権」を持つマジョリティの無自覚な差別・抑圧
性が潜んでいます。メディア業界における意思
決定層についても政府目標の３割にも届いてい
ません。メディアは社会的影響力を自覚し、受
け手である市民と一緒に動きだす覚悟が求めら
れています。その意味でもMICは政府や他産業
に先んじて、ジェンダー平等、組合内の「真の
民主化」の実現に向けた活動を進めていきま
す。MICは今後も自らの組織において、組織運
営、意思決定などあらゆる角度で、具体的な数
値や目標を掲げつつ、社会に開かれた存在にな
ることを希求し、努めていきましょう。  
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