月

日︑

争では﹁他府県の動向等を

ら実施しています︒夏季闘
間短縮が切実な要求である

時間の繰上げによる勤務時
ます︒橋下﹁行革﹂による

全職員署名を取り組んでい

挙結果による政権交代で︑

内容となっています︒総選

働者が﹁使い捨て﹂である

期待していない﹂と派遣労

ようなものは派遣労働者に

して︑公務員賃金も同様に

です︒こうした状況を反映

りに低下しているのが特徴

高校・大学を卒業し︑正

旧３野党は政権与党になっ

社員として就職しようと思

府民切捨て︑職員犠牲を許

を禁止し︑一人でも派遣で

ことからその実現を求めて

働きたい労働者の道を閉ざ

っても就職先がなく︑やむ

十分注視しつつ︑研究会な

は︑この旧３野党案を最低

を得ず﹁派遣﹂や﹁契約﹂

低下しています︒

基準とした抜本改正を実現

すということになれば憲法

といった非正規の道を選ば

こ と を 容 認 し︑
﹁登録派遣

を展開していきます︒宣伝

違反﹂
﹁ 子 育 て ・ 介 護 中︑

なくてはならないのが今の

ており︑今度の臨時国会で

行動︑決起集会︑署名行動

させることが急務です︒

高齢者などの派遣で働きた

さない公民一体のたたかい

への積極的な参加を呼びか

いという声なき声を言って

現状です︒こうした状況を

ヶ月以下の派遣を禁止︑均

護﹂の性格を明確にし︑２

法律名・目的で﹁労働者保

抵抗も始まり︑労働者の運

業側の委員︶による必死の

は︑使用者委員︵財界・企

労働政策審議会の論議で

遣 労 働 の 導 入︵ ２ ０ ０ ４

︵１９９９年︶製造業の派

派遣労働の原則自由化

す︒私たち府職員の賃上げ

抜本改正が求められていま

るために︑労働者派遣法の

を包囲しよう

等待遇の確保や違法派遣を

動に対する〝巻き返し〟が

すべての労働者の賃金引上げを

行った企業に対する罰則も

で奮闘しましょう！

とは程遠いものです︒しか

不 十 分 な 点 も あ り ま す が︑

けます︒

財界 企･業は必死の抵抗

いる﹂などと︑派遣労働者

一日も早く改善し︑労働者

世論の力で〝巻き返し〟

の実態を無視する発言を続

全体の賃金底上げを実現す

いきます︒

全員署名に
ご協力を
府労組連は︑府民宣伝や

けています︒

ども活用し︑意見交換しな

答しましたが︑府労組連か

がら検討する﹂と当局は回
抑制︑特に昨年８月からの

かかわらず︑一度も研究会

らの再三にわたる要求にも

ともに疲労困憊している職
が開かれていません︒終業

にあります︒
今回の府人勧は１３１億
円の賃金減額を求める不当
な内容となっていますが︑
独自カットをされているも
と実際は２万５千円を超え
る公民格差が発生していこ

働くルールの確立で

員の生活は大変厳しい状況

大幅な独自カットで︑心身

公務部門の賃 下 げ は
全労働者の 賃 金 抑 制
府労組連は
年府労組連秋季・年末要求

日には橋下知事に

書を府当局に提出するとと
もに︑
対し︑府人事委員会の不当
なマイナス勧告を実施せず
生活改善につながる賃上げ

項目にわたる切実な要

や﹁独自カット﹂の中止な
ど
求を訴えました︒府労組連
は︑公民一体で府民生活と

数は急増し︑正規労働者が

要求実現のためにも︑全力

減少し続け︑現在では派遣

年︶以降︑派遣労働者の人

製造業の派遣や２ヶ月以

ら国会請願署名︑労働政策

強まっています︒

内の短期派遣を禁止してい

労働者を含む︑非正規率は

審議会あて団体署名の取り

設けるなど︑実効性のある

る旧３野党案に対し︑使用

・ ４％にもなっ ていま

ば是正させなければならな

遣切りでモラルがないなら

規労働者の賃金も右肩下が

体の賃金水準も低下し︑正

す︒それに従い︑労働者全

みを強化しています︒

たたかいと結合し︑取り組

組みなど︑秋季年末闘争の

府職労は︑職場・地域か

者委員は﹁中小企業での派

し︑旧野党３党案は︑まだ

○違法な労働者派遣を行った法人に対する罰則の強化
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣につい
て、20万円以上３億円以下の罰金
・禁止業務派遣、無許可派遣について、１億円以下の罰金
・無届での特定労働者派遣等について、3000万円以下の罰金
○法律違反であることを知って労働者派遣を受けた派遣先に対する罰則の導入

長妻厚労大臣が派遣制度

○同種の義務に係る一般の賃金水準等を考 ○労働者の就業形態にかかわらず、就業の実態に応じ、均等な待遇を確保
慮し賃金決定することを努力義務化

のあり方について諮問

労働者派遣法改正に
向けた議論スタート
月７日︑長妻厚生労働
大臣が労働政策審議会に対

○労災保険法の施行のため、行政庁が、派 ○以下の項目の義務づけ等により、派遣先責任を強化
遣先の事業場へ立入検査すること等がで ・労働者派遣契約の順守
きることとする
・年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの禁止
・育児休業を理由とする不利益取り扱いの禁止
・派遣労働者所属労働組合と派遣先との団体交渉応諾義務 など

とから︑独自カットの中止
を本来勧告すべきです︒府
労組連は独自カットの中止
を求めていきます︒

終業時間繰上げ

○日雇派遣（契約期間が日々または 30 日以 ○雇用契約期間が２か月以下の労働者派遣を禁止
内）は原則禁止しするが、例外を設ける

職員の生活を守るため秋季
年末闘争のとりくみを強化
していきます︒

独自カットの中
止で生活改善を

い﹂
﹁ 中 小 製 造 業 は︑ コ ス

600

し︑今後の労働者派遣法の

10

在り方について諮問し︑７

20

トがかかるの
で人も雇え

593万円

09

の勤務時間短縮

38

配当金

日に労働政策審議会職業安
日に労働力需

32兆2790億円

分短縮は︑

定分科会︑

＜グラフ１＞ 空前の利益を上げる大企業 配当も増加、従業員給与は低迷

財政難を口実にした定数
勤務時間の
道府県が４月１日か

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律」と
遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 し、目的部分も変更する

27

削減による長時間過密の労
国と

〈表１〉

10

年間に及び賃金

０

ず︑製造業へ
の派遣が禁止
されれば︑工
場の海外移転
ということに

550

５

給制度部会が開かれまし
た︒新政権が発足したこと
に伴い︑すでに労働政策審
議会で確認されている旧政
府案の内容に︑マニフェス

もなりかねな
い﹂と︑まる
で中小企業だ

（万円）

15

500
07
（年度）

06

05

04

03

02

トに掲げられている旧野党
３党案をどう反映させてい
くかという方向で議論が始

けが派遣切り

１人当たりの従業員給与（右目盛）

まりました︒

を行っている
かのような責
任転嫁の発言

配当金計（左目盛）

従業員給与

25

旧政府案は︑
﹁日雇派遣﹂
日以内を原則

をしていま
す︒また﹁正
規と派遣には
期待する資質
は違い︑派遣
に期待するの
は違うのでは

資料：財務省「法人企業統計調査」

については

禁止としているものの︑例
外 を 設 け る と し て お り︑
﹁ 派 遣 切 り ﹂が 大 き な 問 題
となった製造業の派遣につ
いても︑規制を加えず原則
自由化のままとしていま
す︒また︑均等待遇につい
ても﹁努力義務﹂となって

ないか︒匠の

（資本金10億円以上）

15

25

働実態︑
21

30

12

10

おり︑実効性のある﹁改正﹂

○政令で定める専門業務等（新たな専門職制度）を除き製造派遣を禁止
○原則自由化のまま

99 2000 01

98

97

96

95

94

93

92

1990 91

10兆2800億円

経常利益（左目盛）

30

３党（民主・社民・国民）案
旧・政府（自民・公明）案

15

30

経常利益

（兆円）

35

2009年11月１日 ＜２＞
第1897号 （第三種郵便物認可）

すべての労働者の力をあわせ

09秋季年末闘争で要求実現へ！

