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最高裁で国の責任確定
た。画期的な判断でし
の責任確定」と厚労大

にも上る闘いでの「国

はつきもの」として全

発展のためには、犠牲

浜 地 裁 判 決 が、「 産 業

厚労大臣が謝罪
た。九州建設アスベス
臣からの謝罪でした。

月 日に最

高裁（東京１陣）が「国
ト裁判は、２０１１年

負けで、これが全国の

昨年の
の上告を棄却」して、
２０１２年５月の横

１０

092－433－3338
TEL

１４

月５日に提訴。９年

裁判のスタートでし
た。規制をしなかった
国の責任、危険と知り
ながら製造を続けぼろ
儲けをした製造企業の
責任、一人親方という
だけで「労働安全衛生
法」の対象外として否
定され続けた一人親方。
この様々な障害を克
服して、最高裁が上告

なんでも相談で炊き出しに

大行列

この保育士さんは、

後日福祉保育労に加入

されました。生活保護

関係の相談は３件あ

り、うち１件は申請希

望者でしたが、申請当

日待ち合わせに来られ

ませんでした。また、

生活保護を受給してい

るが、食べていくのが

やっとだから制度の改

善をしてほしいなどの

相談もありました。

食糧支援には１００

人以上の方が行列を作

り、豚汁、おにぎり、

お汁粉が約２００食ふ

るまわれました。フー

ドバンクの食品は１０

０人分が配布され、リ

サイクル衣料もすべて

提供しました。

方からは「とっても美

炊き出しに来られた

コロナショックによ

味しかった。」
「甘いお

を棄却した意味は大き

る経済危機で倒産や廃

汁粉が嬉しかった」「寝

日には、企
業責任について期日が

業で仕事を失う労働者

い。２月

開かれることになって

袋助かった。」
「おにぎ

います。

されています。こうい

対しての意見書採択」

自治体のう

筆を何度も集めた

労は、署名を組合員一

合、自由法曹団、福岡

福岡地区労連加盟組

た。この取り組みは、

固公園」を開催しまし

角なんでも相談会㏌警

止対策を強化して「街

コロナウイルス感染防

で、サービス残業が多

「時間の管理がずさん

仕事が忙しくなった。」

か ら は、
「コロナ禍で

が対応した保育士さん

の相談があり、弁護士

意見もいただきました。

「 ま た や る べ き。
」の

も「やってよかった。」

た。参加スタッフから

の頑張りで大好評でし

エストもあり、皆さん

くれますか？」とリク

た。「 次 は い つ や っ て

れ た。
」と大好評でし

月

う運動が世論を作った

医療団、いの健、新日

い」
「保育士の労働条

地区労連加盟の福建

結果でした。

本婦人の会、日本共産

自治体が「国に

り、県内
ち、

１５

人

今後は、裁判をしな

人に行政の支援が強く

職と住まいを失った

ん と か 変 え た い。」 と

求められています。

件が劣悪であるからな

相談がありました。

党福岡市議団の協力で

件

いで賠償が支払われる
動が求められています。

相談ブースでは

行われました。

２６
「基金」づくりへの運

地区労連は

が増大するなか、福岡

おにぎりとっても美味しかった

りお腹いっぱい食べら

〈街角なんでも相談会〉

日、

コロナと寒さの年を越そう
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国の責任が確定しまし

田村大臣
（右から4人目）
に要望書を手渡す宮島原告団長
（右から5人目）
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民局とその他の７局か

ら国民全員に支給され

〈シリーズ

労働相談最前線②〉

が従業員の給与におい

る こ と か ら、
「想定の

パソナに多額の利益

合員に残業させなかっ

らのべ１０００人以上

労働委員会・残業させないことは

い、職員の賃金をパソ

をもたらし、市民への

福岡県労働委員会

て相当の比率を占めて

２，３倍」とはつじつ

ナのためにつぎ込んで

給付は大幅に遅らせ、

たことは不当労働行為

の市職員が本来の職場

７万円とかなり高い金
います。
市民からは
「行

は、有限会社ワーカー

まが合いません。

委託されたパソナの問
額で設定となっていま

その尻拭いに市職員を

を離れパソナ業務を行

昨年、全国民に特別
題がクローズアップさ
政はパソナの奉仕者で

不当労働行為

万円が給付さ
す。

１０

パソナと市の契約
払っているにもかかわ

それだけの委託費を
き上がり市議会でも問

はないか」と批判が吹

者責任は重大です。人

大量動員。市長の契約

に対して、自交総連組

ズコープタクシー福岡

と残業させなかった賃

であるとし、平均賃金

もとで、長時間継続し

いるという労働事情の

・５
は、プロポーサル（業

て残業を指示されない

％しか給付ができず対

金の差額と

ことは経済的に大きな

員確保が出来なかった

して組合員

打撃となり、労組法に

題に上がっています。

ことはパソナの責任で

Ａには２３

いう不利益な取扱いに

らず、必要人員が確保

あり、委託費は返還さ

４万円、組

該当するとし、二人が

務提案）方式で公募さ

せるべきです。地方公

合員Ｂには

自交総連の組合に加入

応の遅れが指摘されて

務員法違反の疑念も残

２１６万円

したことを理由に残業

できなかったため、市

ることから、市民から

を支払うよ

禁止をしたことは明ら

れ、パソナ１社のみが

た。適正に行われてお

は住民監査請求の必要

う命じまし

かだと指摘していま

いました。その背景に

市 は、
「 想 定 の ２、

り、問題はないと認識

があるのではないかと

た。また、

応 募 し ま し た。
「特別

活困窮者自
３倍の申請が集中し

し て い ま す。
」と回答

声が上がっています。

事業」
と
「生

います。パ

円を超えて

れず、人手が足りない

委託だけではさばき切

けませんでした。業務

新型コロナが猛威を

ロナに便乗し、大量リ

す。一方で大企業はコ

今がまさに医療・介護

す。コロナ禍において、

もるため、闘っていま

せんでした。

てにおいて採用されま

会社側の主張は、すべ

ィスを命じています。

示させるポストノーテ

を書面化し、社内に掲

て、今後行わないこと

不当労働行為を認め

合運動の成果です。

命令は珍しく、労働組

いものに賃金を支払う

りながら、残業をしな

事業者の専権事項であ

す。残業を命じるのは

２０２１年春闘をどう闘うか

福岡医療団労組〉

ふるい、
女性、
子ども、

ストラを実行している

崩壊状態です。２０２

〈労働組合紹介

非正規の方々など社会

ことに、今の資本主義

１年春闘は今こそ医療

違法なサービス残業

●２月７日（日）

：

今後のスケジュール

的弱者を直撃していま

社会の新自

・介護崩壊を食い止め

由主義の正

回福

組合員は、どちらも高

ブ併用開催）

５博多偕成ビル（ウェ

岡県労連評議員会

第

闘うべきです。福岡医

齢の母親を抱え、一人

：
なっていま

療団労働組合は、知は

は貯金を切り崩し１日

●２月

～
す。福岡医

力の考えのもと、月２

１食で生活し、一人は

春闘地域総行動

体が露わに

療団労働組

回の執行委員会で勤労

生活保護を受給するま

音羽公園

春闘決起集会

～

第

合は、１０

者通信大学の基礎理論

でに陥っています。二

るために立ち上がって

００人の組

コースを学び、春闘を

ち上がった二人の自交

を止めさせるために立

人員確保の責任はパソナにあり

立相談支援
て、時間がない中で、

していますが、当初か

定額給付金

事業」の契
迅速に対応しないとい

ソナの責任

ため、職員を出しまし

約額は

者の日当は

コロナ禍こそ労働相談を
１月６日、福岡県春闘共闘
と福岡地区春闘共闘は、コロ
ナ禍の労働相談、労働者の権
新春宣伝行動

利と最低賃金引き上げの周知
などのために

を行いました。出勤途中の市

合員とその

人は、労働委員会で、

日（金）
家族含めて

闘います。学習の友２

１９

民は、ポケットから手が出し
にくい寒い日でしたが、全労
連チラシや権利手帳の入った

３０００人

命令は、時間外手当

現状の生活を涙流して

頂けると幸いです。

月号に記事が掲載され
と権利をま

：

２１

１８

袋を受け取っていました。こ

１３

７５

訴えました。

００

ますのでぜひ一読して

１７
近くの生活

３０

３０ ２１

博多駅で宣伝行動

の行動に地域の労働組合から
名が参加しました。
１３

執行委員会での学習会

１０

５２

〈新春宣伝行動〉

億

給付金の事務手続きを

６月末時点でも

れました。福岡市では

給付金
れています。

市の業務委託のはずが市職員動員
コロナ禍の血税で大企業の不当な利益

《自治体クローズアップ・福岡市・パソナ委託問題①》
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