二十一日以降に同社へ報告
したものの︑抗議前日まで
に削除ざれなかったものば

の助長を禁じている︒食路上
に並べた投稿内容は⁚先月

種︑厩務を理庄としだ奮進

げかけられやすい無防備な

のコメントは多重投稿を禁
止した︒一方︑ツイッダー
は︑突然暴力的な言葉を投

囲が設定でき︑自衛策を講
じられる︒ヤフーニュース

ノエイスフックは公燐範

は禁止規定や罰則はない︒

に盛り込まれたが︑同法に

は︑ネット対策が付帯決議

ヘイトスピーチ対策法で

となく︑不特定多数が閲覧
できる状態のままだ︒

意の言葉の﹂ノ半に消えそこ

スペクトしたい﹂

がら行われた抗議活動をリ

放置してよいのかと問い掛
けるために︑試行錯誤しな

消され︑沈黙を強いられて

力︑諺に祁全売︶と石一個を拐

の範囲が同じ場合︑賃金や

ても︑経営者と労働者とい

だけ高い年収をもらってい

に下げられるだろう︒どれ

う主従関係がある限り︑自

福利厚生で正社員と同じ待
義務付けるとしている︒

遇を確保することを企業に

いる人がいる︒この状況を

かりだ︒

厚生労働省は八日︑労働政策審議会に労働基準法

など八つの労働法の改正を含む一括法案の要綱を諮
問した︒法案は今月下旬に召集予定の臨時国会に提

八日の要綱では︑連合が

分で働き方を決められる人
はいない﹂と話す︒

求める年百四日以上の休日

ディナーショー

産 地 直 送

新米誌藷輩

東京蔀昭島市昭和の森JR青廉臓噸寄青北口餐毒7分シャトルバスま行

これらを労働組合側はど

うみているのか︒
全国一般東京東部労組の
須田光照書記長は﹁居酒屋

は週休二日でほぼ一年分の

聞；宴墓宴＃量墨壷童

リサイクル

（コース舟理、お飲み物、ショー、税 サ込）

0日

暮らしは殺虫つ嫡露醒醒認

する方策だ﹂と懸念する︒

15万円︵税込︶納期50日

ご用命挿話 ◎案内書送呈

0557︵47︶3341

労働を強いることを可能に メンタルサイエンス 林

することで︑異様な長時間

るとし︑﹁残業代をカット ②社名・店名・団体名命名料

名料10万円︵税込︶納期00日

員がしていた仕事も該当す ①雅号芸名・ペンネーム命

クが急上昇︒開運開花実現

通﹂で過労自殺した女性社 信頼敬意を集め︑評価ラン

求める是正勧告をした︒
田園圏閏四囲団
龍谷大の脇田滋名誉教授
︵労働法︶は︑今回の法案
吉祥命名専門家が命名
で拡大される対象には﹁電 雅号のお奨め 雅号により

議醸躍盛雄謹

の渋谷労働基準監督署は先
★粗大不用品から
★秋田県認証特別栽培米
月︑ゲーム開発会社で裁量
雑多物迄全て回収
労働制が適用された女性社 片付け掃除何でも承ります
員について︑裁量労勧制の 相談下さい社団法人銀の森 送料税込年中無休お気擬に
0 3 ︵ 6 9 0 8 ︶ 2 1 4 4 秋田県大潟村 ㈲小室崖場
適用無効と残業代支払いを
0185︵45︶2883

ら対象のあいまいさが問題

★会 場 2階宴会場シルパンホール（全席指定）

出される見通しだ︒残業時間規制など一見︑見栄え

のよい法案と一括にすることで﹁世界で一番企業が

要綱の柱となるのは︑高
収入の一部専門職を労働時
間規制から外す﹁残業代ゼ
ロ︵高度プロフェッショナ
ル︶﹂制度の導入や裁量労
働制の対象拡大︑残業晴間
の上限規制︑同一労働同一
賃金の確立に向けた労勘契

死事件の大半の現場では︑
一日八時間以上働かせたら

日数︒日本労働弁護団の寵

確保義務などの健康確保措
置も盛り込まれたが︑これ
残業代を払うという雇用側

いるが︑長時間労働はなく

がすでに週休二日になって

チェーンのブタミなど過労

の義務が履行されず︑本来
はそっちが問題だ︒今回の

めて危険だ﹂と危ぶむ︒

なっていない︒それで働か
せ放題になるのだから︑極

一郎幹事長は﹁大半の企業
法案はそんな違法状態を合
法化していく流れにある︒

を防いでいる労働基準法の

残業代により︑長時間労働

視されていた︒実際︑東京

裁量労働制では︑最初か
解体につながる﹂と憤る︒
残業代ゼロ法案の対象は
﹁年収千七十五万円以上﹂
とされているが︑経団連は
﹁ホワイトカラー・エグゼ

二〇〇五年にほぼ同内容の

ンプション﹂の導入を提案
した際︑年収要件を﹁四百
万円以上﹂としていた︒

須田書記長は﹁年収要件
は法案が成立すれば︑次第

00了

ディナー18・00−／ショー19

活躍しやすい国﹂ ︵安倍首相︶の労働環境をつくり

革﹂ではなく︑働かせ方改悪では︑という疑問が噴

田

約法の改正などだ︒
﹁残業代ゼロ﹂制度の対
象は年収千七十五万円以上
の金融ディーラーなど︒残
業代や深夜・休日の追加賃
金は支払わない︒裁量労働
制は実労勘時間ではなく︑
成果に伴う﹁みなし労働時
間﹂を基準に賃金を支払う

制度︒改正では︑対象を営
業職などにも拡大する︒

一方︑残業時間の上限規
制を罰則付きで設定︒年間

時間未満﹂ ﹁二〜六カ月の

の上限を七百二十時間と決
め︑その枠内で﹁一カ月百
月平均八十時間以内﹂の残
業を特例で認める︒
非正規労働者の待遇改善
をうだう同一労働同一賃金

制は︑仕事内容や配置転換

宴会予約℡042−542・5555

ご予約・お問い合わせ

wwslmwd造血．00jp

フォレスト・イン昭和励

上げようとしている︒労働組合からは﹁働き方改

〃88g三、

A席￥24，000

金iS席￥26，000
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残業代ゼロ法案再浮上

「長時間労働l跨ぐ歯止め解体」

﹁働かせ方改悪﹂
態

i藻

出している︒

韓詳霧琵講談龍蒜措鷲二葉籍諜談を

聞
斬り
．く毒こ、
曳き

シフ1
繊物言；よ0′ク

﹁同一労働同一賃金﹂は
かねて非正規労勘考らが

﹁企業活躍﹂を最優先
﹂

残業時間上限規制自宅でサービス残業増

望んできたことだ︒だが︑

派遣ユニオンの関根秀一郎
書記長はこう疑問視する︒
﹁同一労働同一賃金とい
うと聞こえはいいが︑安倍
政権はこの間︑労勘考派遣
法の改悪など低賃金化と労
勘考の使い捨てができる仕
組みを推進してきた︒同一
労働同一賃金を名目に安い

賃金の方に収れんさせる狙
いだろ−つ﹂と警戒する︒
残業時間の上限規制はど

も︑最大で月二百時間も残

うか︒全国ユニオン会長で
﹁東京管理職ユニオン﹂委
員長の鈴木剛氏は﹁最近で

スがある︒管理職のほとん

業して団体交渉になるケー
どはこうした状況に耐える
ばかりで︑自ら訴えること

はない﹂と現状を説く︒

国を目指す﹂と強調した︒

それ以前にも︑第一次安
倍政権は高度プロフェッシ
ョナル制度の前身の﹁ホワ

●

合会長の対応は︑労組のナ

ショナルセンターとしてあ

るまじきこと﹂と連合幹部

さらに薬弁護士は安保関

への不信を隠さない︒

連法にも似た﹁一括法案﹂

﹁政府が一括法案という

という手法を批判する︒

るためだ︒目的も趣旨も違

形を採ったのは強行採決す

を見えにくくして︑国民を

う内容の法案を混ぜ︑論点

脇田氏は今回の法案につ

だまそうとしている﹂

いて︑こうまとめた︒
﹁安倍内閣は︑正社員の

解雇自由化や非正規労働者

に対し︑不満が拡大したた

の駄犬を狙ってきた︒それ

で﹁高度プロフェッショナ

のペーパーだった︒働き方
改革実現会議メンバーも榊

友会代表幹事︵当時︶作成

望に貫かれている︒これは

でごまかそうとしている︒
だが︑その内容は労働者側

などと抵抗を受けない表現

め︑今回は〒働き方改革﹄

ル制度の早期創設﹂を掲げ

は勘かせ方改悪だ﹂

働き方改革ではない︒実際

には譲歩せず︑大企業の要
る︒一方︑勘き方改革実現

らが多く︑労働者の声はほ

原定征経団連会長ら経営者
革実行計画をまとめだが︑

津里季生会長は七月︑首相

働側は迷走した︒連合の神

政府のこうした動きに労

は︑過労死遺族らから﹁過

と受け止められた︒だが︑

修正を要請︒首相も応じる
姿勢を示し︑事実上の容認

以上の休日﹂などを加える

ショナル制度に﹁年百四日

と会談し︑高度プロフェッ

労死ラインの労働を放置す
ることにつながる﹂などと
批判が相次いだ︒
ちなみに産業競争力会議

間未満﹂などとする内容に

残業の上限を﹁月最大百時

ぼ反映されていない︒

会議は今年三月︑働き方改

十 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○畔 鶉溌／高と − 語細撰割印穆i／≡薄黒駐韓

メンバーは︑三木谷浩史・
楽天会長兼社長ら企業のト
ップら︒一四年四月の首相

肇 罷羅撃殺駕葉竃￣

労働現場では︑持ち帰り
のサ﹁ビス残業が横行して

第二次政権の一四年四月

イトカラー・エグゼンプシ
ョン﹂導入を試みた︒

に開かれた政府の経済財政
諮問会議と︑産業競争力会

議の合同会議で︑首相は労
働時間の規制緩和を具体化

∴

前出の須田書記長は﹁連

嘩議競鷲擬器量
当去証き鋤、件

いるという︒﹁約三年前︑
IT企業の残業代の未払い

を争ったケースでは︑管理
職が持ち帰らないと終わら

ない量の仕事をさせられ︑

自宅でパソコンを開いて仕
事をしていた︒今回の法案

う指示している︒

する制度創設を検討するよ

ヽ∴ 醗饗鞄 を／一人／ン種 ∴∴∴∴∴ ．一∴∴「 ．∴∴「

連合の内外から批判が殺到
し︑容認姿勢を撤回した︒

もしくは︑今後の

上演・上映予定

9月12日︵火︶の

掲載の内容は

圏

上演・上映告知です︒

園闘樹困開脚88旺割田

）＼＼）／ ：凝 躍 主 観亜惑 ∴子 i

の指示のベースは︑同会議
の雇用・人材分科会代表を
務めた長谷川閑史・経済同

※内容については、変更になる
場合がありますのでご了承下
さい。

「る、前の座席に足を乗せるなど、
なる行為は控えましょう。

合法化されてしまう﹂

この流れを引き継ぎ︑政

16﹂も働き方改革の項目

了（だりこに

i、 観閲臆病田園音園田音 韻 ￣ィ／＼

権は昨年﹁働き方改革﹂の
看板を掲げた︒産業競争力
会議の﹁日本再興戦略20

原の電源を切りましょう。

が通れば︑こうした状況が

そもそも︑今回の﹁働き
方改革﹂の底流を流れるも

のは何か︒第二次安倍政権
の発足直後︑首相は﹁世界
で一番企業が活躍しやすい

れつ想な盗がさこ改す労
ても起改聴叫んれ掌る強電
はのさ正強ば事は」形制通
な焼せが化れ件大法でがで
らけるななたで阪案今注の

＼ニ￣つ葛 も1軸〇日○闘 i一g

バレーボールのワールドグラ 招集だった︒五年以上招集され たことだ︒同じポジションで︑

大衆演劇 劇団閉経 大人1600円
平日・夜6時、土日祝・昼1時／夜6時

）マナー
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e「働き方改革」関連法案の骨子に 反対し、痛罵麓の声を：上げる人たち＝ 先月、東京・霞ヶ関で ①過労から自殺した電通社員高橋ま つりさんと、再発防止策などで電通 と合意し、コメントを：読み上げる母 の幸美さん＝今年1月、厚労省で
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霞みましょう。
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