多様化する雇用形態と

労供事業を行うことにし

事業主性を持てないので︑

ている︒労働組合が直接

行う供給事業が基礎になっ

の両方でやっている︒

た﹂︵首都圏なかまユニ

オン︶などの発言があり

ました︒︵報告は順不同︶

報告・討議の中で参加

は終わった︒これからは

者から︑﹁﹃供給の時代

派遣だ﹄という声がある︒

えたのではなく︑これか

労供事業はその役割を終

性がある﹂との発言があ

ら維持・発展できる可能

りました︒それに対して

い︒自動車の派遣も認め

合員はあまり減っていな

９９年の職安法の改正で

影響が大きいが︑見直し

大きな課題︒

層が増大し︑今後もさら

られ︑派遣会社が増えて

労供組合が自ら派遣事業

給・派遣﹄は労働組合が

横山事務局長は︑﹁﹃供

共同で派遣をやろうとし

後の事業計画は達成しそ
う︒事業者団体に労基法
いる︒添乗員は﹁朝６時

の適用などを働きかけて
から夜８時まで働いても

は︑従来の労供事業から

労供労組協の今後の展望
を研究している内藤直人
﹃労供・派遣﹄へと取り

量労働制︒時間外労働が

８時間﹂というような裁
労供労組協２００３年
組んできた︒雇用情勢は
大きく変化してきている︒

さんが﹁労働組合が行う

非典型労働者といわれる

労供・派遣事業の展開と
た︵次号掲載予定︶︒

その役割﹂を報告しまし

６日︵日︶〜２７日︵月︶︑
芦ノ湖のホテル・花月園

秋の学習会は︑１０月２

で開かれ︑１２組合１６
今回は外部の講師は呼

名が参加しました︒

いだろう︒雇用形態も多
様化し︑ますます複雑に

に増えることは間違いな

なっていくと思われる︒

組協がすすめてきた労供
のすすめ方を中心に報告

事業の展開と今後の運動

このような中で労供事業

ばず︑これまでの労供労
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今回の学習会には︑法

行／労働者供給事業関連労働組合協議会
（略称 労供労組協）
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政大学大学院で労供事業

と討議を行いました︒

たらいいのだろうか︒雇

をどのように展開していっ

派遣﹄をやっているので

体を持てるようになった︒

あり︑派遣はそのための

たが中断︒組合は直接タッ

その他に︑﹁従来の労

トワークを設立した︒

手段である︒﹃供給は終

用の多様化の中で︑それ

況は厳しい︒組合がつくっ

供と同時に﹃供給・派遣﹄

供労組協は終わりだ︒わ

わった﹄というのなら労

その事業体として企業組

た派遣会社﹁タブレット﹂

もやっている︒最近︑登

合等を立ち上げ︑﹃供給・

と従来の労供事業との棲

録が増えた﹂︵音楽家ユ

発展させるのかというこ

れわれは供給事業をどう

チしてないが︑平成１２

み分けなどが課題︒

ニオン︶︒﹁スタッフフォー

年に派遣会社・東京ネッ

コンピュータユニオン＝

ラムと連携して﹃供給・

とで取り組んでいる﹂と

は増えているが︑経営状

ＯＡスタッフ支部では従

のべ︑労働組合として積

クシーをはじめた︒需要

をさぐっていきたい﹂と

今回の学習会の中でそれ

来の供給事業を行ってい

派遣﹄ を す す め た い ﹂

極的に労供事業に取り組

をどう作っていくのか︒

挨拶しました︒

る︒ＳＥプログラマー支

合自身が仕事を確保し︑

︵東京出版︶︑﹁労働組

に対応できる労供労組協

伊藤議長の報告後︑各

部は︑昨年から﹁供給・

もうと呼びかけました︒

労供事業をどう生かすか

今日の雇用状況の中で︑

長は︑﹁今回の学習会は︑

開会にあたり︑伊藤議

いました︒

を受け︑質疑・討論を行

の供給と﹁供給・派遣﹂

労供組合報告

労供組合からの事業報告

派遣﹂をはじめた︒従来

雇用の場を保障するため

サービス連合＝サーズの

がテーマである︒私たち

きた︒われわれも企業と

看護・家政職ユニオン田
園調布＝組合員約３００
人︑その半分の人が介護
保険で仕事をしている︒
介護保険の仕事は労働組
合ではできないので企業
組合をつくり３つの組合
から供給を受け︑請負で
サービス提供している︒
利用者が介護保険でなく︑
自費による場合は派遣に
なるので︑﹁供給・派遣﹂
にしなければならない︒
全運労＝組合員は２４０
名︑バブル崩壊後から組
企業組合スタッフフォー
ラム＝派遣事業をはじめ
て４年目︑前期は黒字だっ
たが今期は厳しい︒主な
業務は機器操作などオフィ
スワークが中心︒最近は
ＤＴＰオペレーターの需
要が多い︒今年から音楽
家ユニオンと提携し︑演
奏家などの派遣をはじめ
た︒
新運転＝企業組合ロマン
交通を立ち上げ︑介護タ
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労供労組協の発足と今後の展望
議長

た︒職業紹介は民間と公

このＩＬＯの基本的精神

組合が行うことができる﹂

﹁労働者供給事業は労働

ことに な る ︒ こ れ まで

てきている︒

ろな課題が突きつけられ

業者﹂という概念には入っ

ということだけで︑﹁事

労供労組協の
今後の課題と方向
これまで︑労供労組協

が１８１号条約で変わっ

べきであるとした︒

的機関があいまってやる

ていなかった︒

せん﹂という言質をとっ

﹁職安法４４条は変えま

９９年の派遣法と
職安法改正
労働 省 交 渉 の 中 で ︑

で７つの事業体を持って

ている︒労供労組協関連

を設立し︑事業を展開し

できたので︑企業組合等

制的に適用させることが

その心配はない︒

きるようになり︑当面は

正で﹁労供・派遣﹂がで

たが︑９９年の職安法改

止に対する恐怖﹂であっ

則が改正され︑許可手続

派遣法改正と
ＩＬＯ１８１号条約

条は変えないのか︒当時

た︒ではなぜ職安法４４

の団結の軸は︑﹁労供廃

労供労組協の結成
７０年代後半にマンパ
きも簡素化された︒われ

派遣法で禁止されてい

いる︒

﹁供給・派遣﹂制度を

ワージャパンなど人材派
いでやろうとしたが︑負

われも派遣業者に負けな

る業務は︑﹁港湾運送・

の課長は︑﹁これは日本

認めさせ︑事業主性を疑

遣会社が日本にはびこっ
けていった︒現在︑派遣

国憲法第９条のようなも

だ︒

てきた︒私たちは︑﹁労
労働者は１７０万人︵登

建設・警備﹂だ︒警備は

の︒職安法の中間搾取︑

ていったおおまかな経過

働者供給ではないか︑職

請負でやられているし︑

また︑職安法の施行規

安法違反ではないか﹂と
録︶で労供は１万人弱で

港湾は港湾労働法の中で

とによって︑当然に︑労

いる︒それをどう組織化

非正規労働者が増大して

また︑雇用の多様化で

させることが課題である︒

活用して労供事業を拡大

この獲得したシステムを

いるのかも知れないが︑

業の﹁自然死﹂を願って

国はわれわれの労供事

いうことで追及してきた︒
ある︒

如派遣法をつくる動きが

ところが８４年１月に突

基法や労働安全衛生法な

﹁供給・派遣﹂の活用と
今後の課題
続ける必要がある︒派遣

ど労働法制上の﹁事業主

していくか︒そのための

強制労働の条項が存在す

のルールをつくって労供

責任﹂を負わなければな

化し︑職業能力を高め︑

研究も必要だろう︒組織

る限り︑４４条は存在し

の一部を解禁するものだ﹂

らなくなる︒労供事業で

り︑建設はすでに重層的
な下請け構造ができてい

と発言した︒４４条が存

は運転資金は必要ないが︑

派遣ができる仕組みがあ

いる分野はその必要性が

る︒つまり︑禁止されて

在すれば︑４５条は存在

その人材を﹁労供・派遣﹂

労供事業の弱点
びなかったのか︒一言で

ないものである︒

し︑労働組合が行う労働

で活用すれば︑労働市場

﹁派遣法反対﹂で労供労
いえば使い勝手が悪いと

９９年の改正では︑派

自分たちで雇用して事業

でたの で ︑ 急 遽 ２ 月 に

いうことだろう︒例えば︑

遣は専門的業務から﹁臨

を行うと必要になってく

事業主性を獲得したこ

給先が保険を扱うのが面

になる︒

者供給事業は認めること

どうして労供事業は延

倒でそのために派遣を使

れ︑派遣の原則自由化に

時的・一時的業務﹂とさ

かし︑派遣法は１９８５

協の結集軸であった︒し

ろう﹂が当時の労供労組

遣法反対︑労供事業を守

組協が結成された︒﹁派

しても補助金はでない︒

い︑組合員の能力開発を

なれない︒賃金の直接払

労働組合自らは事業主に

で事業主制は確立するが︑

は︑雇用責任を持つこと

かもしれない︒派遣会社

ので毛嫌いされているの

公的機関がやるべきであ

職業紹介は民間でなく︑

ＩＬＯの基本的精神は︑

すすめてきた︒そもそも︑

をテコに派遣法の改正を

Ｏの民間職業所紹介条約

なったのか︒政府はＩＬ

なった︒では︑なぜそう

行う労働組合等﹂が﹁労

り︑﹁労働者供給事業を

ことが認知された︒つま

働者供給事業者﹂という

るが︑今回はじめて﹁労

ということが書かれてい

は︑﹁労働者供給事業﹂

また︑職安法第４条に

ことが︑事業主性を持て

で考えなくてもよかった

要になってくる︒これま

確保や税金対策なども必

月かかるなど運転資金の

険からの入金は２︑３ケ

ラムの場合には︑介護保

る︒例えば︑ケアフォー

必要がある︒

働省などと交渉していく

な要求項目にして厚生労

険の適用﹂という具体的

これからは﹁社会労働保

を強く要求してきたが︑

これまで﹁事業主性﹂

での規定力も大きくなる︒

社会労働保険である︒供

働組合自身がやっている

うということになる︒労

年に成立し︑翌年７月に

︵文責・事務局︶

るとしてきた︒ところが

るようになって︑いろい

これが労供が派遣に負け

働者供給事業者﹂という

施行された︒

