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★OISR-Watchは法政大学大原社会問題研究所の公式サイト "OISR.ORG"
　　　http://oisr.org
の最新情報をお伝えするニュースレターです。購読は無料です。
月に1回か2回程度、配信します。ご希望の方は
　　　webmaster@oisr.org
までメールでお申し込みください。
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=======================================================================
【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】

　　　　　　　　　第１３回国際労働問題シンポジウムのご案内

テーマ：「母性保護の国際的基準--ILO母性保護条約・勧告の改定をめぐって--」

　これまで、国際労働問題シンポジウムでは、その年のILO総会のなかから、重要な問題
を取り上げてテーマにしてきました。今年は、1952年に採択された母性保護条約（103号）
と勧告（95号）が改定されました。52年の条約・勧告は、ILO条約のなかでは母性保護に
関し、最も新しいものであることから、その改定の内容、方向が内外から注目されていま
した。
　そこで、このシンポジウムでは、ILO総会に出席された方々を中心に報告していただき、
この改定内容について理解を深めたいと思い、企画しました。なにとぞ、よろしくご参加
をお願いいたします。

日時　　２０００年９月２９日（金）　午後１時～４時３０分

会場　　法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナード・タワー　２６階　スカイホール
※多摩キャンパスではありませんのでご注意下さい。



参加費　　無料

申し込み

葉書・FAX・電話またはE-mailで、９月２７日迄に所属とお名前、連絡先をお知らせ下さ
い。 
法政大学大原社会問題研究所
〒194-0298 東京都町田市相原町4342
TEL 042-783-2307
FAX 042-783-2311
E-mail webmaster@oisr.org

--------------------------------------------------------------------------------
プログラム 

・ILOにおける審議をめぐって　　労働省女性局女性労働課長　足利　聖治

・労働者の立場から　　日本労働組合総連合会副事務局長　高島　順子

・使用者の立場から　　日本経営者団体連盟労務法制部　鈴木　重也

・ILO基準と日本の母性保護制度　日本女子大学教授　木村　愛子

--------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【2000年8月18日～9月18日】
　　　　新　着　一　覧
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　△▼△▼△　新着情報　△▼△▼△

************************************************************************
【 研究所からのお知らせ 】
http://oisr.org/notice/index.html

・月例研究会のご案内(00.9.15掲載） 

・国際交流講演会のご案内(00.9.13掲載） 

・加齢過程における福祉研究会会合のお知らせ（00.9.8掲載） 

・国際労働問題シンポジウムのお知らせ（00.8.22掲載） 

************************************************************************
【 大原デジタルライブラリー（電子図書館・資料館） 】
http://oisr.org/dglb/index.html

★社会労働関係文献データベース★
http://oisr.org/kensaku/ronbun.html
http://133.25.160.82/kensaku/ronbun-ac.html
http://oisr.org/kensaku/washo.html
http://oisr.org /kensaku/yosho.html

○データは、毎月更新しています。（最新： 2000.8.1）

---------------------------------------------------------------------------
★　研究論文 E-TEXTリンク集 ★ 
（　WWW上に存在する社会・労働関係文献のE-textへのリンク集、およびE-textリンク集
へのリ
ンク。）

●労働編
http://oisr.org/sp/etextlinks-l.html



●社会編
http://oisr.org/sp/etextlinks-s.html
●ジェンダー編
http://oisr.org/sp/etextlinks-g.html

金明秀氏の以下の論文をE-TEXTリンク集（社会編）に追加。(00.9.10) 

(1)アイデンティティへの脅迫 

(2)民族的求心力の形成論――LISRELを用いた因果構造分析――

(3)在日韓国人の社会成層と社会意識全国調査報告書 

************************************************************************
【 社会労働関係リンク集 】
http://oisr.org/links/toc03.html

-----------------------------------------------------------------------
（追加したサイトとその解説）

・航空労組連絡会沖縄地方連絡会(00.9.15追加） 
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/kokuren-ok/index.htm 
航空労組連絡会の地方組織として98年に結成。「空の安全問題」、「航空政策問題」、
「下地島空港活性化問題について」、「沖縄地連ニュース」(PDF版）など。

・全国一般連帯支部三菱長船労組(00.9.15追加） 
http://www.d6.dion.ne.jp/~nagasen/ 
三菱長崎造船所にある3つの労働組合の1つ。組合が作成した兵器生産、強制連行、労働時
間についての資料集・パンフの案内が中心。

・全化学産業労働組合連合(新化学)　京都地方協議会(00.9.15追加）
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/sk-kyoto/ 
89年に結成。15組合、約2千200人名が加盟。組合の歴史と活動内容、加盟組合の紹介、組
合作りの相談など。

・カラーパープル（土川由子さんの過労死裁判を支援する会事務局）(00.9.15追加） 
http://www2.osk.3web.ne.jp/~unionkou/ 
23歳で亡くなった土川由子さんの両親が、（株）ジアースに対して行っている過労死裁判
（民事、刑事）について。事件の概要、裁判経過、家族の訴え、支援者の意見など。由子
さんの作品をポスターカードにした「由子ワールド」もある。

・自治労連埼玉県職員組合(00.9.15追加） 
http://www6.vc-net.ne.jp/~kensyoku/ 
歴史と紹介、大会速報、共済事業、情報「埼玉県職」など。

・自治労府職（自治労京都府職員労働組合）(00.9.15追加） 
http://www1.ocn.ne.jp/~jkf/ 
インフォメーション、スケジュール、共済給付金一覧、加入申し込みなど 。

・阪ＱバスMの会(00.9.13追加） 
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Hinoki/8524/hankyu.bus.m.htm 
「阪Qバス」の労働組合員の「サークル活動の情報サイト」。主に合理化問題について。 

・『労働通信』編集委員会(00.9.6追加） 
http://www.interq.or.jp/red/rodo/ 
『労働通信』最新号、バックナンバーの案内、労働相談のコーナー、「現代労働問題研究
会」（準備会）の案内など。

・浜松市の人事差別は許せない (00.9.4追加） 
http://www2.wbs.ne.jp/~nagao/ 
浜松市職員組合に対する介入と、人事差別を訴えた裁判闘争のサイト。「提訴にあたって」
、「口頭弁論の記録」、裁判の訴状など。原告の長尾脩氏作成。



・神奈川県労働者学習協会 (00.9.4追加） 
http://homepage2.nifty.com/kgakusyu/ 
各労働学校の紹介、お知らせ、「交流の広場」など。

・関西労働学校 (00.9.4追加） 
http://www.philosophy.gr.jp/school/ 
コース案内、申し込み方法など。

・フジテレビ・産経新聞の真相(00.9.3追加） 
http://www4.justnet.ne.jp/~fujisankei/ 
反リストラ産経労（労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会）委員長松
沢　弘が作成。「フジテレビの闇を照らす」、「産経新聞の闇を暴く」、「東京地方裁判
所・都労委での闘い」など。フジテレビ株主総会の運営の問題、松沢委員長の懲戒解雇問
題、裁判の報告など。 

・全逓中国(00.9.3追加） 
http://www.chugoku.zentei.or.jp/ 
　 組織の紹介、「シンボルフレーズ」、活動の記録と計画、青年部のコーナー、組合加
入への呼びかけ、など。 

・広島県労連（広島県労働組合総連合） (00.9.3追加）
http://www.hiroshima-cdas.or.jp/kenroren/index.html 
「県労連ニュース」（最新号）、平和、反核運動、労働相談案内・相談事例、青年部のコ
ーナー、「木谷公治君のメッセージにこたえる会」（過労自殺事件）へのリンクなど。

・生保労連（全国生命保険労働組合連合会）(00.9.3追加） 
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/liu/ 
委員長の挨拶、組織紹介、活動紹介、政策提言、調査研究など。 

・国鉄労働組合旭川地区本部国鉄清算事業団渚滑分会(00.8.30追加） 
http://www.f2.dion.ne.jp/~nru1047/ 
JR採用における組合差別問題、闘争団の構成・活動内容、「4党合意」問題、その他不採
用問題の資料を掲載。

「4党合意」についての国労本部への抗議文、闘争団の立場、「臨時大会への思い」など
を掲載。その他不採用問題の資料も掲載。 

・全労協(全国労働組合連絡協議会) 
http://www.zenrokyo.org/ 
連合や全労連に「行かない、行けない」組合の連絡協議会。全労協の紹介、加盟組合一覧、
労働相談の案内、「労働者の権利宣言」、全労協の方針など。国労第66回臨時全国大会続
開大会(8月26日）速記議事録も見ることができる。サイト開設から日が浅いようなので、
情報量はそれほど多くないが、今後の内容の充実に期待したい。

---------------------------------------------------------------------------
(URL・名称を変更したサイト、コメントを追加・更新したサイト）

「ひろば」のホームページ(三泗教職員のあなたと私をつなぐミニコミ誌) (00.9.11URL変
更） 

・全国金属産業総連盟(KMWF)(英語) (00.9.11URL変更） 

・株式会社きかんし (00.9.11名称変更） 

・連合埼玉 (00.9.11URL変更） 

・労働者協同組合連合会(00.9.3URL変更） 

・高齢者協同組合(00.9.3URL変更） 

・くまもと労働学校(00.9.3URL変更） 

・派遣労働組合(00.9.3URL・コメント変更） 



・TEN-NET(00.9.3URL変更） 

・失業者友の会(00.9.3URL変更） 

・全建労筑波地本地理支部測地分会(00.9.3URL変更）

************************************************************************
【 スタッフ個人サイト 】

★　スタッフ個人サイトの近況　★
http://oisr.org/links/toc04.html

○個人サイトの最新情報についてはトップページ、および各サイトの更新情報をご参照く
ださい○
http://oisr.org

●五十嵐仁のアメリカ便り(9月1日に看板の掛け替え）　
http://oisr.org/iga/home.htm
アメリカ滞在中に、見たり聞いたり考えたりした「よしなしごと」を書きつづっていくつ
もりです。「アメリカ通」の方には周知のことでも、私にとっては見るもの、聞くもの、
初めてのことばかりです。アメリカ初体験の新鮮な感動をお伝えしたいと思っていますが、
さて、どうなりますことやら。いずれにせよ、これまで同様、ご愛顧のほどよろしくお願
いいたします。

●二村一夫著作集
http://oisr.org/nk/index.html

　★好評連載中の『高野房太郎とその時代』
　http://oisr.org/nk/takanoden00.html#mokuji
は、この１ヵ月間に、新たにつぎの3本を掲載しました。
第17回「草創期のＹ校」(2000.8.22掲載)
第18回「横浜商法学校の同期生－－富田源太郎のこと」(2000.9.10掲載) 
第19回「伊藤痴遊とその仲間たち」(2000.9.14掲載) 

　★また《編集雑記》を2つに分け、新たに「高野家の旧跡探検－－その2　横浜」
　http://oisr.org/nk/diary2.html#kyuseki2
を8月26日に掲載しました。房太郎が横浜時代に過ごした場所の現在地写真入りです。

************************************************************************
【 研究所刊行物 】
http://oisr.org/pub/toc05.html

・2000年10月号予告を掲載。（00.9.7） 

************************************************************************
【 英語版 】
http://oisr.org/english/toc06.html

---------------------------------------------------------------------------
Links to Labor and Social Websites in Japanにつぎのサイトを追加し、あるいは
URLを訂正しました。

・QANTAS AIRWAYS JAPANESE FLIGHT ATTENDANTS UNION(00.9.15URL変更） 

・Working Women's International Network(00.9.15URL変更） 

・The Headquarters of Buraku Liberation League(00.9.15URL変更） 

・Buraku Liberation and Human Rights Research Institute(00.9.15URL変更） 

*************************************************************************
【OISR-WATCH】
OISR-WATCHの 最新号・バックナンバーと、掲載コラムを著者別に見ることができます。
http://oisr.org/watch/index.html



・OISR-WATCHのページに20号とコラムを掲載。（00．9．13） 

**********************************************************************

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△▽△▽△▽△▽△▽△▽ O I S R　コ　ラ　ム　△▽△▽△▽△▽△▽△▽
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コラムのバックナンバーは、
http://oisr.org/watch/index.html
で見ることができます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

社会・労働関係リンク集の「注目サイト」：全労協

鈴木　玲

　今回は、全労協(全国労働組合連絡協議会)についてコメントします。
http://www.zenrokyo.org/

　ご存知の通り、全労協は連合・全労連どちらにも「行かない、行けない」組合によって、
1989年に結成された「連絡協議会」組織です。全労協は連合や全労連のように「ナショナ
ルセンター」の形態はとりませんが、OISR.ORGの社会・労働関係リンク集では、便宜上、
「労働組合全国組織－ナショナルセンター」
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/links/zenkoku-conf.html
に追加しました。

　これでやっと、連合、全労連、全労協の3つの労働組合全国組織のサイトが出そろいま
した。連合はサイト運用を97年1月から開始し、全労連はそれより早く96年に開始しまし
た。全労協の地方組織の大阪全労協は98年にサイトを開始していましたが、全労協自体の
サイトは連合や全労協よりかなり遅れての運用開始となります。
　もちろん、2つのナショナルセンターと全労協は財力・人力等で大きな違いがあり、単
純に比較するのはフェアではないかもしれません。しかし、全労協は小規模な組織ながら、
その加盟組合のなかには社会運動的性格を持った組合（例えば、管理職、女性労働者、外
国人労働者などを組織した個人加盟ユニオン）があり、先駆的な運動を展開してきたとい
えます。また、国労闘争など労働運動にとって重要な闘争にも関わっています。今日、イ
ンターネットが労働・社会運動の重要な発信手段となっていることを考えると、サイト立
ち上げが少し遅かったのではないでしょうか。
　
　まだ開設したばかりなので、内容がこれから頻繁に追加・変更されると思われますが、
現在のWEBサイトの内容は以下の通りです。：
　
　・全労協FAX情報（FAX版の機関紙、9月11号のみ掲載）
　・リンク集
　・全労協とは（全労協の簡単な紹介）
　・加盟組合（加盟組合と地方全労協の住所リスト。リンクも張っているが、不完全。）
　・労働相談（全国67ヶ所に開設されている労働相談所の電話番号リスト）
　・労働者の権利宣言（「権利宣言の目的」、「労働者の権利」、「労働組合の権利」か
ら構成される）
　・政府への要求（「反倒産、反首切り、反失業・雇用確保のための緊急的な制度政策に
関する要請書」、「整理解雇制限法案要綱（案）」）
　・全労協の方針（2000年7月の第12回大会で採択されたスローガン、闘いの基調）
　・国鉄闘争（8月26日の国労第66回臨時全国大会続開大会の速記議事録、8月1日に全労
協が国労本部に行った要請）
　・全労協の争議組合（国労関係以外の全労協傘下の争議組合のリスト。組合名、争議団
名、争議内容、状況をまとめている。）
　

　内容とデザインについて、いくつかのコメント・要望があります。1つは、いくつかの
ページにBGMが入っていますが、これはあまり意味がないのではと思います。BGMは、サイ
トを訪れる人に親しみを持たせる意味があるかもしれません。しかし、内容とBGMがミス
マッチのような気がしますし、BGMを入れることでページが重くなる問題もあります。
　2つに、いくつか内容が長いページがありますが（例えば、労働者の権利宣言）、その
ページに目次がないので、ページの全容は最後までスクロールしなくては把握できません。



また、文書をそのままサイトに掲載していますが、WEBサイト用に要約した形で載せたほ
うが、サイト訪問者にとって読みやすいのではないでしょうか。
　3つに、現在のサイトは、少し「おとなしすぎる」印象を受けます。全労協や加盟組合
は活発な活動を行っているのだから、その「元気さ」をもっと見えるようにしてほしいと
思います。全労協FAX情報で、全労協の活動の様子がある程度わかりますが、争議の進展、
集会の報告、行事予定、主張などの情報をもう少しWEB上で公開してはどうかと思います。

　
　今後の内容充実に期待したいと思います。

　
（すずきあきら　大原社会問題研究所研究員）

◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆◇○◆●◆
編集後記

□OISR-WATCH21号をお届けします。研究所が夏休み体制で、WEBマスターが出張した関係
もあり、この1ヵ月の更新は普段より少なくなりました。

□「ウェッブ・スタイリストの生活と意見」は、2号以来継続して掲載していましたが、
筆者（野村一夫氏）多忙のため、今回は「パス」ということになりました。ご了承願いま
す。

（文責：鈴木玲）
******************************************************************

　OISR.ORGでは皆様のご意見・ご感想をお待ちしております。
　更新情報ニュースレター "OISR-Watch" （無料）をご希望の方は
　こちらにお申し込みください。
　　　E-mail: webmaster@oisr.org

　購読を中止するときもこちらにご連絡ください。

　　法政大学大原社会問題研究所　(http://oisr.org)

　　　〒194-0298 東京都町田市相原町4342
　　　TEL 042-783-2307　FAX 042-783-2311

******************************************************************

〔2000年9月18日開始、担当・鈴木玲〕
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