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　２０２０春闘はコロナショックで連合の決起集会中止、大手組合の低賃金妥結で終了し、社会的な存在

感を失っている。孤軍奮闘は中小企業労組・ユニオン、争議組合は頑張っている。

　新型コロナウイルスに関して、労働組合が労働相談を実施している。連合（３月４日～５日）、全国ユ

ニオン（３月７日～８日）、全労連（３月９日）などだ。非正規労働者を中心に、休んだ場合の賃金補償や、

逆に「休めない」という悩み、正社員との差別、雇い止めの現実や不安への対処を尋ねる内容のものが目

立ったという。（３月１４連合通信）

　３月 20 日から 21 日、全国一般東京東部労組・ジャパンユニオンは「新型コロナウイルス関連雇用不

安労働相談」を行った。内容は①一日 1000 円の休業補償（パート）は、仕事が激減し、最初労働時間を

2時間削減され、出勤日も周 4日に減らされた。次いで休業命令が出されましたが、パートには休業補償

は 1日 1000 円のみで、1日 1000 円では生きていけません。親会社は大手資本です。ほかに②内定取り

消し、③コロナで派遣切り、④障害者のコロナ騒ぎで雇用なし、他に多数の相談あり。（労運研レポート）

3月 9日、新型コロナ対策のため、政府が現在ある特別措置（特措法）を改正について憲法学者らが声明

を発表した。宇都宮健児弁護士ら１０人は、「緊急事態宣言のもとで「行政権への権力の集中、市民の自

由と人権の幅広い制限など、憲法を支える立憲主義の根幹が脅かされかねない危惧がある」と指摘。改正

に反対を表明し、飯島滋明・名古屋学院大学教授ら『憲法研究者有志』も政府が適切な統治能力を欠いた

状況下では、拙速な改定は百害あって一利なしだと厳しく批判している。（連合通信・隔日版 3/14）

　安倍政府は「対策本部」を設置し、感染拡大防止策と医療提供体制の整備を発表するも、ＰＣＲ検査体

制も不充分で、国民に対しては、小中高の一斉休校、外出自粛など努力、協力求めているが、有効な対策

は出ておりません。五輪・パラ 2020 は延期されたが、各種スポーツ大会などイベントは中止である。

　経済不況も深刻となり、小零細企業倒産や飲食店の閉店が予想される。更に今日、明日の生活も苦しん

でいる家庭も出てくるのではないか。政府は生活給付金やクーポン券さえも決められず、後手になってい

る。政府は弱者・生活困窮者のことが理解できないでいるのだ。この機に乗じて国家緊急事態法制定（戒

厳令）－憲法改悪―戦争国家化を許さず、１日も早く安倍を退陣させよう。大衆と共に国会へ！国会へ！

進もう！進もう！　　　　　　　　　　                                                                                　　記・芝崎
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　3月 19 日、18:30、国会議員会館前行動で、

「第 54 回 19 日衆議院議員会館前行動」が行

われた。今回のテーマは「官邸の検察人事介

入糾弾！自衛隊は中東沖から撤退せよ！特措

法の緊急事態宣言使うな！安倍 9 条改憲発

議 NO ！」。主催者は参加に際し、コメント

を発した。

　「新型コロナウィルス流行の問題があり、

極力、密集隊形を避けるため、国会図書館前

まで延伸します。各発言時間やコールを短縮

するなど全体の行動の時間を若干、縮小しま

す。運動は長期になりますので、お互いに

リスペクトし合いながら、持続的に行動しま

しょう」と呼びかけた。参加者 600 人が駆

けつけた。司会は菱山南帆子さん「安倍政権

とコロナに負けない『共野党と市民』の共闘

で今日も頑張りましょう」と挨拶して、コー

ルは控えた。

　主催者挨拶は福山真劫共同代表「安倍首相

の悪事とコロナなどの失策は数知れない。現

金給付の経済対策など

を匂わせ、ごまかそう

とする。佐川理財局長

のパワハラ、嘘がバレ

た。自民党の両院議員

総会で改憲方針を決め

るふしだら。検察人事

に介入して友達を救済

する。安倍に負けず、勝利するまで頑張りま

しょう！」国会議員も駆けつけマイクを握っ

た。◆森屋たかし参院議員 ( 立憲 )「閣議決

定だけで中東派兵！日本の予算は防衛費、大

企業ばかりにつぎ込み、国民本位の政治は微

塵もない。国民生活を大切にする政治を作る」

◆藤野保史衆院議員 ( 共産 )「国民本位の大

型予算をすべき。安倍政権は検察まで介入し

て法の番人まで支配する、とんでもないこと。

許さない頑張りましょう」◆福島みずほ参院

議員 ( 社民 )「政府が検察を牛耳る。黒川定

年延長は許さない。佐川元理財局長の悪さが

暴かれた。徹底追求で安倍政権の嘘を明ら

かにしたい」参加した国会議員に 3000 万人

署名 (980 筆のうち

の 38 万筆分を渡し

た )。海渡雄一弁護

士「二つを述べたい

(1) 緊急事態宣言に

結びつく改正案が成

立した。絶対に緊急

事態宣言を実行させてはいけない。(2) 黒川

検事の定年延長は私物化の何者でもない。検

察の自由が奪われる。表現の自由を守らない

といけない」。

　最後に小田川義和憲法共同センター代表か

ら、「今日の参加者は 600 人。コロナ感染対

策で一定の自粛もあったが、政府への怒りを

消さない運動を進められた。独裁政治の安倍

退陣まで頑張りましょう」と行動提起がされ

た。

衆議院前

福島議員
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　JAL 不当解雇から 10 年過ぎても、職場に

戻る気持ちは高まるばかり。定例の月末金曜

日行動は、3月 27 日 18 時から、都内 6駅

で一斉に行われた。

　錦糸町駅北口には、当該闘争団、支援者

25人が集まり、「1日も早く職場に戻る呼び

かけ」をした。都内では今日も 3日連続 40

人台のコロナ感染者がが出た中での街宣に

なった！人の流れはそれほど少なくなかっ

た。細井さんの進行で進められた。

　墨田労連、東部全労協、ユニオン平和の代

表者が支援と連帯の挨拶と支援者がチラシを

配布した「空の安全と職場に戻る」とアピー

ルをした。

　最後は客乗事務局長の飯田さんから、「10

年間の運動と支援の仲間の奮闘で頑張ってき

た。御通行中の皆さんのご理解が力になりま

す。私たち解雇者へのご理解をよろしくお願

いします」。約 1時間の駅前宣伝は 19 時に

終わった。

　3月 26日、18:30 東京・文京区民センターに 80

人を集め「不当解雇されてから 30年・国鉄闘争か

ら引き継ぐもの」のテーマで 3・26 討論集会が開

かれた。

　主催は、壊憲NO!96 条改悪反対連絡会議。2020

年は、国労組合員 1017 名が不当解雇されて 30年

目になる。24 年もの長期にわたって闘われ、最後

は勝利的和解で解決した。日本労働運動史上、最長・

最大の労働争議になった。

　国鉄闘争の歴史を学ぶことは、現在の労働運動再

生するためにも、必要なことになる。進行は 3人

の報告者で構成される予定だっが、コロナ感染の広

がりもあり、急遽 1時間程度に絞り進行した。本

来のテーマは後日に別途開催することにした。二瓶

久勝氏 ( 元国鉄闘争共闘会議議長 ) から、コロナに

関わる緊急事態宣言、赤木未亡人が明かした手記の

問題などで安倍首相を追及した「コロナ問題を理由

に緊急事態宣言を行使して緊急事態条項の予行演習

になる。許すことはできない。

　コロナ解雇、コロナ雇い止めが続出している。社

会的弱者、移住労働者を追い詰めている。自己責任

でない。国が保障する。本来は労働組合が行うこと

だ」と訴えた。

　急遽、指宿昭一弁護士が飛び入り発言をしてくれ

た「中国などからの実習生が入国、再入国できない。

金は前金でブローカーの懐に入るばかり。留学生は

夏休みが短くなる。だからこの時期に 28時間以上

働きたい思いを持っているが許されない」などを話

した。

　JR で働く高崎地本の仲間から発言があった「雇

用問題が改悪している。国鉄分割民営化攻撃が労働

改悪の出発点になっている。中曽根は 101 歳で亡

くなったが、とんでもない人間だった。国鉄闘争を

忘れず頑張って行きたい」。JAL 争議団からは、鈴

木圭子さんが発言した「現場ではアルコールチャッ

ク 8回もやり、ストレスが溜まっている。新しい

客乗は低賃金でコロナ自宅待機で賃金カット厳しさ

が募っている」。組織参加した清掃の仲間から発言

が続いた「委託で働く人がいる。コロナで休めば無

給になる。23区で共通認識で頑張っている」。

　最後は高崎地本関口委員長の音頭で団結頑張ろ

う！で閉会した。

錦糸町駅前

討論会会場
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当面の予定については、コロナウィルスの影響で、大きな催しが延期・中止となっているこ

とから割愛します。

　ユニオン平和は、フォーラム平和・人権・

環境に加盟しているユニオンの集合体です。

平和・人権・環境に係わる諸課題の理論 ･情

報・行動を発信していきます。

　加入は、団体、サポーター会員として、個

人単位での加入もお願いしています。

　是非ご参加ください。

団体：一口　１０００円
個人：一口　１０００円
　※団体個人とも、可能な方
　　は複数口お願いします。

※サポーター会員証を発行しています

私の夫、赤木俊夫は２０１８年３月７日に自死しました。
　私は夫の自死によって体の半分をもぎ取られたような苦
痛を受けました。その苦痛は今も続いています。
　優しかった夫がなぜ自死に追い込まれたのか、私には知
る権利がありますし、知る義務があると思います。
　財務省は２０１８年６月４日に「森友学園案件に係る決
裁文書の改ざん等に関する調査報告書」を発表しました。
しかし、この報告書の内容は曖昧で、なぜ夫が自死に追い
込まれたのか、その経緯や原因を知ることはできません。
　私は、発表から４か月もたった後、この報告書を作成し
た職員から説明を受けました。その職員の方は、夫が遺し
た手記や遺書を読まずに報告書を作成したと仰っていまし
た。しかし、夫の手記や遺書を読まずに作った報告書に信
用性は無いと思います。
　私は、２０１８年１０月以降、佐川宣寿さんに対して３
回、決裁文書の改ざんを指示した経緯に関する説明と謝罪
をお願いしました。しかし返答はありませんでした。
　夫の自死は公務災害と認められましたが、自死に追い込
まれた理由を知りたくて情報開示請求をしても、資料の大
部分は真っ黒にマスキングされていました。
　やむを得ず、私は、２０２０年３月１８日、夫がなぜ自
死に追い込まれなければならなかったのか、その原因と経
緯を明らかにするため、国と佐川宣寿さんを被告とする民
事訴訟を提起しました。
　しかし、国や佐川宣寿さんが民事訴訟で私の請求をその
まま認めてしまえば、真相解明のための証人尋問や、夫が
作成したとされるファイルについての文書提出命令の機会
も与えられず、民事訴訟が終わってしまう可能性もありま
す。
　また、民事訴訟提起後の報道によると、安倍総理や麻生
財務大臣は再調査はしないと仰っています。私は「この２

人は調査される側で、再調査しないと発言する立場ではな
いと思います」というメモを発表しましたが、それでも再
調査が実施される見通しは現在のところありません。
　このままでは夫の死が無駄になってしまいます。
　そこで、有識者や専門家 ( 弁護士、大学教授、精神科産
業医など ) によって構成される第三者委員会を立ち上げ、
公正中立な調査を実施して下さい。
　地方自治体や民間企業では、過労自殺が発生した多くの
ケースにおいて、第三者委員会を立ち上げ、公正中立な調
査を実施しています。
　決裁文書の改ざんはなぜ行われたのか、誰のどのような
指示に基づいて夫はどのような改ざんを行わざるを得な
かったのか、改ざんにかかわった人達はどのような発言を
して何を思ったのか、改ざんによる自責の念に苦しんでい
た夫に対して財務省や近畿財務局は支援ができなかったの
か、うつ病で休職していた夫をフォロー出来なかったのか
など、夫がなぜ自死に追い込まれなければならなかったの
か、その原因と経緯が明らかになることを私は心から望ん
でいます。そして、夫もきっとそのことを望んでいると思
います。
　夫と同じように文書改ざんに多かれ少なかれ関与した職
員や、改ざんに関与した職員でなくても現場で詳細を知っ
ている職員がおられます。上司の内部調査では言えない方
もかなりおられると聞いていました。
　公文書改ざんは「あってはならない」と安倍総理や麻生
財務大臣が仰るのであれば、二度と夫のような方が現れな
いためには真実を解明することが、二度と「あってはなら
ない」為の再発防止策であると考えています。
　二度と夫のような方が現れないように、どうか皆様の力
を貸してください。宜しくお願い致します。


