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働き、生活できる

労働条件を獲得しよう

　１０月１１日都内、豊島区区民センターで「コロナ対策に便乗した戦争・治安・改憲に反対する集会・

デモが行われた。問題提起１は「深刻化する貧困と排除と差別」と題して瀬戸大作さん（新型コロナ災

害緊急アクション事務局長）から「新型コロナウイルスは２０２０年は極度の不況を生み出した。景気

と雇用悪化が、減収や雇い止めによって家賃・住宅ローンの支払いが困難になり、住居を失う人が急増

している。

　３月２４日コロナ感染に伴い、雇い止めになり、家賃未払いなどで拡大する貧困問題を解決するため

に「新型コロナ災害緊急アクション」を立ち上げた。活動は所持金お０の人に食事や住宅の世話、生活

保護を受給するため自治体と掛け合うため同行する。日本人および在留外国人支援を行っている。

　提起２は「コロナに便乗した治安弾圧強化」で足立昌勝さん（関東学院大学名誉教授）は、緊急事態

宣言下での監視社会の進行が強まるとして ( １) 外出の自粛の要請（２）パチンコ店に対する営業停止

の指示（３）自粛警察の実態（４）パチンコ店に対して市長・市職員の監視活動（５）警察の声かけ運

動、風営法を利用して立ち入りが行われてきた。更に自粛から監視活動として、監視カメラ、盗聴、Ｇ

ＰＳ、マイナンバーカードなど強化されている。都や自治体から自粛要請違反に対して、罰則の導入も

検討され、進められている。コロナ理由とした、民衆・監視社会に反対していこう。

　提起３は「敵基地攻撃保有の問題性」で纐纈厚（こうけつあつし）さん（明治大学特任教授）から受けた。

「敵基地攻撃論」は三つの問題がある。一つに軍事戦略、二つに憲法、三つに日米同盟がある。一つめはイー

ジスアショアの射程や迎撃率に限界があり、中止決定の以前からサ－ドＴＨＡＡＤ（高高度ミサイル）、

最新型トマホーク４、新型中距離弾道ミサイルに替えるべきところ、トランプ大統領が日本政府に押し

つけたのである。二つめは、憲法９条を全面否定する議論である。三つめは日米同盟の実態が明らかに

なる。アメリカの対中国―ロシア封じ込めの戦略上、日本が敵基地攻撃能力を飛躍的にレベルアップさ

せといて、日本自衛隊がアメリカの代替軍事力としての役割を担うと見積もられているのだ。「敵基地

攻撃論」の浮上は日米両国の軍事連携のこれからを象徴することある。今こそ、われわれは人間的安全

保障論の深まりが求められている。

　デモは横幕・のぼり旗をたて池袋周辺を１１０人の仲間よって闘われた。　　　　　記：芝崎眞吾
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■ 9 月 15

日、最高裁

前にメトロ

コマース、

大阪医科薬科大学の原告をはじめ支援者が集

まり、最高裁前で「世界は世界に恥じない判

決を」と訴え、その後参議院議員会館で「私

法が変われば社会が変わる」と最高裁まとも

な判決を求めた。

■ 9月 16 日には、衆議院会館前で、「いの

ちを守れ！臨時国会は本格的な議論を！安倍

亜流内閣認めな

い！敵基地攻撃

能力保有反対！

市民と野党の共

同で政治を変えよう！ 」を掲げ、

300 人が参加した。

■ 9月 18 日、さようなら原発首

都圏集会が日比谷野外音楽堂で開

かれ、1300 人が参加し

た。「福島原発は終わっ

ていない。安倍政権も終

わっていない。」と参加

者からの訴えがさ

れ、集会後デモ行進

が行われた。

■ 9 月 19 日、 国

会議事堂正門前に

3500 人が終結し、

「戦争法強行からま

る５年。戦争法は廃止！いのちをまもれ！改

憲発議とめよう！」と訴えた。

■9月22日には、

ＪＡＬ不当解雇撤

回国民支援共闘会

議が主催し、羽田

第１ターミナルに

204 名が参加し、

早期解決を迫る

羽田アピール行動が行われた。およそ 200m

に渡る横並ぶ隊列が組まれ、JAL 争議団が

「JAL は 165 名の解雇解決を」大型ボードや

横幕を掲げチラシ配り、スピーチを行った。

29日には、「JAL 争議の 1 日も早い解決を」

の争議団の願いを東京都内 6 駅駅頭宣伝と

して行った。 ユニオン平和からは、「コロナ

禍で解雇が 6 万人を超えた。『感染と経済、

アクセスとブレーキをうまく踏む』と言う間

に、解雇者、賃金ダウンが広がる。簡単に解

雇することは許されません。JAL 解雇を解決

することは、世間での解雇を歯止めになりま

す。ご支援よろしくお願いします」と訴えた。

■ 9 月 26 日には、ユナイテッド、成田空

港第 1 ターミナル南チェッ

クインカウンター前に、「ユ

ナイテッド航空は不当解雇

を撤回しろ！」と原告と支

援者 50 人が宣伝行動を行っ

た。16 年 2 月の 4 年前には、「コロナもな

いのに組合差別で理不尽に解雇されました。

参議院議員会館

衆議院会館前

日比谷野音

デモ更新

国会議事堂正門前

福島議員

羽田第１ターミナル

滝沢事務局長

　コロナ禍ではあるが、この 1ヶ月は多くの行動に参加してきた。安倍亜流菅内閣成立

そうそうに任命拒否と戦後民主主義を否定する暴挙、そして憲法改悪も進めている。また、

2012 年民主党政権で成立した労契法 18，20 条の真価が問われる東京地裁、最高裁判決

が出された。闘いを進めよう。
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今回、コロナを理由にしたユナイテッドの解

雇は許せません。彼、彼女たちと連帯して闘

います！」と闘争団が訴えた。10 月 9日に

は、東京高

裁勝利に向

けて頑張る

ユナイテッ

ド闘争団の千田正信さん、吉良紀子さんが

ユニオンネット平和センターの事務所を訪

れ、「10.23 銀座デモに、こぞって参加をお

願いします」と熱意を持って要請がされた。

■ 10月 1日には、ユニオンネットお互いさ

まが闘っている日本通

運の無期転換逃れの判

決がでた。内容は不当

判決であり、有期雇用労働者の

期待を裏切る判決である。ユニ

オン平和からは「コロナ禍で解

雇雇い止めが止まらない。職を

失った労働者は 30万人を超え

ている。だか

らこそ、日通

裁判を勝利さ

せないといけ

ない」と訴え

た。原告 O さん「労契法 18 条ができたこ

とで、会社は勝手に期日前に雇い止めをす

ることを決めたことをどうしても許せなく

て。18 条は有期労働者を守るためにつくら

れた。逆手に取ることは許されない。同じ境

遇の労働者を守るための法律をちゃんとした

い。高裁でもそのことをしっかり主張

して勝ちたいと思います。皆さま今後とも宜

しくお願いします」と訴えられた。10 月 7

日には東京高裁に控訴しており、東京高裁を

裁判土俵に公正な判決を求め、闘いは続く。

■ 10月 6日には、首相官邸前で「日本学術

会議への人事介入に抗議する 10・6 官邸前

緊急行動」が取り組まれた。

18 時になると官邸前には、

「国家介入を許さない」「菅首

相は独裁政治はヤメロ！」の

ボードを掲げる 700 名の労

働者、市民が駆けつ

けた。抗議集会は菱

山さんの司会で、学

者の方の発言が続い

たが、小森陽一 ( 東

大名誉教授 ) は、「私

のまわりの人が次々

ターゲットにされて

いる。戦争を許さないと声を上げる学者を叩

き続ける。安保法制に反対する学者を狙い撃

ちに。私の専門は近代文学です。文学の学会

も反対声明を出します。頑張りましょう。」

と力強く訴えられた。

■ 10 月 7 日には、京葉ユ

ニオンの講演会が開催され、

「JAL 不当解雇撤回闘争の現

状について」をテーマに、

JAL 原告団乗員

団長の山口宏弥

さんが講演し

た。山口団長は、

「この 10 年間、裁判所の不当判決と会社の

165 名を切り捨てた行為を改めないことに

抗して、職場復帰と早期解決を目指しできま

した。頑張り続けて来た成果はまだ見つかり

ません。」しかし、「どんなに困難があろうと

も団結と支援の輪の広がりが、私たちに光を

成田空港第 1 ターミナル

東京地裁前

弁護士会館ロビー

菱山さん

首相官邸前

金澤代表・山口団長

講演会場
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　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。

会費－年会費

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

さしてくれます。空の安全を守り、早い争議

の解決、職場復帰を目指します」と決意を語っ

た。

■ 10 月 12 日には、連合会館 ( 東京 ) で、

関西生コン弾圧「大阪ストライキ第２次事件」

大阪地裁判決 報告

集会が開かれた。参

加団体からの挨拶が

行われ、福島瑞穂参議院議員は「労働組合を

否定した。裁判所の判決は許せません。国会

を通しても声を上げ、皆さん連帯して頑張り

ます」と訴え、全日建の顧問である宮里邦雄

弁護士かはら、「労働組合の弾圧は、労働組

合の正当性で判断される。「裁判所は関西生

コンの労働組合活動を認めない」と切り捨て

た。労働組合の行為を認めない。対象企業に

組合員がいないと決

めつける。産別運動

を認めない。企業を

横断的に組織運動を

する産業別労働組合

を否定した今回の判

決だ」とコメントさ

れた。

■ 10 月 13 日には、13 時 30 分から大阪医

科薬科大学最高裁( 宮崎裕子裁判長)の判決、

15 時にはメトロコマース最高裁判決がださ

れた。何れも労契法 20条での最高裁判決で

ある。大阪医科薬科大では賞与、メトロコマー

スでは退職金が否定され、

いずれも不当判決であっ

た。非正規格差を追認する

という司法の役割を放棄す

る判決であった。

■ 10 月 15 日に出

された郵政 20 条裁

判は、勝利判決に

なった。最高裁正面

玄関前に「勝利判決の旗」が示されると大歓

声と万来の拍手と報道人のフラッシュが光輝

いた。早速、弁護士、原告のインタビューには、

固唾を飲んで聞いた。原告の喜びは高揚した。

「後は賞与、退

職金だ」声高く

訴えた。このあ

と、衆議院議員

会館でして、報告集

会。国会議員、支援

団体をはじめ、弁護

士、原告から喜びの

挨拶が続いた。多くの報告から喜びと闘いの

勝利だと話された。そして共通の思いと課題

として、賞与、退職金を勝ち取ることが最大

の目標だと確認もできた集会になった。

連合会館

最高裁前

最高裁前

最高裁前


