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２０２０年１２月１５日号
働き、生活できる

労働条件を獲得しよう

　連日コロナ感染で猛威を奮っている報道がされている。菅政権は有効なコロナ対策を打ち出

さず、ＧＯＴＯトラベルなどは停止せず、経済（観光事業、食事クーポン券）など経済優先で

人びとの生活や命を切り捨てている。一日も早く、経済優先をやめさせ、まともな政治を取り

戻すため、闘いましょう。

　「核兵器のない社会へ向けて、日本は核保有国と非保有国との橋渡しの役を果たす」。日本政

府が、１０月２５日に発効が確定した核兵器禁止批准しない理由として主張している言葉であ

る。これほど虚しい言葉はない。唯一の被曝国として、核兵器の悲惨さを最も知っている国の

政府がいう言葉である。核兵器廃絶もまったく考えたこともないのに、平然と言い切る。これ

ほど怒りを感じる。「国民」を愚弄した言葉はない。

　１０月２６日の菅首相の所信表明演説で、核兵器禁止条約の発効についても一言も触れな

かった。賛成・反対の立場がいずれにしても、国際的動きに対して、平和と生存は重大な出来

事である禁止条約の発効確定について触れないのは、先進国の首相として資質と責任が問われ

る。

　１０月２４日に中米ホンジュラスが核兵器禁止条約に批准したことを明らかにした。これに

より核兵器の開発や製造、保存、使用、更に威嚇まで全面的に禁じる核兵器禁止条約は発効の

条件である５０カ国の批准を満たすことになり、９０日後の２０２１年１月２２日に発効する

こととなった。

　核兵器廃絶は「国民」一人ひとりが核兵器は頼らず、武力行使せずに平和な世界を目指すこ

とが大切です。諦めず、署名活動を広げ、核兵器禁止条約の批准を日本政府に求めていきましょ

う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　芝崎眞吾（原水禁常任執行委員）
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■ 201119 国会 19行動

　「いのちをまもれ！学術会議の任命拒否撤

回！敵基地攻撃能力保有反対！改憲反対！」

をスローガンに、11 月 19 日、18 時、国会

議員会館前の 19日行動に 1000 人が結集し

た。

　国会周辺のイチョウは黄色に色を染めた

のに、コロナ感染が勢いづいている。19 日

の感染者 j 発表は、全国で 2259 人、東京

で 534 人そして、

大都市圏でも、こ

れまでの感染者数

を超えた。そんな

状況化でも 19 日

行動は、菅政権への国民無視の政治に不満を

持って駆けつけた。

◆主催者挨拶 ( 藤本泰成共同代表 )

「4 月のコロナより危機が迫っている時でも

GoTo キャンペーンをやめない。国民を置き

去りに大企業一辺倒政治をやめない。日本が

攻められると政府は煽り軍備を爆買いする。

攻めてきませんよ！怒りを持って政権を変え

よう！」

◆石垣のりこ議員 ( 立憲 )「敵基地攻撃能力

を懸命に菅政権は進めている。仮想敵国の状

況を掴めるのか？できません変えるのは憲法

じゃない。国民の安心できる政治を作りま

しょう」

◆藤野保史議員

( 共 産 )「PCR 検

査を面的にやる効

果が明らかになった。国が医療従事者を削っ

てきたツケがある。十分な医療体制を作る

時！」

◆福島瑞穂議員 ( 社民 )「菅政権は国民を守

れ！ GoTo キャンペーンはやめて！軍事研究

に協力しない学術会議を潰そうとする。総理

大臣は学者を選別できない。菅内閣は退場で

す！社民党は存続します。平和を

守り頑張ります」。

◆行動提起

　「本日 60回目の 19日行動の参

加者は 1000 人！」。19:30 に閉

会した。

◆国会議員 4人と私の写真は川島進さんか

ら提供受けました。

■ 201125 東部けんり行動

　東部けんり総行動は、11 月 26 日 12:00

有楽町にある「JAL プラザ」前で、スタート

集会が行われた。雨模様の空も雨がやみエン

トリー労組と支援者、100 人あまりが結集

した。司会者の挨拶とともにエントリー労組

の訴えが続いた。今回エントリーしたのは、

JAL 争議、ユナイテッド解雇撤回、日通 18

条裁判、東部労組で、当事者の闘う決意が訴

えられた。

【JAL 争議団】

　引き続き、JAL プラザ前集会が始まった。　　

　司会は、鈴木圭子客乗副団長。中部全労協

の青柳議長から、「いかに不当な解雇だった

明らかになった。闘う仲間を追い出し解雇し、

それ以上に別途採用をしてきた。不当解雇か

１９行動　国会前

１９行動　国会前

菱山さん
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ら 10年何としても解決をしたい。頑張りま

しょう！」。

■山口宏弥乗員団長

　日本航空は不当労働行為、不当解雇した。

事故も繰り返した。首切りから10年経った。

いい加減に解決してもらいたい。日本航空の

体質に大きな問題がある。空の安全を守り健

全な体質改善から解決の道もあります。日本

航空は直ちに争議の解決をするべきだ」。

■小栗客乗副団長

　「解雇の必要はなかっ

たと口にしても解決しな

い。納得できない。もの

を言う労働者だから解雇

された。整理解雇の名で

解雇。あれから 10 年あ

きらめずものを言い続けるのが私たちの使命

です。頑張っていきます」。

【ユナイテッド国交省前集会】

◆岸本東京全労協議長

　「今日の取り組みが少しでも前進をさせた

い。コロナ禍で東部全労協の取り組みもでき

きれない面もあったが、こ

れからは団結して解決目指

す闘いをしましょう」。

◆全労菊池さん

　「ユナイテッド解雇争議

は組合潰しです。銀座デモ

は 400 人の結集、成田空港就労集会、これ

らの取り組みが着実に力となって成果が出て

います。皆さんの支援をより力にして頑張り

ます」。

◆原告

の吉良

紀子さ

んの決

意表明

「最高

の利益の中で解雇されました。合併の中で解

雇をの心配は無いと約束も撤回して首を切っ

た。

　怒りがあります。コロナ禍で辛い時期です

が頑張って闘います」。

【日通 18条】

■松本副委員長

　裁判所は企業の主張を鵜呑みにして不当な

解釈を繰り返し雇い止めを肯定した。何のた

めの 18条か糾弾する。企業の無期転換逃れ

を許さない。皆さん一

緒に頑張り、東京高裁

で争っていきます」。

■原告Oさん

　無期転換のための

18 条を逆手に雇い止

めをした日通が憎いで

す。くじけずに頑張り頑張ります」。

■ 201126JAL　201209JAL

　「解雇通告から 10 年！今こそ、JAL 争議

の解決を」のスローガンで、国交省前と新橋

駅 SL 広場で支援・要請行動！

 　今から 10 年前の 2010 年 12 月 9 日、

JAL が自ら招いた経営破綻をパイロット、客

室乗務員 165 人に転嫁し、不当解雇を通告

した日です。JAL 争議は、政府主導で行われ

た。国交省の指導要請と大衆宣伝を二か所で

した。

◎国交省前集会　12:00 ～ 13:00

◆山田純恵さんの司会で開会した。「解雇通

鈴木さん

東部けんり総行動

吉良さん
水摩さん
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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

告から 10年が経ちました。年内の解決を目

指して皆さんとともに頑張ります」。参加者

は 170 人。

【主催者挨拶】　

◆中岡基明支援共闘代表

　「国家が政

府が、JAL 争

議を主導して

きた。責任が

ある。希望退

職以上の退職者の応募があったにも関わら

ず 165 人の不当解雇をした。多くの仲間の

支援で10年間闘ってきた。稲森社長 (当時 )

さえ「解雇は必要なかった」と述べるなど闘

う組合潰しでもあった。政府、国交省は責任

を持って解決すべきだ。私たちは 10年前の

思いを忘れず、皆さんと頑張ります」。

◆内田妙子客室乗務員原告団団長、CCU 古

川委員長からも挨拶がされた。

【連帯挨拶】

◆東海林智元新聞労連委員長、国労高崎地本

熊谷支部長丸山さん、ユナイテッド団千田さ

ん、ユナイテッド吉良紀子さん、神奈川労連、

山口宏弥パイロット原告団団長から連帯の挨

拶がされた。

◎新橋駅 SL 広場集会　13:30 ～ 14:30

　国交省前から電車で移動した原告団と支援

者は、集会の始まる 10

分前には SL 広場に到着

した。早速、SL 前に陣

取り細井沙織さんの司会

で進行した。参加者は

130 人であった。

　清岡弘一支援共闘共同代表、東京全労協寺

島事務局長、CCU 前田執行委員、乗員組合

飯田副委員長、日巻直映郵政産業労働者ユニ

オン委員長、柚木康子支える会事務局長から

連帯の挨拶がされた。

【決意表明】　

◆山田純江客乗原告団、

◆和波パイロット原告団

から決意が述べられた。

まとめ

　底冷えのする師走に、国交省前と新橋駅

SL 広場で、「今こそ、JAL 争議の解決を」と

要請・支援行動を行った。100 人を超える

支援の仲間が二会場を行き交った。「コロナ

禍で争議どころでない」の声もあるが、コロ

ナ解雇・雇い止め、休業補償未払い等々、労

働者のやることをしっかりと成し遂げないと

益々生活が破壊される。本日の集会は、JAL 

争議団のみならず労働者の団結こそが資本の

横暴を食い止め、反撃できることを示した。

元気の出た「要請・支援行動」だった。

ＪＡＬ行動

柚木さん

ＪＡＬ行動


