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働き、生活できる

労働条件を獲得しよう

　４月９日お茶の水・聖橋付近でユニオン平和の仲間、２０名で「時給１５００円」、「コロナ

を利用した解雇をやめろ」、「非正規労働者の待遇を改善しろ」のスタンディングで横断幕・パ

ネル・マイク情宣・チラシまきを行ないました。

　労働者が低賃金のためが生活できない、苦しい、医療にもかかれないとの声が上がっている。

取り分け女性・高齢者に直撃している。ユニオン平和は１日も早く真っ当な生活ができるよう

訴えていきたい。

　さてユニオン平和は（ユニオン通信２０年１２月号）に記載しました。核兵器禁止条約が
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２０２０年に発効に必要な批准５０か国という要件を満たし、２０２１年１月２２日に発効し

ました。条約は、「核兵器そのものを非人道的で絶対悪」とみなし、核兵器についてあらゆる

関与を全面的に禁じる内容となっています。条約の成立過程では、被爆者や核兵器肺雑にとり

くむＮＧＯなどを中心に、核兵器が人道的立場、道義的な立場から許されないことは自明の理

であり、「核兵器は絶対悪」であることが繰り返し訴え続けられました。

　日本政府は世界的核兵器禁止の流れに背を向け、核兵器禁止条約に批准せず、「核兵器のな

い社会へ、日本は核保有国と非保有国と橋渡し役を果たす。」とのたまい、その実アメリカの

顔色を伺い何もしないで核兵器禁止運動を傍観し、敵対しているのだ。先の大戦はアメリカに

よるヒロシマ・ナガサキの原爆投下をうけて、ようやく敗戦を決断したのだ。政府も私たちも

肝に銘じて２度と過ちを繰り返さないためにも核兵器禁止を訴え続けなければならない。

　ユニオン平和はフォーラム・人権・環境の方針のもと核兵器廃絶の国際的な連帯強化と日本

国内の核兵器廃絶にむけた機運を高めるため、取り組みを強めます。日本政府に対し、「核兵

器禁止条約」への署名・批准を求め、被爆国として核兵器廃絶にむけた積極的な役割を果たす

よう追求します。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記：芝崎眞吾〈原水禁常任執行委員〉
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挨拶は、渡辺洋全労協議から「労働者は頑張っ

ています。最賃の大幅引き上げ、格差是正を

全力で頑張りましょう！」された。

いただいたのは、佐々木隆博衆院議員、近藤

昭一衆院議員、神谷裕衆院議員、江崎孝参院

議員の 4人。冒頭、二瓶久勝代表から要請

の趣旨と取り組んできた活動経過を話した。

要請を強く受け要請書を政府に申し入れてい

く」。と心よく受け入れていただいた。

　3月26日、

東京総行動

（主催：けん

り春闘）が
13 か所の省庁と企業を回る総行動として取

り組まれた。経団連前に 200 人が結集して、

経団連への要請行

動から始まった。

主催者が、経団連

前で厳しい労働者

の実態と原発廃止を強く訴えた。連帯挨拶は、

平和フォーラム、全港湾、脱原発プロジェク

を進めている。司会の菱山南帆子さんから、

「皆さんデジタル庁設置等 6法案を皆さんと

ざすデジタル庁設置等 6法案の制定を許す

な！ 3・26 国会前行動」が行われた。呼び

かけ団体は、「共謀罪NO！」「総がかり行動」

実行委員会」など。

　菅政権は、国民総背番号制と個人情報の官

　「デジタル庁関連法案反対！」の国会前行

動は 3月 24 日、衆議院第２議員会館前で行

われた。主催者を代表して国民運動実行委員

会から、5団体で共闘して廃案に向けて闘っ

ている。国民を監視するこの法案の廃案に向

けて頑張ろ

う！ と 挨

拶。続いて

雇用共同ア

クションの

中岡 ( 全労協事務局長 ) 氏の挨拶の後、日本

共産党、社会民主党から連帯の挨拶。最後に

国会に向かって参加者でｼｭﾌﾟﾚﾋｺ―ルを行い

ました。参加者は 180 人 。

　3月 26日、衆議院第 2議員会館前で、「国

民総背番号制と個人情報の官民共同利用をめ

民共同利用をめざす

6法案を、問答無用

とばかりに制定し、

一括して強行に審議

力を合わせて廃案にさせま

しょう」との挨拶で始ま

り、立憲、共産、市民から

の挨拶が続いた。歳以下は

250 名。

　3月 26 日、「壊憲 NO！ 96 条改憲反対連

絡会」( 共同代表内田雅敏・二瓶久勝 ) は、

衆議院第 2議員会館を訪れ、政府に対して

「PCR 検査の実施

に関する要請」の

仲介をお願いをし

た。要請に応じて

ト、サンケン電気

労組支援する会、

JAL 争議団、全統

一からあり、閉会

デジタル法案反対

壊憲NO！

東京総行動

東京総行動

デジタル 6法案許すな

司会：菱山さん

東京総行動
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た。あの過酷な福

島第 1 原発事故

から 10 年が過ぎ

ても、国と電力会

　『福島原発事故 10 年さようなら原発首都

圏集会』が 3月 27 日、日比谷野音で開かれ

社は、その責任も認めず、被害者の補償も放

置したままに原発再稼働をこだわっている。

原発のない世界こ

そ私たちの求める

脱原発です。開場

とともに参加者が

野音会場を埋め、オープニング・ライブも行

われ会場を盛り上げた。オープニングライブ　

は片平里菜さんの歌！、司会は古今亭菊千代

さん、主催者挨拶

は鎌田慧さん、澤

地久枝さんなどか

ら挨拶をいただ

き、落合恵子さんの閉会挨拶で閉会した。

日本通運による雇

い止めの撤回を求

める労契法 18 条

裁判の判決が、3

月 30 日に横浜地裁川崎支部であった。不当

判決である。原告のＩさんは、日通川崎支店

で「無期転換申し込み権」

が発生する満５年の１日

前に雇い止めされた。裁

判所にはおかしいことは

おかしいと認めてもら

い、一人でも泣き寝入り

している人がいな

くなってほしい」

と訴えきた。

　原告弁護団からは、契約書の更新上限５年

という条項は、企業が無期転換ルール逃れの

ために用いた悪質な手法だと批

判。報告集会に参加したお互い

さまの望月さんは「団結して闘

わないとダメだ。日通は有期雇

用労働者を 5年以上雇用をし

ない。そんな勝手なこと

は許されない。皆さん頑

張りましょう」と挨拶。

　最後に、東京高裁で係

争中のお互いさまが控訴

している「日通雇い止め

事件」と連携しながら、高裁での勝利を誓っ

た。

　デジタル国民監視法

案が 4 月２日の衆院

内閣委員会で、自公な

どの賛成多数で可決さ

れた。

　これに抗議して、4月

6日、衆議院第 2議員会

館前で「デジタル監視

法案可決攻撃集会」が開

かれた。主催者挨拶は高

田健共同代表、立憲民主

党、日本共産党、社民党、市民からの挨拶は

ノーデジタル庁の宮崎さんから、今後も諦め

ず国会行動を続ける。私たちは諦めず頑張り

ましょう。参議院では反対の審議に臨んでほ

しい、頑張りましょうと挨拶された。

さよなら原発

さよなら原発

さよなら原発

地裁川崎支部

望月書記次長

地裁川崎支部

不当判決

報告集会

デジタル監視反対

デジタル監視反対
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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

　「21 けんり春闘勝利 4・9中央総行動」( 全

労協 ) が 4月 9日に行われた。

　非正規労働者の要

求実現を掲げ、すべ

ての労働者の生活を

守り、 人らしく生き

るための法制度確立

を求め、中小に働く

仲間の賃上げ獲得・

労働条件改善、 争議

組合の解決支援などを柱とした行動をした。

　4 月 9 日、JR

御茶ノ水駅聖橋口

で、「非正規労働

者 2000 万人の雇

用格差をなくそう！地域最低賃金は全国一律

1500 円！」をアピールする街頭宣伝を行っ

た。呼びかけたのは、ユニオンネット平和セ

ンター ( 平和フォーラム中央団体 )、NPO 労

働相談室等。

　非正規労働者の賃金は正社員の 60％以下、

現状の最賃の全国平均は901円。この1年で、

僅か 1円の引き上げしかならない。最低賃

金は、全国一律時給 1500 円にしないと「安

心生活」はできない。非正規労働者の格差是

正と最低賃金の引き上げは、政治が動かない

と実現できな

い。政治を変え、

労働者が声をあ

げることが実現

の道である！主

催者挨拶は藤隆靖ユニオン平和代表「平和、

人権、環境の理念で運動を進めています。格

差の無い雇用制度、全国一

律に最賃 1500 円を加速さ

せています。声を上げなけ

れば実現できません。リ

レートークは、長南新社会

党書記長、NPO 法人労働

相談室松本理事、滝沢ユニオン平和事務局長、

鈴木 JAL 争議団副団長、望月ユニオンネッ

ト互いさま、小林京葉ユニオン、伊藤京浜ユ

ニオン、鈴木ねりまユニオンが行った。参加

者 20名がボードと横幕を掲げチラシを 170

枚配布した。雇用の格差是正と最賃引き上げ

は、粘り強く

今後も進めて

行くことを確

認して閉会し

た。

けんり春闘

けんり春闘

最賃引き上げ街宣

最賃引き上げ街宣聖橋口

最賃引き上げ街宣聖橋口

ユニオン平和斎藤代表


