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　連合は７日、東京都内で定期大会を開き、神津会長の後任に、中小製造業などの産業別労働

組合（産別）「ＪＡＭ」出身の芳野友子副会長を選出した。１９８９年の結成以来の女性会長

である。新型コロナウイルス禍で雇い止めが相次ぐ中、約７０４万人の組合員のかじ取り役を

担う。芳野氏は選出のあいさつで「安心して働き続けられる環境整備のため、組合員の声を受

け止めながら運動を前進させたい」と述べている。また、ジェンダー平等と多様性国家に満ち

た社会の実現を呼びかけ、性差別解消や非正規雇用で働く女性らの待遇改善への強い決意を示

している。大会は「働く仲間の雇用と生活を守り、労組の役割を最大限、発揮していく」など

の宣言を採択した。

　芳野氏は高卒後、八四年にミシンメーカー「ＪＵＫＩ」（東京）に入社。二〇一〇年、社内

の労組委員長となり、一五年からＪＡＭ副会長に加え、連合で女性に割り当てられた副会長も

兼任していた。（一〇月七日東京新聞）

　働く現場では女性の役割は年々増している。働く意思や能力を持つ人の総数「労働力人口」

は女性が昨年で三千四十四万人と最近１０年で１割近く伸びた。男性は微減だ。一方で雇用者

数を非正規に限定してみると、女性は男性の倍以上となる千四百二十五万人と多数で、非正規

に比率は五割。コロナ禍で飲食業などの女性を中心に非正規の困窮が相次ぐ。芳野新会長は会

見で「非正規の組織化は足りていない。連合に入りたいと思ってもらえるようにＰＲを工夫し

たい。」と話している。

　芳野会長は７日の記者会見で立憲君主党が政権交代を実現した場合に共産党が「限定的な閣

外からの協力」するとの両党合意に異論を唱えている。「閣外協力もあり得ない」と述べている。

立民と支援組織・連合の間で、共産との連携のあり方を巡る認識のずれが露呈している。（１０

月８日東京新聞）芳野新会長には、労働運動の古い体質を打ち破り、男女雇用均等、ジェンダー

平等など男性指導部が果てせなかった課題をやり抜いていただくことを心より期待申し上げま

す。わたしたちも連合の行く末を注視していくものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　芝崎　眞吾　  
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■ 10 月 4 日、国交省前抗議宣伝行動に 60

人の当該組合、支援者たちが結集、「責任を
逃れるな」「不当労働行為隠蔽

するな」と追求、「誠意ある団

交を開け」

と 声 を 上

げた。9 月
15 日 JHU に JAL 争

議の解決に向けて、
赤羽一嘉国土交通大臣に

「要求書および団体交渉申
入れ書」を提出したが、

国交省は「前回、要請

時に話した通り。整理
解雇は、個別企業の問題であり、ＪＡＬで対

応。行政は対応できない」という、全く不適

切極まりない回答を突きつけてきた。

■ 9月 16 日新宿駅西口

街宣行動が行われた。「選

挙へ！生きていくための

政権交代だ！」と憲法改

悪反対署名を諸団

体が呼びかけた。

参加者は 42名

■ 9月 18 日、東京・千代田区で「記者から

見た労働現場」のテーマで、労働現場の取材

一筋、毎日新聞社東海林智記者さんが講演会

で大いに語った。

国と企業がフリー

ランスという働く

者の非労働者化が進んでいる。コロナ禍では、

シフトゼロという合法的に賃金ゼロとする手

法が顕在化した。

組合頑張れ、労働

者魂に檄を飛ばし

た東海林さんの講

演であった。

■『戦争法強行からまる６年！戦争法廃止！

立憲主義の回復！いのちと暮らしを守れ！自

公政権退陣！総選挙勝利！』のスローガンで、

第 70 回「１９日

行動」が開かれた。

「総裁選のメディ

アジャックはヤメ

ロ！国民の命を大

事にしろ」の声が

響く中、始まった。

菱子さんが主

催者挨拶を

し、菅直人議

員（立憲民主

党）、田村智

子議員（共産
党）、福島みずほ議員（社民党）、福山真劫さ

ん（市民連合）らから力強く、市民と野党の

協力で政治を変えようと訴えられた。

■ 9月 20 日、千葉県

2区市民連合が「美し

い日本より格差のない

日本！」を託して選挙

に行こうと呼びかけた街宣行動が行われた。

更に、25 日には憲法を活かす会・千葉県協
議会定期総会が開

かれ、地元から政

治を変える訴えが

された。

国交省前 お互いさま組合員福島議員
指宿弁護士

国交省前

国交省前

新宿駅西口

新宿駅西口

講演会会場

東海林講師

国会前

宮川事務局次長

千葉市

千葉憲法活かす会総会
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■ 9月 29( 水）東京・全水道会館で、 「医療

放棄をすすめる菅政権は即刻退陣せよ！ 地

域運動と野党共闘を強化し衆議院選に勝利

を！ 」をテーマに、「9・29労働者・市民集会」
が開かれた。問題提起をした

のは、渡邊洋さん（全国労働

組合連絡協議会議長） と長南

博邦さん（新社会党中央本部

書記長） 、二瓶久勝共同代表。

主催は、「改

憲 Ｎ Ｏ！

96 条改悪

反対連絡会
議 」3 人の講師から問題提起を受け、参加

者と質疑応答をした。安倍の戦争法採決から、

市民と野党共闘が生まれた。政権交代を！

■高裁が 5 月に結審、12

月判決。同時に進む中労委、

都労委も命令待ちである。

こうした状況下で、10 月
1日、5回目となったユナイテッド銀座デモ

は 250 人が連帯する隊列が続いた。

銀座築地川公園の

集会には、続々と

支援者が集まり、

横断幕が掲げら

れ、のぼり旗はな

びき、ボードは高

く舞った。

■総がかり行動実行委員会の主催

で、「予算委員会を開かず総選挙

に逃げるな！」臨時国会開会日行

動が、10 月 4 日衆院議員会館前

で行われた。審議もせずに衆院解
散する自民政治か

ら政権交代を実現

しよう！

■ 10 月 11 日、ユニオン平和が呼びかけた

池袋駅東口宣伝行動が行われた。自民党岸田

二甁共同代表

全水道会館会場

ユナイテッド銀座デモ

ユナイテッド銀座デモ

原告の決意

福島議員

衆院会館前

政権は何もやらない！大企業、富

裕層の利権を守り、格差解消、困

窮者救済はやる気はありません。
そんな自公政権は終

わりにさせましょ

う！のぼり、ボード
を掲げ、リレートークで、選挙に行こう！自

民党を終わらせようと訴えた。JAL 争議団、

ねりまユニオン、お互いさま、京葉ユニオン

が参加した。

　リレートークは、6人が行い、

消費税が福祉に廻ってない、大

企業は内部留保を吐き出せ、シ

フトゼロという労働法の潜脱行

為を許すな、最低賃金全国一律

1500 円について訴えた。最後

に、来る選挙で政

権交代を果たそう

と訴え宣伝行動を

終えた。

ユニオン平和斎藤代表

署
名
行
動

池袋駅東口
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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。

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

●10月 6日、テクノプラザかつしかで、「み

ずま雪絵を励ます集い」が開催された。葛飾
区議選は 40 名の定員で、事

前説明会に 65 名が出席、更

に数人が立候補を準備してい

る。前回にまして撃戦だ。総
選挙で、葛飾区民は 10 月 19 日から 11 月

7日の投票日まで選挙モードとなる。
　「励ます集

い」は、滝沢

（ユニオン平

和事務局長）

氏の司会で、

9人から力強い応援の挨拶をいただき、福島

瑞穂議員も駆けつけてくれた。地域だけでな

く、労働争議の現場に駆けつける「みずま雪

絵」当選のため頑張ろう。

◆木村共同代表・望月事務局長

　岸田首相はボロの出ないうちに

と解散をしました。あと 4週間、

公選ハガキを書く、自分だけじゃ

なく、知人友人に。後援会に入る

など、残り 1 カ月皆さんと 3 選

を勝ち取りましょう。みずま雪絵

の当選に力をお寄せください

●【水摩雪絵の決意】

　コロナ禍でも、やるべき

ことは、しっかりやる。区

民の期待に応える政治を行
なってきました。生活の

困窮、家族の悩みなどス

タッフとして、必要なら

生活保護申請に一緒に行

く。私たちの税金は、困っ

ている人に税金は使われ

るべきです。私は議会質

問や足で駆けめぐって、

役所がやりきれていない

課題を見てきました。そこも改善をするのが

議員の役目です。選挙戦では、駅前開発、失

業、生活保護などの福祉の救済をしっかり訴

えて行きます。区民に応える政治を進めます。

皆さんよろしく応援をお願いします。

みずま雪絵を励ます集い

滝沢事務局長

みずま議員

福島議員

みずま議員の決意

「励ます集い」会場


