今国会で﹁高齢者等の雇用の安定等に
関する法律﹂を含む雇用保険法等の一部
を改正する一括法案が出ている︒
３月 日に厚労委員会審議が始まり︑
日衆院通過を狙っている︒この一括法
案は一部に予算関連法案があり︑日切れ
法案︵３月中に成立が必要︶とされてい
る︒複数法案を一括にし︑十分な審議を
保障しないのは︑安倍政権の常套手段だ︒
まず予算に関係ない法改正は日切れ法案
と分けるべきだ︒

︲７
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女性委員会

つるや加藤ビル４階Ｂ

〇三︲五四〇三︲一六五〇
〇三︲五四〇三︲一六五三

を斬る﹂院内集会が 名余の参加で開催
された︒
労働弁護団闘争本部長の棗弁護士が上

労働弁護団主催﹁高齢者の働き方﹃業務
委託で﹄でいいの！高年法改正の問題点

ルスで様々な集会が中止や延期される中︑

ＴＥＬ
ＦＡＸ

全国労働組合連絡協議会

東京都港区新橋４︲

さらに大問題なのは︑労働法の適用を
外す手続きを労働法の中に組み込むこと
だ︒将来 歳以下の年齢層にも﹁雇用に
よらない働き方﹂を拡げる危険がある︒
安倍政権は雇用によらない働き方を拡げ
ようとしている︒それが問題であること
は︑業務委託やフリーランスで働く人た
ちが新型コロナで契約を解除され仕事を
失っても︑所得保障ではなく︑貸付でと
いう安倍政権のスタンスからも明らかだ︒
３月４日︵水︶夕方︑新型コロナウィ

記にあげた問題点を解説し︑現行の 歳
までの継続雇用でも︑﹁時給９００円・

60

月 日労働と収入が四分の一となる条件﹂
を提示され︑暮らしていけないと拒否し
たら雇用は終了となり︑裁判しても労働

65

者の権利は認められない現状を紹介した︒
石橋通宏議員︑尾辻かな子議員︵立憲︶︑
宮本徹議員︵共産︶︑昨年野党共闘で当
選した芳賀 道也議員が参加挨拶した︒
︵柚木︶

女性問題を取り上げた新聞記事

改正ポイントは︑現行法の﹁ 歳まで
の雇用機会の確保の義務化﹂を﹁ 歳ま
での雇用・就業機会の確保の努力義務化
︵のちに義務化︶﹂とすること︒問題は︑

16

連記事があった︒毎日も６ 面の三分の
二が﹁女性差別 自覚なき 日本﹂の見
出しと記事で埋まっていた ︒朝日は１
面トップの他︑６つの紙面 に男女格差
の無い社会をめざす企画を 載せた︒こ
んなに女性に関する記事が 載った事は
初めてだ︒余りに改善しな い女性の状
況にマスコミの女性記者た ちが頑張っ
てくれたことに感謝したい︒
３月９日には国連女性差 別撤廃委員
会から︑日本に報告を求め る﹁事前質
問書﹂が公表された︒雇用 ︑教育︑マ
イノリティ女性︑﹁慰安婦 ﹂問題︑選
択議定書など 項目に及ぶ︒選択議定
書については批准をしない 障害につい
て報告を求め︑また︑議定 書の批准の
時期に関し︑国会による承 認の計画と
見通しについて報告を求めている︒
25

その措置として定年延長︑ 歳以上の雇
用継続︑定年の廃止に加えて︑労働契約
ではなく業務委託や有償ボランティアで
も可としている事だ︒選択肢は多数ある
ように見えるが︑企業は雇用責任を取ら
なくていい業務委託や有償ボランティア
の制度を選択するだろう︒高齢者は若者

3月18日、議員会館前で雇用共同アクションで訴えた

に比較して労働災害の発生の率が高いが︑
労働契約でなくなれば︑﹁怪我も自分持
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ち﹂になる︒
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２０１９年の日本のジェンダーギャッ
プ指数が１２１位に落ち た事は衝撃的
だった︒日本は性差別是正の動きは遅々
として進まないのに対し ︑世界は大き
く前進していたのだ︒特 に政治分野は
１５４カ国中１４４位とワースト に
入ってしまった︒
さらに２０１８年の財 務省の事務次
官のセクハラ事件︵未だ に加害者はそ
れを認めていない！︶︑ 続く東京医大
の入試で女性差別が発覚 し︑他の医大
でも行われていることが 判明した︒聖
マリアンナ医大は第三者 委員会の調査
で︑女性が現役でも浪人 でも一律点数
が引かれているという事 実が出されて
も意図的ではないと開き 直っている︒
父親によるレイプ事件が 連続して無罪
になったことも衝撃だった︒
しかし︑レイプ事件無 罪判決をきっ
かけに昨年４月 日に始まったフラワー
デモでは︑当事者たちが 長く閉じ込め
ていた被害を語りだした ︒このデモは
各地に広がり︑３月８日 には新型コロ
ナの影響もありながら 都道府県に拡
がった︒そして２月末か ら﹁３・８国
際女性デー﹂の企画記事 がマスコミ各
紙に載った︒８日の東京新聞は 面トッ
プの大半がフラワーデモ や女性差別撤
廃条約選択議定書に関す る政府の動き
で埋まっていた︒２面︑ 社会面にも関
11
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大阪全 労協︵ 但馬け いこ議
長︶が声明を発表
衆 参両 院は３ 月 日 ︑新型 コロ ナウ
イル ス感 染症 を﹁ 新型 インフ ルエ ンザ
等対策特別措置法︵以下︑﹁特措法﹂︶
に加える改定法案を可決・成立させた︒
それに先立つ３月９日︑大阪全労協
︵但 馬け いこ 議長 ︶は −﹁特 措法 ﹂の
﹁改正﹂について︑私たちは訴えます！
−と 題す る﹁ 声明 ﹂を 発表し た︒ 安倍
政権 はコ ロナ 対策 に名 を借り て３ 月２
日に 同法 改定 を表 明し ︑野党 の多 くが
賛成 する 中︑わ ずか 日余り で成 立さ
せた ︒大 阪全 労協 ﹁声 明﹂は 重要 な取
り組みとなった︒
紙 面の 制限 で全 文を 掲載で きな いが
﹁声明﹂には︑首相に﹁緊急事態宣言﹂
を行 う権 限を 与え る﹁ 特措法 ﹂は ︑集
会場 ︵特 措法 条 に規 定する ﹁多 数の
者が 利用 する 施設 ﹂︶ の利用 の制 限・
停止 がで きる ︒ま さに ︑集会 の自 由︑
表現 の自 由︑ 言論 の自 由が奪 われ る事
態となる︒
こ の間 ︑特 定労 組に 対する 弾圧 のよ
うに ︑組 合事 務所 に組 合員が 集ま るこ
とさ え制 限さ れる 可能 性もあ る︒ 許し
ては なら ない ︒と 指摘 ︑安倍 政権 が強
行す る特 措法 への ﹁緊 急事態 宣言 ﹂導

﹁さいたま市﹂に緊急抗議行動
新型コロナウイルス感染拡大に対し︑
﹁さいたま市﹂は３月９ 日から市内の
幼稚園・保育園等の職員 向けに市の備
蓄用マスクの配布を始め たが︑埼玉朝
鮮幼稚園は対象外とされた︒
日︑埼玉朝鮮幼稚 園朴洋子園長は
じめ関係者らによる緊急 抗議行動が同
市役所で行われ︑さいた ま市の子ども
未来局の担当職員による ﹁転売される
かも﹂発言に市幹部は謝 罪した︒その

3月3日（火）、JAL争議団は64名を超える仲間とオリパ
ラ組織委員会のある晴海トリトンスクエアーで宣伝行動
を行った。好天でビラはほとんど無くなった。
2月25日には委員会との面談も実現し、委員会参加者か
らは「今回の要請を受けて、改めて組織委員会として共
有し、JALにもお伝えします。」との表明があった。

スク 寄附な ど日本 側の支 援も多 数寄
せられた︒

難い 行為に 対し︑ 抗議行 動参加 やマ

Yahooニュースよりより掲載

オリパラ組織委員会前で要請行動
後︑マスク 枚は配布 されたが︑同市
は当初の対応と差別を助 長したことへ
の謝罪・再発防止を求め られた︒許し
60

日本の男女差別は正規・正職員の比較でも女性は
男性の74％の賃金。非正規雇用を入れるともっと下
がる。韓国では女性は64.1％とさらに低い。６日韓
国の女性団体や労働組合が国際女性デーを前に、男
女賃金格差解消や職場のセクハラの一掃を求めて午
後３時に職場を退勤するストを実施したという（3.7
赤旗）。３時以降は無給労働だというわけだ。こん
な闘いが日本でもしたい！世界各地でも女性たちの
運動が拡がっている。

13

入に 反対 する 声を あげ よう！ と呼 びか
けた︒
﹁ 特措 法﹂ を廃 止さ せ︑労 働者 ・市

3月23日、新宿駅西口で20春闘・労働相談の情宣

10

民の ため の感 染症 対策 を求め て行 動し
よう︒

レイバーネットより掲載

11

韓国で男女賃金格差是正を求めて、
３月６日（金）早期退勤ストを実施

45

