くことやらである︒

第 回日比谷メーデー 実行委員会は
日比谷野音開催を目指し て準備を進め
てきたが︑コロナ感染拡 大で安倍政権
は４月７日に﹁緊急事態 宣言﹂を発令
し︑東京都は施設使用を ５月６日まで
休止した︒日比谷野音が 使用不可とな
り︑メーデー実行委は代 表参加による
第 回日比谷メーデー式 典の縮小開催
と街頭アッピール行動の 取り組みを決
定した︒
組合員・家族が感染病 に﹁うつらな

られた︒

︲７
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時に日比谷メ ーデー実行委
回日比
開会宣言を中小労組懇 平賀代表が︑
主催者挨拶を国労東京地 本鎌田委員長
が行い︑日本のメーデー １００年に触
れながら国際連帯と労働 者の団結を訴
えた︒次に寺嶋事務局長 のメッセージ
紹介の後︑メーデーアピ ール案を全水
道東水労久保書記次長が 提案して満場
の拍手で採択された︒
式典の最後は全労協渡 邉議長による

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

人に感謝したい︒

水道橋駅

代表幹事 中原純子

の度も式典の手話通訳を担ってくださっ
た東京手話 通訳等派遣センターのお二

いて発言した︒
約１００ 名の組合員が参加した︒こ

で女性たち の現状を︑５・３憲法集会
実行委員会 の菱山南帆子さんは国会前
開催の５・ ３集会Ｗｅｂ配信を等につ

の中原さん が中小現場の声を︑全労協
女性委員会 の柚木さんはコロナ禍の中

され︑式典 終了と同時に宣伝カーによ
る各労組代表の発言が開始された︒
アピール 行動では全国一般東京労組

水道橋駅 前では横断幕やメーデーポ
スターを掲 げ︑式典と並行し音声が流

行動を提起し て会場近くの
東口交差点に移動した︒

東京全労協 大森議長が街頭アッピール

団結ガンバロウで締められた︒その後︑

摘する声を上げよう︒

労働の価 値をしっかり見つめなおす
チャンスに しよう︒そして問題点を指

かにした︒ 緊急事態が５月末まで延期
となった︒

賃金が多い ︒コロナの世界は︑人々が
生きていく ために最も必要な仕事が︑
低賃金職場 であることの問題点も明ら

く人々には 女性が多いし︑非正規で低

ＴＥＬ
ＦＡＸ

全国労働組合連絡協議会

東京都港区新橋４︲

今︑生活 維持に必要な仕事︵エッセ
ンシャル・ワーク︶に携わる医療関係︑
保育︑介護 ︑流通︑清掃︑スーパーな

２ 月末 の アベ 首相 に よる 休 校要 請
から ２か 月 余が 経過 し た︒ 突 然の 休
校に 子供 た ちは びっ く り︑ 教 員は そ
の対 応に 追 われ ︑子 供 を預 け るこ と
どに働く人 々は︑感染の恐れを抱きな
がら働き続 けてくれている︒そこで働

祝日本メーデー１００周年
第 回日比谷メーデーと
街頭アッピール行動を決行！

ができない親︵ほとんど母親だろう︶
は仕 事を 休 まざ るを 得 なく な り︑ 仕
事を失ったりした︒
政 府は 慌 てて 学童 保 育を 朝 から 利
用としたが︑学校と学童では﹁三密﹂
は学 校の ほ うが 少な い はず だ ︒結 局
未だ コロ ナ 感染 は収 ま らず ︑ 多く の
子供たちは今も学校に行けていない︒
オン ライ ン 教育 とい っ ても ︑ すべ て
の家 庭が そ の対 応が で きる わ けで も
ない ︒子 供 の学 習権 は どう な るの だ
ろう︒
４ 月に 入 り緊 急事 態 宣言 が 発せ ら
れ︑ 自営 業 者も 休業 せ ざる を 得ず ︑
多く の人 が 商売 を続 け られ な い︑ 暮
らしていけないと悲鳴を上げている︒
政府 は自 粛 要請 する だ けで ︑ 休業 で
きるための補償には腰が重い︒
ア ルバ イ ト先 を失 っ た大 学 生た ち
も︑ 学費 や 家賃 の支 払 いで 大 変だ ︒
シン グル マ ザー など 最 も脆 弱 な状 況
にある人々に大きな影響が出ている︒
い︑うつさない︑うつさ せない﹂対策
として︑体調不安ある方 の自粛︑手指
の消毒・マスクの着用︑ 窓を開け換気
を行い︑１６３名の会場を約 名の参
加で社会的距離を確保し ︑何よりも式
典開催時間を 分に短縮した︒
晴天の５月１日︑全水 道会館大会議
50
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室は初めてＬＩＶＥ配信 を行うスタッ
フが入るなど緊張のなか で準備が進め
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だが ︑政 府 の対 応は 追 いつ か ない ︒

4月3日けんり春闘は、当初予定通りにはできなかったが
経団連前に結集し、闘いの声を上げた

91

員会寺嶋事務局長の司会で第
谷メーデー式典が始まった︒

10

多く の声 でや っ と一 人 万円 の支 給
が決 まっ た が︵ その 受 給権 者 が世 帯
主で ある こ とは 大問 題 ！︶ ︑ いつ 届
10

コ ロナ 下の 状況 は女 性と子 供た ちに
より 大き な影響 を与 える︒ ３月 日︑
国連女性機関の﹁ＵＮウィメン﹂は
﹁女 性と ＣＯＶ ＩＤ ︱各国 政府 が今
すぐ でき る５ つの こと ﹂とい う声 明を
出した︒
声明では︑各国がコロナのパンデミッ
クを 収束 させ るた めに 奮闘し てい る︑
しか しジ ェン ダー への 配慮が 主に 男性
リー ダー たち の意 思決 定を形 作っ てい
ない ︑新 型コ ロナ によ るイン パク トの
多く は女 性に 最も 強く 直撃す ると 指摘
している︒
そ して 各国 政府 に今 すぐで きる ５つ
の行動を挙げている︒

１．課題対処のすべての 局面でケア提
供者のニーズ把握し対 応すること︑
最低でも女性の看護師 や医師に対し
ては個人防護用品の一 部として生理
用品をいれ︑不快な状況をなくす︒
２．家庭内暴力の被害者 のためのホッ
トラインとサービスが 必要不可欠な
サービスとして開かれ 続けることを
保障すること︒
３．救済措置と景気刺激 策は︑女性特
有の状況の理解とケア 経済を反映さ
せたものであること︒ すなわち子供
や老人の世話のために 仕事に行けな
い人のために有給休暇 や病気休暇の
保障を︒発展途上国で は女性のほと
んどが非公式セクター での労働であ
り︑そこへの補償給付 の特別の努力
がされるべき︒
４．リーダーたちは︑対 策と回復へ向
けた意思決定に女性を 含める方法を
の﹁あなたが︑あなたらしく生きれる
こと﹂が大事という言葉を紹介し︑連
帯して声を上げていこうという発言も
とてもよかった︒
５・３集会のＨＰでは字幕付きで発
言のビデオを公開予定なのでぜひご覧
ください︒
コロナに便乗して憲法に緊急事態条
項を入れようとするアベの姿勢はまる
で火事場どろぼうだ︒
ナチスの二の舞いごめんだ︒︵柚木︶

闘う女性たち①
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今年の憲法記念日はコロナの影響下︑
各地でこれまでのような 取り組みがで
きず︑いろいろ工夫がさ れた︒東京で
は有明の防災公園が使え なくなり︑３
日は午後３時から国会前 からネット中
継で行われた︒
今年は浅倉むつ子さん のアッピール
もあり︑若干のギャラリ ーの一人とし
て当日国会前に参加した ︒主催者は歩
道に赤テープで位置を示 し︑密になら
ないよう準備してくれた︒
主催者代表の高田健さ んの挨拶のあ
とにステージに立った浅 倉さんはドイ
ツのメルケル首相の透明性︑思いやり︑
理性にあふれる演説を紹 介し︑私たち
の目指す社会は︑もっと も弱い立場に
いる人々が安全に生きら れる社会であ
り︑軍事力による国家の 安全保障では
なく﹁人間の安全保障﹂が大事であり︑
平時においてあらゆる暴 力を否定する
こと︑そのためには日本 軍慰安婦問題
の責任︑沖縄の米軍による暴力の予防︑
ヘイトの禁止などが必要 であり︑憲法
は私たちの灯台の灯であ るとアッピー
ルされた︒
元ＮＨＫアナウンサー で現在フリー
ジャーナリストの堀潤さ んの︑民主主
義の対義語は﹁沈黙﹂だ と思う︑戦争
中に朝日の記者として戦 争に協力して
しまったことを恥じ︑退 職し秋田で新
聞を発行し続けたむのた けじさん︵数
年前有明の憲法集会でも 発言された︶

見つ けるべき ︒エボ ラ出血 熱への
対応 は女性団 体の参 加によ る利益
を受 けたので すから ︑今回 もそう
しない手はない︒
５．政 策策定者 は︑人 々の家 庭で何
が起 きている かに注 意を払 い︑女
性と 男性の間 のケア 負担の 平等を
支持 しなけれ ばなり ません ︒ジェ
ンダ ーの役割 を﹁非 ステレ オタイ
プ化﹂する好機です︒
日本 にとって もコロ ナとと もに生
きざる を得ない 今後の 社会に とって
とても重要な指摘だ︒
また ２０１８ 年︑２ ０１９ 年Ｇ７
ジェンダー平等評議会のメンバー
︵林陽 子弁護士 ・元女 性差別 撤廃委
員会委 員長もそ の一人 ︶も同 趣旨の
声明を 発してい る︒特 に︑﹁ 政府は
医療専 門家や政 策立案 者が有 効な保
険対応 及び社会 経済的 対応を 作成で
きるよう︑危機における男女別のデー
タを提供すべき ﹂のと提言とと もに︑
﹁この 緊急時は ︑並外 れた人 間中心
主義の リーダー シップ ︑外国 人嫌悪
や性差 別や経済 重商市 議から 解放さ
れたリーダーシ ップを求めてい ます︒
今す べての人 ︱女性 ︑男性 ︑公的
セクタ ーそして 市民社 会セク ター︱
の行動 が求めら れてい ます︒ 私たち
の人間 性がこの 暗闇の 時代を 照らし
出すに 違いあり ません ﹂と訴 えてい
る︒

いつも元気いっぱいの全国一般東京東部労組メトロ
コマース支部・後呂良子さんが勤務最終日（定年退職・
会社は再雇用拒否）を迎えるとの報道に八丁堀の売店
に全国一般東京南部中島委員長と一緒に伺いました。
今日、千葉県館山から届いた東京全労協に台風カンパ
御礼に送られた房総の金魚草を持参しました。嬉しい
ことに後呂さんが大好きな花とのことでした。慰労と
激励に訪れる仲間たちとメトロコマース支部の仲間た
ち！疋田さんも今日雇止めでした。
次から次へと駆けつける仲間たちと
共に過ごしながら、東京メトロとそ
の子会社ら経営j陣への怒りを胸に思
うことはー「闘いは今から！闘いは
これから！」ーレポート・中原純子

ひとりじゃない！
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