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〜ジャパンビジ ネスラボ事
件︵ＪＢＣ事件 ︶から何を
学び︑何を目指すか〜
７月 日︑南 部労政会館
でＪＢＣ事件の 集会が開催
された︒当初は ３月に予定
されていたが︑ コロナ禍に
より二度延期し ︑ようやく
実現された７・ 集会は︑
当該・主催者ら の熱気ある
内容の濃い集会となった︒
第一部のトー クセッショ
ンは原告弁護団 の圷由美子
弁護士の司会・コーディネー
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トにより進行し︑ゲストス
ピーカーは浅倉むつ子さん

さいごに報道の自由の問題と
して岩崎貞明さん︵日本マス
コミ文化情報労組会議事務局
長︶が問題提起を行った︒
集会の締めく くりは︑労
働組合から井上 久美枝さん
︵連合総合政策 推進局総合
局︑ジェンダー 平等・多様
性推進担当︶︑ 中原純子さ
ん︵全労協女性 委員会担当

変役立っていま す﹂とのこ
と︑集会場にも 貼られてい
た︒暫時集会を 行っていた
が︑結局この日 は岩国から
飛び立つことが できなかっ

スは︑関 東にある演 習場

間が予定 されている ︒と
りわけ︑ 群馬県相馬 原演

習場へ の飛 行ル ート では ︑
東京湾沿 いを飛行し て江
戸川から 荒川沿いに 北上

するルー トや︑東京 湾か
ら横浜を 経由して北 上す

るルート があり︑首 都圏
の上空を 飛行するこ とが
想定されている︒

このほか ︑アメリカ 軍で
は︑東京 の横田基地 に配

ている︒しか し︑予定通り
５年で配備が 終了するとい
う目途は立っていない︒
陸上自衛隊 によると今後
１か月程度か けて機体を詳

もいらな い﹂の声を あげ
続けよう ︒︵南部全 労協
事務局長 藤村妙子︶

やす計画 もあり︑今 後︑
首都圏の 上空をオス プレ

備して いる オス プレ イを ︑
２０２４ 年ごろまで に︑
現在の５機から 機に増

しく点検した あと基礎的な
訓練飛行を段 階的に広げる
とのことだが ︑駐屯地の間
近には保育園 や民家が沢山
ある︒しかも 飛行訓練コー

東京全労協学習交流会 2020羽田空港の過去・現在・未来
変わりゆく羽田の空と街を見て考えよう

を司法は容認 するのか﹂が
鋭く問われる ︑重要な事件
であることが鮮明となった︒
第二部は︑主催者の﹁妊
娠育児によるハラスメントを
なくす会﹂新田裕子さんの司
会で進行し︑はじめに一審原
告の当該から現状と最高裁を
たたかう決意が元気に話され
た︒その後︑闘いの現場から
５名の仲間たちがＪＢＣ事件
に連帯する報告を行った︒

幹事︶︑長尾ゆ りさん︵全
労連女性部長︶ の三名が壇
上に揃って応援 メッセージ
を発言した︒
司会の新田裕子さんから︑
７月 日の最高 裁要請行動
が提起され︑コ ロナ禍のな
かで 名が参加 した︑静か
ななかにも熱気 が感じられ
る集会となった︒

７月６日︑自衛隊がアメ
リカから 機も購入したオ
スプレイが岩国基地から木
更津駐屯地に暫定配備され
るという連絡を受けて︑木

た︒
オスプレイは７ 月 日午
後︑最初の 機 が千葉県の
木更津駐屯地に 到着し暫定
的な配備が始ま った︒防衛

マタハラを許 さず最高裁
に弁論を開かせ て高裁不当
判決を破棄させよう︒

更津現地の配備反対集会に
行った︒駐屯地近くの内港
北公園に着くと﹁悪天候の
中であるが︑岩国基地から
飛び立つ準備をしている﹂

省は︑佐賀空港 への配備を
計画しているが ︑地元が反
対しているので 木更津駐屯
地に暫定的に配 備したとし
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︵早稲田大学名誉教授︶と
水野英樹さん︵日本労働弁
護団幹事長︶︑竹信三恵子
さん︵ジャーナリスト・和
光大学名誉教授︶の三名が
労働相談の現場から内村昌
司さん︵連合ユニオン東京︶
と東京高裁に向けた裁判所前
アクションの報告を柚木康子
さん︵均等待遇アクション︶︑
青い鳥産休差別裁判の原告の
報告を平田淳子さん︵よこは
まシティユニオン︶が代読し︑
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券パタハラ解雇裁判の
原告グレン・ウッドさん︵全
国一般東京南部︶が報告し︑
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74
とのことだった︒オスプレ
イ来るな いらない市民の
会の野中氏は﹁東京全労協
からいただいた横断幕が大
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「羽田増便に伴う首都圏での低空飛行の問題」と今年7月に一部
完成した「羽田未来都市」の見学です。
旅客機の低空飛行は、既に始まっており本当に地上から見ると
飛行機がビルにぶつかるのではと思う低空を飛んでいます。これ
らの問題の陰には米軍横田空域があると言われています。私たち
の首都圏の空はどうなって行くのでしようか？
羽田空港の沖合展開の結果できた跡地(5.9ha)には、大田区が格
安の賃料(1㎡1か月600円)で鹿島建設などと設立された「羽田未来
開発（株）」が作くる「HANEDA INNOVATION CITY(HICity)」が
一部完成しています。この「未来都市」がコロナ後の日本の未来
であるとも言われています。しかし、果たして私たちが必要とし
ている未来がここにあるのでしょうか？
日時 2020年8月29日（土）14時30分集合、参加無料
集合 京急羽田線・東京モノレール「天空橋駅」HICity改札口
案内 松島光男さん（おおたジャーナル編集委員）
申込・締め切り 東京全労協常任幹事まで 締切 8月20日

イが飛 び交 うこ とに なる ︒
﹁オスプ レイは︑ど こに
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ＪＢＣ事件の社会的意義と
東京高裁不当判決の問題点
について語った︒ＪＢＣ事
件は﹁労働者にとって育児
休業の権利が真に実効的も
のなのか︑企業の方針で育
休取得者の雇用を奪うこと

7月16日、南部労政会館でＪＢＣ事件の集会が開催された

かかわ らずそ れを放 置して
いた会 社にあ ること は明ら

し︑改 善を求 めてい たにも

重大労災から一年
ストライキ行動に
一五〇名が結集

戸谷組 合員へ の損害 賠償も
事実上 拒否し ︑﹁こ の問題

います ︒しか しこの 間︑会
社は根 本的な 問題解 決を図
ろうと せず︑ 被災者 である

体質を あらた め︑労 働者の
命を守 れ︑と 会社に 求めて

かです︒
組合 は事故 直後よ り労災
の責任追及︑﹁金儲け優先﹂

はもう 終わっ たこと ﹂との

姿勢に終始しています︒
東 部労組 大久保 製壜 支部
は重 大労災 発生か ら１ 年と
なる ７月７ 日︑ス トラ イキ
に決 起し社 前集会 を行 いま
した︒
全 国一般 ・全労 働者 組合
東伸 社ユニ オンと の共 同行
動の 一環と して行 われ たこ
の集 会には ︑東部 労組 各支
部・ 地域・ 友好労 組の 仲間

全労・東伸社ユニオン
本 来であれ ば４月 日に
春闘行 動の一 環とし て行
われ るはず の東伸 社ユニ オ
ン昼休み決起集会だったが︑
新型 コロナ ウィル ス感染 防
止の ため延 期とな り７月 ７

るなど の感染 防止対 策を参
加者に 要請し ︑集会 は始ま

製壜支 部の金 澤委員 長が冒
頭︑人 と人と の距離 を取っ
たりマ スクを 着用し たりす

ました︒
司会 進行を 務めた 大久保

１５０ 名が駆 けつけ てくれ

のシュプレヒコールが周辺
に響き渡りました︒

決意を表明︑﹁大久保製壜
は金儲け優先をやめろ！﹂

訴えで会社を糾弾しました︒
集会最後に大久保製壜支部
組合員ひとりひとりが闘う

の労働者の安全軽視に対す
る怒りが表明され︑真剣な

らの連帯の発言では︑会社

オン書記長

町田哲也

重要性を実感できた︒
全 国一 般 全 労 東 伸 社 ユ ニ

割が問われてい る今こそ ︑
職 場で 地 域 で 抗 議 の 声 を
あ げ団 結 を 深 め る こ と の

未だ に 感 染 者 が 増 す 一
方 で労 働 組 合 の 真 価 と 役

激励してくれた︒

りました︒
地域 ・友好 労組の 仲間か

が 交代 す ると いう 労 使関
係 にお い て︑ 重要 な 節目
の 時期 に 差し 掛か っ てい
る ︒当 日 は１ ００ 名 余の
仲 間た ち が駆 けつ け て当
該 の組 合 員た ちを 大 いに
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日に 無事に 決行す ること が
でき た︒し かし︑ 構内で 集
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会を 行うに あたっ ては分 会
内で も様々 な意見 があり ︑
紆余 曲折を 経て集 会開催 に
至った︒
今回 の経過 に関し ては９ 年
前の 東日本 大震災 時の状 況
にも 似てい る︒今 回の新 型
コロ ナウィ ルスは 世界中 で

は︑ ﹁止め よう！ 辺野古 埋
め立 て﹂国 会包囲 実行委 員

会の 方が︑ 沖縄県 に﹁変 更
承認 申請の 不承認 ﹂につ い
て玉 城デニ ー知事 を激励 す

るた めの﹁ 意見書 ﹂提出 運
動の 呼びか けを行 った︒ 参

加者 には要 請ビラ が配布 さ
れた ︒提出期 間は８ 月 〜

日まで︒
コロナ禍で人々に﹁自粛﹂
を強 いた安 倍政権 は︑自 ら
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て声をあげていこう︒

破壊 を進め ている ︒きち ん
とし たコロ ナ対策 をとら せ
るた めにも 安倍政 権に対 し

はな んの自 粛もせ ずに﹁ 戦
争で きる国 づくり ﹂と憲 法
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猛威 を振る ってお り︑東 京
でも 緊急事 態宣言 が発令 さ
れ経 済活動 にも重 大な影 響
を及 ぼした ︒特に 中小・ 零
細企 業への 影響は 深刻な も
ので 東伸社 におい ても４ 月
日に同 じ建物 内のテ ナン
トか ら３名 の感染 者が出 た
ことにより社内は混乱した︒

７ 月 日 ︑第 回の 日
行動 ﹁臨時 国会た だちに 開
け！敵基地攻撃は憲法違反！
安倍 改憲発 議をと めよう ！
安倍 内閣退陣 を！７ ・ 国
会議 員会館 前行動 ﹂が取 り
組まれた︒平日夜ではなく︑
日曜 日の午 後の行 動とな っ
たが ９００ 名の人 たちが 参
加をした︒フィジカル・ディ
スタ ンスや マスク 着用な ど
の感 染症対 策を行 いなが ら
の行動となった︒
国 会議員 からは ︑発言 順
に福 島みず ほ参院 議員︑ 田
村智 子参院 議員︑ 白眞勲 参
院議 員があ いさつ をした ︒
運動 現場か らのア ピール で
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昨年 ７月７ 日︑大 久保製
壜構内テント倉庫において︑
重大な 労災事 故が発 生しま
した︒ 東京東 部労組 大久保
製壜支 部の戸 谷組合 員と職
場の労 働者２ 名が崩 れた製
品の下 敷きに なり︑ 文字通
り﹁殺 されか ける﹂ という
この重大労災事故の責任は︑
組合が 多段積 みの危 険性に
ついて 度重な る警鐘 をなら

７月７日、ストライキに決起し、大久保製壜社前集会を開催
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東伸 社も近 い将来 ︑経営 者

７月７日、東伸社構内に組合員が結集して決起集会
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