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ＣＵ東京の当面の活動について
新型コロナ感染防止を最優先に
「緊急事態宣言」と全国への拡大

ＣＵの当面の活動と労働組合の役割

新型コロナウイルスの感染拡大を受け安倍首相は、

CU東京は3月の執行委員会を中止しました。4月

「緊急事態宣言」を4月7日に発令。5月6日までの1

の執行委委員会も中止します。感染の危険を避ける

カ月間の範囲で、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、

ことができません。

兵庫、福岡を対象としました。「生活の維持に必要

また、1500人めざした春の拡大月間の運動も中止

な場合を除き、みだりに外出しないよう要請」しま

します。適切な時期に取り組むことにします。組合

した。「社会機能を維持するために必要な職種を除

員の感染防止に努力することを最優先します。コロ

きオフィスでの仕事は原則自宅で」と訴えました。

ナ感染のなかで、働く人の賃金や仕事を確保する、

16日には、区域を7都府県から全都道府県に拡大。

そのために必要な情報を発信しましょう。渋谷支部

理由は「（あらたな指定の地域は）現在の対象区域

では、福祉資金、緊急小口資金、相談の案内、ネッ

と同程度にまん延が進み、以外の県でも、都市部か

トカフェ利用で住居を喪失の方へなど案内していま

らの人の移動等によりクラスターが各地で発生、特

す。また、直近の拡大では、足立、三多摩、文京の

にゴールデンウイークにおける人の移動を最小化す

各支部から加入の報告が寄せられています。

るため、全都道府県を緊急事態措置の対象としまし

国民1人10万円給付への政策転換は国民の声、世

た。事態は切迫しています。接触機会を最低7割、

論の力です。国に、自治体に、企業に、今、果たす

極力8割削減できれば、2週間後には感染者の増加を

べき役割を求めていきます。

ピークアウトさせ、減少に転じさせることができま
すと呼びかけました。

新型コロナ感染・拡大防止を最優先に
世界では、これまで経験のない事態が続いていま
す。先進国でも深刻な感染による死者、そして国・
都市の機能停止に近い状況も見られます。東京は感
染者が3000人を超えました。また、緊急搬送では受
け入れ施設がなくたらい回しの事態も起きています。
今、呼びかけてられている感染防止対策の徹底が大
切です。三つの「蜜」を避けること、手洗いの徹底、
マスクの着用などは基本になります。
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当面の労働相談について

泣き寝入りせず、解雇と闘う

労働相談責任者・副委員長 川村 好正

最近の労働相談から ＣＵ渋谷

新型コロナウィルスの感染拡大

Ⅰさん(女性事務職員、勤続9年半、アパレル)

防止のために緊急事態宣言が出さ

の解雇の闘い

れた4月7日（4月16日に全国に拡

（残業代なし 基本給約33万円、手取り27万）

大）以降、「休業手当」「勤務シ

1/22

フト減（不利益変更）」「解雇・

ⅠさんよりTEL

社長より整理解雇（若干

支払うニュアンスの話あり）

雇止め」などの労働相談が増えています。

1/30 本部で相談（本人参加）。本人の意向確認。

「休業手当」で悪質なのは「政府の要請で休業

2/6 第2回相談＝資料の検討 時間外記録（残業

するということは、“天変地異”と同じなので休

代）、有給日数、退職金（中退金）など

業手当の支払い義務はない」という理由で、休業

2/21

第1回団体交渉（労働会館借りる 社長1人

手当の支払いを拒むケースです。このケースでは

組合5人） 回答165万円（中退金含め）、組合・・

労基署も及び腰で、労基署が頼りにならない、と

中退金は本人の給料から積立。解雇手当は別。

いう話も聞こえてきます。この場合には、労働組

残業代なしで会社は時間外管理せず大問題、

合に加入してもらい民法536条2項と労基法26条を

本人はパソコン入力、出退勤を自己管理。

駆使して団体交渉で経営者（雇用主）を説得する

再度検討を要求。

必要があります。「勤務シフト減（不利益変更）」

この間、組合は打ち合わせを持ち詰める

「解雇・雇止め」も団体交渉が必要になります。

会社は次の団交を拒否、文書でやり取り主張。

いずれにしても、CU東京に加入して頂くために

一方的 団交拒否はできないこと通告。

は面談して、相談者の状況・相談者の要求を詳し

3/10

第2回団交（会社近くの貸会議室

社長、

く聞き取ることが必須になります。３密（団密）

組合4人)。残業代の支払い、解決金、有給消化

にならないよう留意して面談を行うことが求めら

認める。

れます。なお、雇用調整助成金（限度額１日８３

残業代191,715円、中退金848,806円、解決金1,

３０円）について、労働者が貰えるものと誤解し

650,000円 合計2,690,521円で合意書交わす。

ている相談者も見受けられますので、休業手当を

Ⅰさんの団交の感想

出させる武器として使うように制度説明を行って

皆さんから、代わる代わる追及されたことによ

ください。

り、就業規則を始めとする時間外等、様々な事柄
が会社に、何一つ無いという現状について、

2020年4月から東京都は
自転車保険加入義務化

ま

ずいと感じたのでは・・・
渋谷支部は、本人が労働基準局に相談し、勤務時

東京労働共済会の

間を自己管理、日常から会社に要望をしていたこ

自転車保険

と、泣き寝入りせずに最後まで強

家族全員補償

い意志を持ち闘ったことが解決に

＊ 定期募集中！ 7月1日からの補償
＊ 1年間の保険料5200円

なったと教訓にしています。
渋谷 副委員長

ご希望の方はＣＵ東京に
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SNSとは何ですか

今の時代どうなっているのか
読んでみませんか

副委員長 高畠素昭

ー読書案内ー
いまさらの話、簡単に紹介します。

「新聞記者」(角川新書)

「SNS」とは「ショーシャル・ネットワー

望月衣塑子著

キング・サービス」の言葉の頭文字を

先日、自死した近畿財務局の

とった略、「社会的なつながりを進め

職員の遺書が反響を呼んでいま

るサービス」というもの。具体的には

す。著者は東京新聞の記者。映

日記系の「Facebook・（フエイスブック）」、チャット

画「新聞記者」の原案。第43回

系（ひとつの画面の中で多人数で文章のやり取りを行う）

日本アカデミー賞で、作品賞、

の「LINE」「カカオトーク」、拡散系の「ツイッター」、

主演男優賞、主演女優賞の三冠

写真系の「インスタグラム」、動画系の「Youtube（ユー

を受賞。あとがきに「新聞記者

チューブ）」「ニコニコ動画」などです。
回線はインターネット回線を使い、「パケット通信料」

として、権力が隠そうとしてい
ることが何かを常に探り、それらを明るみに出す」

とか「ギガ」とよばれる料金がかかりますが、普通「パ

事と記します。今を生きる矜持を問います。

ケット定額」（２Gとか５Ｇとか言われる）などのプラン
の契約をしていれば実質無料、使い放題です。

「首都感染」(講談社文庫)

高齢者が割と使っているのは「Facebook」とか「イン

高嶋哲夫著

スタグラム」が多いです。「Facebook」は職業、年齢、

新型コロナ感染で、1万部増刷

性別、学歴、職歴などのプロフィールを充実させ、基本

という。ちょうど10年前の2010

的にペンネームなどの使用を排除しようとしています。

年の出版。新型コロナの世界的

人間関係を広げるのに役立っているようです。論文や多

感染を予見したようなストーリー、

文字の意見、写真、他の媒体のコピーなど知らせたいと

中国から世界に広がり、日本

思うものを掲載できます。「ガセネタ」も多く、最近で
は孫引きをしただけで罪に問われるケースも。

にも。そして東京封鎖が。国会

ツイッターは、200文字程度の意見を掲載するもの、若

や医療現場の動きもリアルに描
く。描かれる首相の現実との違いはさておいて。60

者が多く利用していて、トランプ大統領もこれで発信。

0ページ近いが一気に読めます。

「ＬＩＮＥ」は、双方向のチャットができます。グルー
プを作り、意見を述べ合うこともできます。ただ情報流

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」
(新潮社)

出が起りやすいともいわれ、注意が必要です。
これらのグループに対し「ＳＭＳ」があります。これ

ブレイディみかこ著

イギリスの階級社会をこれほ

は電話回線を使って、３円から30円位で通信する「ＬＩ

どわかりやすく、リアルに深く

ＮＥ」と似た機能を持ったもの。「ショート・メール・

描いた本も珍しい。多くのマス

サービス」の頭文字で、携帯電話キャリアが提供してい

コミでも紹介された所以か。発

て、割と活用している方が多いです。文字数が670文字程

売されて1年近くなるが平積み

度に制限されていて、ちょっとした連絡にはいいのです

の書店も多い。先日、阿佐ヶ谷

が、長いものには向かないようです。他にもどうしたら

駅の南口の書店でも。子どもの

使えるのかとかいろいろありますが、次回に。

生活を通して多様性の社会を考

労働組合でも、様々なツールを活用し役立てています。

える。ヘイトスピーチを繰り返す、日本を考える好

今回のコロナ感染でさらに注目・関心、必要性が高まっ

書です。

ています。先日、三役会議で論議になりました。
「前置き」として高畠さんに寄せていただきました。
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新型コロナウイルス感染被害の
相談に役立つＱ&Ａ

安倍9条改憲ＮＯ！
改憲発議に反対する全国緊急署名

新型コロナウイルス感染症に関する労働問題
Ｑ&Ａ（Ver.1）

日本労働弁護団

安倍首相は、
緊急事態宣言が
だされ、国民に
補償のない自粛
を求めているこ
の時にも、繰り

●コロナの影響で、有期派遣労働契約を期間満了
で終了と言われたが？
●フリーランスで、感染防止という理由でキャン
セルが相次ぎ、収入が激減、どうしたら？
日本労働弁護団が新型コロナウイルス感染症に
関して発生しうる労働問題についてＱ&Ａを用いな

返し憲法9条の改
憲を主張してい

がらまとめています。新型コロナ問題で「困った
な」と思ったら参考にと薦めています。
新型コロナQ&Ａ

ます。今度は危機に便乗した議論を進めようと
策動しています。許されることではありません。
憲法東京共同センターでは写真の郵送できる署
名用紙です。ご協力ください。

感染爆発・医療崩壊ストップ

暮らしといのちを守る

日本共産党

●内定取り消しへの対応は？
●失業などに伴う住居喪失は？
日本共産党が赤旗に掲載したもの、感染爆発・

実現しよう全国一律最低賃金！
時給は1500円必要です

医療崩壊を止めるには、どんな対策が必要か。
「お役立ち情報」を補強しています。

すべての働く
人に人間らしい
生活を保障する

各ホームページからダウンロードできます。

会議・行動の中止・延期・変更
1）メーデー中央集会（代々木公園）5/1 中止

ために、最低賃
金法を改正し、

全労連会館での代表者の集会等に変更
2）憲法集会 5/3 中止

生計費原則にも
とづく「全国一

3）東京社保協総会 3/29中止し、下記に変更。
代表参加て゛5/28 ラパスホール 13:30

律最低賃金制度」を実現しましょう。全国どこ
でも時給1500円は必要です。みんなの声を署名

≪ 組合員から声が寄せられました ≫

に寄せてください。

ＣＵ渋谷組合員 大井 一雄さん

■春の拡大月間は30人を超えました。奮闘に感謝申し

私は2013年6月に加入しました。元区労連事務局長熊
田さんはじめ、皆さんが非正規雇用労働者を守る運動に

上げます。今、人との接触は感染が危惧されており
「月間」は中止をしました。可能な範囲と手段の取り

熱心に取り組んでいるのを目の当たりにして「皆さんが

組みですすめます。安全優先です。■安倍内閣の「無

頑張っているなら！」。加入は友情が動機です。
ところが、この度思わぬ入院見舞金をいただきました。

策」に腹が立ちます。「30万円給付」「アベノマスク」、
そして自宅での映像と、命が問われている事態です。
政府に、自治体に、企業に責任と役割が問われていま

網膜剥離で緊急手術、6日間入院しました。共済加入の
ことも忘れていましたが、手続きをすすめて下さり、3

す。■「こみゅーと」123号は通常と、若干変更した内

万円いただきました。医療費に加え、退院後は怖くて２ヶ
月間タクシーを利用しましたから、本当に感謝です。あ

容で編集しました。組合員みなさんの声をお寄せくだ
さい。新型コロナの感染は予断を許しません。長期の

りがとうございました。また、私は一昨年、東京労働共

たたかいが予想されます。労働組合の役割、活動も問

済の自転車保険にも加入しました。家族全員の補償です

われています。■新型コロナ感染対策で、本部事務所

から、安心です。4月から東京都は義務化になります。
周りの方にすすめています。

も時間短縮にしています。11時から15時、今後、事務
所の開く曜日の検討も状況では検討します
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