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お知り合いや友人、団体、組織内での転送、回覧を、よろしくお願いします

●● 東京新聞 最低賃金 ２８円増 に関するニュース ●●
bing.com/news ７月１５日

最低賃金、過去最高の 28 円増

企業

が勤務時間や雇用減らす懸念も 中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機
関）の小委員会は７月
※ 各地の
関）の小委員会は７月１４日、２０２１年度の地域別最低賃金を
７月１４日、２０２１年度の地域別最低賃金を …※
引き上げ額
目安表
有り。
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● 菅内閣の支持率 37％、不支持は過去最高
％、不支持は過去最高 53％
％… 読売世論

調査 ...

https://www.yomiuri.co.jp/election/...

読売新聞 ７月１３日

· 菅内閣の
内閣の支持率は
支持率は 37％となり、昨年
37％となり、昨年 9 月の内閣
月の内閣発足以降最低だった前回（
内閣発足以降最低だった前回（6
発足以降最低だった前回（6 月 4～6 日調

査）の 37％から横ばいだった。不
37％から横ばいだった。不支持
％から横ばいだった。不支持率
支持率は 53％（前回
53％（前回 50％）に
50％）に ..

●ヤマハ英語教室、講師を社員に
ヤマハ英語教室、講師を社員に ７月から雇用契約

（時事通信）
（時事通信）

ヤマハミュージックジャパン（東京）が展開する「ヤマハ英語教室」の講師らが、
委任契約から雇用契約への切り替えを求めていた問題で、同社が７月から雇用契約を
導入したことが７月
導入したことが７月７日、分かった。講師側が大阪市内で記者会見し
７月７日、分かった。講師側が大阪市内で記者会見して明らかにした
７日、分かった。講師側が大阪市内で記者会見して明らかにした。
て明らかにした。
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20210714.html?mm=1699

● 「黒い雨」訴訟の控訴審判決で全面勝訴…：「黒い雨」訴
「黒い雨」訴訟の控訴審判決で全面勝訴 ：「黒い雨」訴訟
：「黒い雨」訴訟

で ...

https://www.jiji.com/jc/p?id=20210714163753..

· 二審も「黒い雨」

被爆認定 原告全員に手帳交付命令原告全員に手帳交付命令-広島高裁 黒い雨訴訟、7
黒い雨訴訟、7 月 14 日判決 控訴審が結審控訴審が結審広島高裁

.時事
時事ドッドコム
時事ドッドコム ７月１４日

● ● 関係各位

東京革新懇

７月６日
７月６日

東京革新懇は、
京革新懇は、都議選の結果

に関するアピール「立憲野党の前進と市民と野党の共闘発展を
に関するアピール「立憲野党の前進と市民と野党の共闘発展を確信に、総選挙
るアピール「立憲野党の前進と市民と野党の共闘発展を確信に、総選挙

210706 アピール「
⽴憲野党の前進と市⺠と野党の共闘発展を確

勝利をめざし取り組みを一気に強めましょう」を発表
勝利をめざし取り組みを一気に強めましょう」を発表しました。
ょう」を発表しました。

● 祝 ＣＵ東京 第１３回定期大会 ７月１７日 けんせつプラザ東京 ●
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●世田谷区の非正規に慰謝料
世田谷区の非正規に慰謝料

● 東京地裁、解雇無効認めず

東京都世田谷区
東京都世田谷区立幼稚園で非正規の臨時職員だった女性（４９）が解雇の無
世田谷区立幼稚園で非正規の臨時職員だった女性（４９）が解雇の無効などを
立幼稚園で非正規の臨時職員だった女性（４９）が解雇の無効などを求め
効などを求め
た訴訟の判決で、東京地裁は６月
た訴訟の判決で、東京地裁は６月２４日、幼稚園側が「長期にわたる職務の継続を期待
６月２４日、幼稚園側が「長期にわたる職務の継続を期待さ
２４日、幼稚園側が「長期にわたる職務の継続を期待さ
せるような言動をしていた」とし
せるような言動をしていた」として、区に慰謝料２０万円の支払いを命じた。解雇無
をしていた」として、区に慰謝料２０万円の支払いを命じた。解雇無効は
て、区に慰謝料２０万円の支払いを命じた。解雇無効は
認めなかった。 判決などによると、女性は２０１１年から約５年４カ月にわたって事務
補助職員として週２、３回勤務。ところが契約文書では奇数月は女性、偶数月は同僚が働
補助職員として週２、３回勤務。ところが契約文書では奇数月は女性、偶数月は同僚が働
いたことにな
いたことになっていた。三木素子裁判長は勤務実態と契約内容が長期間、懸け離れていた
とし「社会的非難を免れない」
とし「社会的非難を免れない」と指摘した。
会的非難を免れない」と指摘した。 原告の代理人弁護士は同日記者会見し、区
が書類上隔月勤務としたのは、臨時職員と
が書類上隔月勤務としたのは、臨時職員として働かせ続けるための「脱法的な方法」だと
隔月勤務としたのは、臨時職員として働かせ続けるための「脱法的な方法」だと
主張。
「判決で『無責任だ』と断罪
「判決で『無責任だ』と断罪されたことは評価したい」と話した。
されたことは評価したい」と話した。
ただ、判決は勤務を続けられるという期待権を侵したことに対する慰謝料しか認めず
ただ、判決は勤務を続けられるという期待権を侵したことに対する慰謝料しか認めず
原告の女性は「偶数月は何だったのかと思う」と無念さをにじませた。※
原告の女性は「偶数月は何だったのかと思う」と無念さをにじませた。※ 同感！！！
同感！！！
区は「主張が大部分認められたものと考えている。判決文の内容を精査し、今後の対

共同通信配信
共同通信配信 ６月２４日
６月２４日

応を検討する」とのコメントを発表した。

●

公務非正規労働従事者への
公務非正規労働従事者への緊急
への緊急アンケート
緊急アンケート第一次
アンケート第一次 https://nrwwu.com/survey
https://nrwwu.com/surveyrwwu.com/survey-2/899/
2/899/

公務非正規女性全国ネットワーク 7 月５日 非正規公務員 年収 200 万円未満 約半数 現場
で働く人などが調査 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210705/k10013120621000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210705/k10013120621000.html
全国の自治体で働く「非正規公務員」の現状について
全国の自治体で働く「非正規公務員」の現状について・・・
の現状について・・・年収が
・・・年収が 200 万円未満と答
万円未満と答えた
のはおよそ半数に上ったことがわかりました。
のはおよそ半数に上ったことがわかりました。 ＮＨＫ７月５日
ＮＨＫ７月５日

● 日本共産党９９周年/
日本共産党９９周年/力合わせ新たな歴史を刻もうしんぶん赤旗
しんぶん赤旗７月
赤旗７月 15 日
● 【 立ち読み
立ち読み 知識 ⑨】 ● 地域に在る
地域に在る労働組合で
在る労働組合で連合体を
労働組合で連合体を作って
連合体を作って活動して
作って活動して
います。
学習会や研究集会などに
研究集会などに、
からの
助成制度があると
制度があると聞きましたが
聞きましたが。
います
。学習会や
研究集会などに
、都から
の助成
制度があると
聞きましたが
。
【回答】はい
はい。
都には労働団体や
労働団体や使用者
使用者団体
団体に対する
に対する、
自主的教育の助成
助成とい
【回答】
はい
。都には
労働団体や
使用者
団体
に対する
、自主的教育の
助成
とい
制度があります。
講座の
講師料や
会場費の負担
負担（
上限あ
します。
う制度があります
。講座
の講師料
や会場費の
負担
（上限
あり）をします
。東京
都産業労働局
産業労働局の
労働局の労働教育や労働
労働教育や労働関係
労働関係情報
関係情報資料
情報資料・
資料・冊子などの
冊子などの活用も
などの活用もできます
活用もできます。
できます。窓
労働相談情報センター
情報センターで
労使紛争の
紛争のあっせんも
あっせんもします
します。
活用を！
口は、都の労働相談
情報センター
です。労使
紛争の
あっせんも
します
。活用を
！
ＣＵ(コミュニティユニオン
コミュニティユニオン)
ユニオン)東京 〒170－
170－0005
東京労働
東京労働会館
労働会館１階
会館１階

東京都豊島区

℡０３－３９４６－９２７７
℡０３－３９４６－９２７７

南大塚２南大塚２-３３３３-１０

FAX０３－５３９５－３２４２
FAX０３－５３９５－３２４２

（組合費 月２０００円
月２０００円、内
０００円、内１０００円は
、内１０００円は労働
１０００円は労働共済費。
労働共済費。協力
共済費。協力組合員１０００円。
協力組合員１０００円。駆け込み
組合員１０００円。駆け込み
寺機能と、ま
寺機能と、まともな労使関係をめざし、当面、首都
ともな労使関係をめざし、当面、首都で個人加
、首都で個人加盟
で個人加盟３千名を目標に拡大中。
中小企業家との共同・連携、市民と野党の共同も追及。詳細はＣＵ東京のＨＰをど
市民と野党の共同も追及。詳細はＣＵ東京のＨＰをどうぞ
詳細はＣＵ東京のＨＰをどうぞ。
うぞ。
お問い合わせ・情報のご提供は、
い合わせ・情報のご提供は、直接ご返信か、maezawamaezawa-dan@cutokyo.jp 前澤 檀まで）
まで）
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