よう︑を基調に活動を展
開していくことが呼びか
けられました︒
討論では︑どの組織に
おいても︑オンライン等
を活用して︑つながりを
絶やさないように努力し
ている様子が報告されま
した︒その他︑コロナ禍
でも青年部の体制を確立
し大会を開催できたこ
と︑春闘のとりくみや環
境問題の学習会︑大阪労
連青年部のとりくみに参
加した感想︑争議など︑
様々なとりくみが報告さ
れました︒
すべての議案が全会一
致で採択され︑新しく就
任した西尾健佑部長が
﹁青年部のみなさんは僕
のサポーターです︒みな
さんの力添えが必要で
す︒ともにつながれるよ
うな活動をしていきまし
ょう！﹂と︑元気よくあ
いさつして︑大会を終え
ました︒
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非正規差別は
許さない!

なりました︒地本では各
支部の経営者の対応を一
覧表で示し︑進んだ支部
での水準に追いつけるよ
うにとりくみを強めよう
と呼びかけています︒
ちょうど今︑ 秋闘の
真っ最中です︒これらコ
ロナ感染時やワクチン接
種にかかわる安全・衛生
面での課題に加え︑今年
の秋闘では労働時間短縮
を重点課題としています︒
コロナの影響で海外から
の部品調達が遅れ︑入荷
後には納期を間に合わす
ために残業や休出など長
時間労働となる職場も一
部 に 生 ま れ て い ま す︒
秋闘では﹁１日７時間・
週 時間の実現をめざし
て挑戦しよう！﹂と呼び
かけ︑時短のとりくみを
強めているところです︒

総括︑方針提案がありま
した︒
大阪労連青年部はコロ
ナ禍で集まれない中で
も︑毎月︑常任委員会を
必ず開催し︑交流・意思
統一をはかっ てきまし
た︒また︑大阪労連がと
りくむ最低賃金生活体験
や必要生計費調査にも積
極的に参加してきまし
た︒
方 針 の 提 案 で は︑ ①
﹁つながり﹂の大切さを
再確認して交流を深め︑
みんなで青年部活動をす
すめよう︑②平和を願う
すべての青年との共同を
拡げ︑憲法を守りいかす
運動をすすめよう︑③府
内で働くすべての青年労
働者を視野に入れて︑あ
らゆる労働運動の先頭に
立ってとりくもう︑④学
習 を 重 視 し︑ 視 野 を 広
げ︑元気な活動を展開し
よう︑⑤学生やその他の
青年団体を含めたすべて
の青年の
願いがか
なう社会
を築くた
めに︑共
同した運
動をとも
にすすめ

また︑コロナ禍のなか
で﹁本人が感染した場合
や感染の疑いのある場合
の対応﹂
﹁家族が感染し
た場合の対応﹂
﹁子供の
保育園・学校などが休校
となっ た場合の対応﹂
﹁ワクチン接種日や副反
応時の対応﹂などのケー
スで︑経営者がどのよう
な対応や対策をとってい
るのか８項目にわたる
﹁新型コロナウイルス感
染時の各経営者の対応に
ついての調査﹂にとりく
みました︒
調査の結果︑休暇時や
ワクチン接種日には有給
の特別休暇扱いとするこ
とを協定化する進んだ支
部のある一方で︑あくま
でも一般の年休で対応せ
よとする遅れた支部も少
なくないことが明らかと

会場に集まることができ
ました︒
大会では︑河合青年部
長のあいさつ︑菅議長の
来賓あいさつの後︑西尾
事務局長より活動報告と

昨年に続きコロナ禍の
なかで迎えた 春闘でし
たが︑今年の春闘でも多
くの経営者がコロナ禍に
よる業績悪化を理由に︑
賃上げを抑え込むことが
予想されました︒それに
対して﹁コロナだから仕
方 な い ﹂ で は な く︑
﹁コ
ロナだからこそ﹂仲間と
の対話を強め︑職場の不
安や不満︑家族の声など
を集めて︑あらためて生
活実態を土台に要求づく
りにとりくみました︒
交渉では︑賃金は生計
費であるという原則で経
営者に迫り︑組合員の賃
金がどれだけ下がったの
か？生活がどの程度悪化
したのか？を具体的に示
して納得いく回答を求め
て早期の解決をめざしま
した︒

大阪労連青年部は 月
４日︑国労大阪会館で第
回定期大会を開催しま
した︒コロナ禍でオンラ
インとの併用となりまし
たが︑何人かの代議員は
11

ろーれんフラッシュ

回定期総会

堺労連・パート非常勤部会

第第

がが

守口市学童指導員大量雇い止め

府労委

なことを書くことは異例
中の異例あり︑それだけ
共立メンテナンスの対応
の悪さを厳しく指摘して
います︒
共立メンテナンスが指
導員を雇い止めした２０
２０年３月は︑各地で新
型コロナウイルス感染症
が大きく広がっており︑
学校や学童保育の現場に
おいては︑緊急の﹁休校
措置﹂などで混乱をきた
していました︒そんな非
常事態時に︑ベテランの
指導員を雇い止めにする
など︑常識では考えられ
ません︒
正当な理由なく︑労働
組合つぶしを平然と行
う︑共立メンテナンスに
対して大きな怒りを覚え
ます︒また︑長年かけて
培ってきた守口学童保育
事業の水準低下を招いて
も︑民間企業に丸投げを
した守口市当局の責任も
問われます︒
自治労連と守口学童労
組は︑この命令を受け︑
共立メンテナンスが今回
の命令を真摯に受け止
め︑命令を履行し︑ただ
ちに原告団が職場復帰す
ることを強く求め運動を
広げています︒また︑地
位の確認を求めて大阪地
裁でも係争中です︒引き
続き︑働く仲間のみなさ
まのご支援を心からお願
いします︒

とと認定

為
不当労働行
雇い止め は

月 日︑大阪府労働
委員会は︑共立メンテナ
ンスによる守口市学童保
育指導員の雇い止め事件
について︑組合側の主張
を全面的に認め︑①雇い
止めそのものが労組法７
条第１号︵組合員を理由
に解雇してはならない︶
︑
第３号︵支配介入︶に該
当するため︑申立組合員
を職場に戻し︑これまで
の賃金相当額を支払うこ
と︑②誠実に団体交渉に
応じること︑③誓約文を
すみやかに手交し︑ポス
トノーティスを４週間行
うように命令を下しまし
た︒
この命令は︑雇い止め
そのものが団結権の侵害
であり︑団交応諾も認め
ているので︑憲法 条違
反と明言できます︒
さらに︑命令書の中で
﹁会社は本件審査手続き
において︑日程調整した
上での期日に欠席を繰り
返し︑一度も出席するこ
ともなく︑また︑組合の
労組法上の適正性につい
ても︑すでに前の事件で
適正と判断されているに
もかかわらず︑従前の同
様の態度を取り続けてい
る︒かかる対応は︑労働
委員会制度の趣旨を全く
理解しようとしないもの
であって︑断じて容認出
来ない﹂と記載︒労働委
員会が命令書にこのよう
14

原告団・弁護団による
府労委勝利命令記者会見

28

2022年大阪春闘
共闘委員会が結成

研修・学習会などにご利用ください
11月５日、2022年大阪春闘共闘委員会結成総会を
10単産・１地区協21人が参加して開催。総会では、
秋季年末闘争の状況、春闘に向けた取り組みを交流
し、春闘共闘委員会の結成と春闘方針構想案などが
確認されました。最後に春闘勝利に向け「団結ガン
バロウ」を行いました。

10

11 月５日、堺筋本町で非正規差別NG・均等待遇の
実現に向けた宣伝を行い、
「パート・アルバイト・契
約社員にボーナスがないのはおかしい！非正規差別
は許さない」
と職場に向かう働く仲間に訴えました。

博行さん
久松
JMITU 大阪地本 書記長

最低賃金引き上げ
アピール宣伝

11月４日、堺労連は「パート非常勤部会第18回定
期総会」を開催。総会では「均等・均衡待遇と非正
規のたたかい」をテーマに大阪労連の嘉満事務局長
が講演し、「未来に展望をもてる社会をみんなでつ
くっていきましょう」と確認しました。

コロナ禍での
JMITUの21春闘と秋闘

大阪労連青年部大会
18

21

11 月４日、南森町にて最賃「992 円」の周知徹底
と大幅な引き上げを求める宣伝。署名活動に25人が
参加し、 ビラを 200 枚配布、 署名は７筆集めまし
た。対話では「時給が900円です」という人も。周
知徹底の宣伝が重要であることを再認識しました。

つながれば 元 気！
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