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口万

冬季生活闘争を教んなで闘い、
コロナウイルスに罹らないように気を付けて

丑年の新年を切り開こう。

朝夕の寒さが強まってきています。 政 治 経 済 は安倍時代から菅政権に変わ

11/9(月 )に冬季諸要求を経営に出

しました。 11/17(火 )の宝塚分会

の団体交渉を皮切 りに 11/19(本 )

太平 ビルサー ビスと各分会の団交が始ま

ります。

会社側から経営・経理状況を詳 しく聞き

ながら、諸要求を実現するため職場の団

結をエネルギーに、粘 り強 く丁寧に団体

交渉をしていきましょう。

今年 は新年から新型コロナウイル
ス感染症が流行 り、今も拡大を続けてい

ます。東京、北海道 とともに関西圏も冬

になり大阪を中心にまた増えてきていま

す。

マスクと一緒の生活が 1年にな ります。
「三密」をさけた仕事、生活に慣れた り、

疲れた り気の緩みが出た りですが、要所

要所では気を抜かず 「コロナウイルス」

を防ぎ、この冬、年末年始を元気に越え

て行きましょう。コロナウイルスで 「三

密」を避けるため、政府は年末は 12/
に対応できるのは大企業だけのようです。

り臨時国会 (12/5迄 の予定)が 開か

れていますが、携帯を安 くする、デジタ

ル庁をつくる、 2050年 までに温暖化

ガスC02を ゼロにするとか、政策を歌っ

ていますが実行はこれからのようです。

法律を 10本ほど通すのが目的の国会だ

と言っています。

労 働 組 合 の立場か らは、議員立法
ですが 「労働者協同組合法」が予定され

ていて、通ればこれから将来、仕事・労

働の面で少 し環境変化がありそ うです。
「消費生協」や 「労働者供給事業 (労供 )」

で一部の分野で国家 (法律)か ら事業が

許可されていましたが、今回 「労働者協

同組合法」が成立すると、あらゆる分野、

産業でも労働者が事業を出来るようにな

ります。過去の一時期、スペインの協同

組合モン ドラゴンが注目されたことがあ

りました。そのような運動が生まれる条

件 が法律的 に整備 され 、 1867年
(明 治)以来の労働者、労働運動の長年

の要求が法律的には可能になります。



時代や社会の変化 とコロナ ウイル スが

「雇用」を減 らし、混舌Lさ せていること

への対抗策 として、評価 され見直 されて

きたのかもしれません。

注目し研究していく価値はありそ うです。

社会情勢では、11/1(日 )

「大阪都構想」が大阪市民多数によ
確 気 、

つ て

堅持 し米中と友好的に貿易 していくこと

が生命線にならてきています。菅政権に

それが出来るか。

戦前の誤 りを繰 り返させない、日本の労

働者民衆の自覚と活動が価値あるものに

なってきています。

今年も 1か月少 しになりました。冬季

生活闘争を大勢で共に闘い、コロナウイ

ルスに罹 らないように気を付け、新年・

丑の年を元気で切 り開きましょう。

否決され 10年ほどガタゴト言ってはい

ましたが都構想は消え去 りました。大阪

市も新 しい出発をしています。嬉 しいこ

とです。

海の向こうのアメリカでは11/
3大統領選挙で民主党バイデン氏 (77
歳)と 副大統領カマラ・ハリス氏 (56)
が当選 しました。 トランプ氏は敗北を認

めず法廷闘争を続けていますが、菅首相

はじめ各国首脳はみんなバイデンさんに

当選の祝電を送っているので、 トランプ

氏の主張は無理筋のように見えます。来

年 1/20に は家を明け渡さなければな

らないようですから、いずれ退去はしな

いといけないと思います .

アメリカ民主主義方式なのでまだ ドタバ

タあるのでしょうが、時間の問題かと思

います。

日本政治の大きな枠組みとしては、幕
末、 150年 も前から今まで、アメリカ

は中国市場を明んでやってきています。

日本は 150年 間、米中の間にあつて揺

れ動いてきました。戦前は、中国に侵略

しアメリカに批判 され米中団結の力で押

しつぶされました。

今また、米中の貿易戦争、デジタル半

導体戦争、科学戦争の中でアメリカから

中国包囲網に入るよう強制されています。

共和党 トランプから民主党バイデンに政

権が変わろうが日本の独 自性、主体性を



Covid19 どうしてるⅡ？

外出自粛していましたが
息抜き程度の外出してます

（東大阪市 女性）

テレワークで

ビルの出勤率は

2/3 になりました

（大阪市 設備員男性）

最近はエレベーター
に乗ってます
（城東区 男性）

病院敷地内に

発熱患者待機用のテント

が立ちました

（和歌山県 女性）

goto トラベ

ル出かけるとホテ

ル満室でビビった

（大阪市 男性）

接触アプリ cocoa
使ってます

（東大阪市 女性）

毎週家族でドライブ出掛けてま
す。goto トラベル goto イート。

人出増えているので人気の無いとこ

ろに出かけ売上協力します。

（生野区 男性）

新型コロナウィルスの性質、

特徴を見極めようと、タン

パク質やアミノ酸の成り立

ち、細胞、生命の誕生から、

核融合反応や免疫学等に網

を広げ解明には道は遠い。

（浪速区 男性）

春先は班分けで隔日勤務でしたが、今
は通常出勤に戻っています。

リモート、テレワークは仕事上守秘義務あり実施困
難でした。

受注状況は昨年並み、建設業全体も体感上昨年と余
り変わっていないと感じます。

（西区 女性）



Covid19 どうしよう？

今後の予定

１１／１７（火）１４：３０ 宝塚分会・団体交渉
１１／１９（水）１８：３０ 太平ビルサービス分会・団体交渉（大東）
１１／２０（金）１３：３０ 地本執行委員会
１１／２１（土）１３：００ 第３８回朝鮮統一支持全国集会

（東成区民センター）
１１／２７（金）１５：９９ 第４６回太平ビルサービス分会大会

（地本）
１１／３０（月）１８：３０ 太平ビルサービス・第２回団体交渉（予）
１２／ ２（水）１８：００ 弁護士相談会
１２／ ７（月）１８：３０ 支部執行委員会
１２／ ９（水）１３：３０ 地本労災職業病対策委員会・総会

（大阪港湾福利協会）
１２／１０（木）１８：３０ 南大阪平和人権連帯会議・総会

（田中機械）
１２／１９（土）１８：３０ 反弾圧闘争学習会（エル大阪）

緊急事態宣言後、受注
はさっぱり、最近になって少し
出てきて底は過ぎたかな、と感じ

ています。
職場の皆は残業無しで休日も消化しながら

通常出勤体制です。リーマンショックの時は
雇用調整助成金を受けながら賃金引下げ一時金ナ
シなど厳しい状態が続いたけど 、今回はそこまで
は行っていない。先行きは分からないけど。
テレビ大阪主催の「アート＆手作りバザール」と
いう催しに出展してるけど、今度コロナ対策用

のドア把手非接触用具を考案してます。売
れるかな。

（淀川区 金属加工 女性

３４回バザール出展作品

「ヤジロベー」

15 分以上の濃厚接触者

は記録しています

（東淀川区 男性）


