２．持続化給付金・家賃支援給付金

制度の継続等見直しを図ること。

３．事業者に対する税や社会保険料

を減免すること。

４．自粛要請・感染防止拡大に協力

（ＨＰはこちら）

FAX 092－433－3535

最賃運動の報告

月福岡県議会で「賃金と

る県議の一人です。

く応えていただいてい

私たちの要請によくよ

コロナ禍こそ
最低賃金の引き上げを

仁戸田県議他の民主
県政県議団の議員は、
最大会派の自民党県議

民主県政県議団仁戸

福岡地区労連は、中小

く」ことになります。

ところにしわ寄せが行

コロナ過では「弱い

た。事業者の立場は、

務理事が対応しまし

談を行い、川畑義行専

友会とは、ウェブで懇

福岡県中小企業家同

日に

福岡地区春闘共闘連

小企業支援は必要であ

低賃金の引き上げ、中

うと市議が対応し、最

日本共産党は、山口ゆ

すると回答しました。

会派会議にかけて対応

ました。
市民クラブは、

対応していくと回答し

応し、党内で協議して

議団は調崇史市議が対

月議会の意見書採択を

られました。今後、６

できるかが重要と述べ

歩でも前進する内容に

引上げの意見書」を一

小企業支援・最低賃金

が対応し、県議会の「中

昇市議と森あやこ市議

ワークの会は、荒木龍

す。緑と市民のネット

助言を依頼していま

団他のみなさんとの調

田元氣県議に意見書採

零細企業の支援と労働

最低賃金の引き上げは

り、意見書採択に向け

目指して全会派と調整

が一致しました。

重要であることで意見

援と労働条件の改善は

とセットで行う内容に

し、中小業者の支援策

はしだ和義市議が対応

した。福岡令和会は、

いとしながらも、真摯

にこたえる立場ではな

県町村長会では、要請

福岡県市長会、福岡

を進めていきます。

一日通して地域総行動

福岡市議会の最低賃

共感され、意見書の文

に懇談に応じていただ

全会一致での意見書採

金の意見書採択要請行

言等の修正については

を行いました。

計費を調査し、若者が

動では、自民党福岡市

択となりました。

絡会議は、２月

択のご苦労話を寄稿し

者に届く政策、格差是

慎重ではあるものの、

て対応する回答を得ま

整を図っていただき、

ていただきました。仁

正を強く求めていきま

コロナ禍で中小企業支

の地元国会議員の山本幸三議員と

国に求める意見書が採択
昨年

戸田元氣県議は福岡市

す。

去る福岡県議会９月

自立して生活して行く

面談し要請を行い、その他の地元

西区選出の県議です。

定 例 会 に お い て、
「最

にはどのくらいの最低

民主県政クラブ

低賃金の引き上げとコ

生計費が必要かなども

元氣県議員より

ロナ禍における中小企

議論していかなければ

仁戸田

業支援の拡充に関する

ならないと考えており

を展開していきます。

え、引き続き要請行動

総行動の結果を踏ま

た。地区春闘は、地域

ただくことになりまし

き、役員会にあげてい

明に理解していただ

など資料に基づいた説

０６１億円に上ること

場合の経済効果が２，

０円に引き上げられた

全労連提唱の１，５０

の必要性、最低賃金が

合の中止、公契約条例

公立・公的病院の統廃

きました。コロナ禍の

意見書」を全会一致で

ます。

コロナ対策」を国に求める意見書

議会で答弁をする仁戸田元氣県議

国会議員にも要請を行った成果で
す。

と。

が採択されました。これは、民主

ること。

092－433－3338
TEL

１９

採択し、議長名で県議

結びに、コロナ禍で

用を支える地域の中小

会の意思として総理大

これまでも働くなか

企業へのダメージが深

は、最低賃金が低い地

まの皆さんから最低賃

刻です。皆様から忌憚

臣、国会、関係行政庁

金の引き上げについて

のないご意見、ご要望

域で働く者、県内の雇

は要望を頂いて参りま

を頂き、真に必要な支

に提出しました。

したので、私自身安堵

援策を県に対して提案
す。

していきたいと思いま

しています。
今後の課題として
は、県が独自に最低生

はしだ和義市議会議員に最賃意見書採択を要請

寄稿

人）のみなさんの

休業要請を行った際の補償をするこ

県政県議団（

した事業者に対する経済的支援及び

２１

げの継続及び地域間格差の是正を図

発行：福岡地区労働組合総連合

福岡市博多区博多駅南１－９－８

Mail：fukuciku@gmail.com

福岡地区労連

１２
１．適切かつ着実な最低賃金引き上
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ご奮闘で実現しました。最賃議連
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〒812－0016
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〈衆議院選挙にむけて①〉

争点は命を守る政治

仕事と暮らし、命を守
る政治を選ぶかが争点
です。
新型コロナウイルス
感 染 症 で、
「社会保障

挙が行われます。選挙
か月が過ぎようとして

菅政権が誕生して５

す。

方が決められるからで

家族・友人知人の協力

います。自分の努力や

十分自己努力を行って

かけました。国民は、

国民の自己努力を呼び

が直撃をしたわけです。

減らされる中、コロナ

れる、医者や看護師が

がる、保健所が減らさ

ました。診療報酬が下

ている」現状がわかり

がどんどん切り崩され

は要求実現の一番の近
います。菅首相は、就
だけでは、コロナ禍の
今度の衆議院総選挙

今年は、遅くとも

道です。それは、国会
任あいさつで「自助」
難局を乗り越えること

コロナ禍で生活が
一気に困窮１日１食

月までには衆議院総選

で「法律」が作られ、
「共助」「公助」
を唱え、

１０

税金の集め方と使われ

春闘をたたかい抜きま

に人とつながり、

そ、活動を停めず

（企業の業績にかか

要求書を提出しよう

わらず要求書を提

す。

いのちを守ろう

去る２０１９年全労連

は、
大所帯がいちばん。

はもちろん。労働組合

し入れし、３月５日の

省に旬陶器の要求を申

２月中旬に厚生労働

を転換させよう

力で社会福祉政策

をひろげ、世論の

求しよう

間額１５００円を要

た要求額に決定す

生活実態に合わせ

アンケートよりも

出する。要求額は

総がかりにもエントリ

中央行動にて国からの

（若年・社員非正規

○ 職場
 ・地域で共同

ーしましたが結果は０

回答を引き出します。

の底上げを図り、

【建交 労 関 西 合 同
支部福岡協議会】

増、しかしこの時設置

そして、福祉保育労働

残業しなくても生

賃上げ労働条件改善

した立て看板を観た人

者の処遇改善・大幅な

ライキを含む）行動を

○組織の拡大

指す）

等待遇の現実を目

の適用を踏まえ均

既定の中小企業へ

（同一労働同一賃金

改善要求

○非正規労働者の処遇

○企業内最低賃金、時

る。）

たち（主にトラックド

活できる資金を目

郵政ユニオンは、非

月末にも２名からの相

展開する予定です。

では、社会保障の充実

人員確保など私たちの

労働者を守る社会を

正規社員の処遇改善と

談に對應予定と今にな

ができないので

ライバー）から労働相

指す）

衆議院選挙の

つくり、福祉国家をつ

正社員化を長年取り組

ってあの時設置した立

を求める絶好のチャン

要求に真面目に答える

争点は、大企業

くるために、投票に行

春闘

いる状況です。３月７

年を上回る成果を勝ち

テレＱの取材で労働状況を話す元貸切バス乗務員さん

（非組合労働者、非

～

：

３５

場所

：

日時

～

３月

日（日）

委員会「福岡県集会」

●福岡県総がかり実行

１２

はないでしょう

談、組織相談の問い合

ものでなければ、３月

や株価の上昇な

って現政権から野党政

んできました。

【全印総連】
裁判最高裁勝利判決

日にはトラックによる

取ろう

て看板の成果が現れて
と、現在争っている全

車輌パレードを６年ぶ

条
死などもあり、交通

国集団訴訟を運動の中

春闘で昨

収入はこれまでの半分

産業全体に深刻な状

２０２１

２月２日、テレＱが

にも満たないため、生

正規労働者の要求

コロナ禍の労働状況を

をくみ上げ組織化

〈雇用を守り、大幅賃

上げ、底上げの両方を

につなげる活動を

りに開催予定ここで建

交労の知名度アップ

やり遂げよう〉

する）

心に、諸要求実現の為
にはストライキを武器

と、全國一律最賃１５

基本方針

況が続いています。

に闘う事を決定しまし

００円すぐにも１００

福

：

た。ストライキに関し

●原発ゼロ！３・

岡集会

日（木）

天神一周デモ

○全て
 の組合・分会が

活は一気に困窮し１日

最近、

春闘スローガン

３月

場所

日程

で仲間を増やし、

固公園

：

福岡市中央区警

みんなの力で要求

警固公園集会

○ 「聴きとる対話」

今後のスケジュール

０円を福岡市民に訴え

取材に来ました。取材

バス会社は、外国人観

やっと自

達し、実施する際に支

ては、コロナ感染禍の

１食で過

光客専門でした。中国

動車学校

持される運動のあり方
を討議しています。
格差是正と大幅賃上
げを獲得し、安心して

【福祉保育労】

て２０２１春闘を盛り

を受けたのは自交総連

武漢でコロナウイルス

の送迎乗

中だからこそ世間に訴

ごしてい

が蔓延してから旅行客

務員に就

上げていく所存です。

の元貸切バス乗務員Ｍ

のキャンセルが相次

職。自交

えるべきという結論に

たそうで

ぎ、２月、３月の賃金

総連では、

働くことのできる職

を実現しよう

１５

す。

は支払われないまま会

この間組

場、安心して生活でき

：

１３

彼の勤めていた貸切

社は倒産しました。失

合員の自

～

１１

コロナ禍だからこ

３０

冷泉公園

１４

１１

１１

２１
○

３０

業保険を受けても月の

る社会をめざして、

１２

００

スです。

わせが入り昨年２０２

どを優先にする

権をつくっていきまし

では、郵政労契法

日に全国一斉（スト

政治ではなく、

ょう。

０年中には２名増、２

労働者・国民の

１１

さんです。

２０
２１

１３

か。

〈私たちの春闘〉
【郵政ユニオン】

コロナ禍だから賃上げを
２１
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