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大阪地裁で画期的判決

生活保護
基準引き下げは違憲
を問題として、厚生労

た生活保護基準引下げ

待っています。大阪で
働大臣の裁量逸脱を認

日の判決を

基準引き下げ違憲訴訟
の勝利判決は、昨年６
め、健康で文化的な最

告が５月

の大阪地裁での判決が
月の名古屋地裁におけ
低限度の生活を営む権

日、生活保護

あり、原告らの国家賠
る不当判決を克服し
利を具体的に保障する

２月

償請求は棄却したもの
た、
初の勝訴判決です。

歴史的な勝訴判決です。

の、各処分を違法であ
るとして取り消すとい

この総がかり集会は、

年を重ねるにつれ重要

性を増してきました。

月までには行わ

また、福岡県労連は、

この

れる総選挙で勝利し政

治を転換させる上で、

福岡での市民と野党の

共闘実現が大きなカギ

となりますが、この総

がかり集会実行委員会

に結集し培ってきた諸

団体との関係が生きて

くると考えます。

２０２１年３月

じさせるものになって

らに発展する予感を感

立憲主義・平和主義に

たが、これに対抗し、

とが明らかになりまし

影響を及ぼしてきたこ

暮らし・仕事に大きな

主義政策が、私たちの

権が推し進める新自由

くコロナ禍で、自公政

昨年からいまだに続

せていきましょう。

との共同の力で実現さ

団結の力と、市民団体

も、私たち労働組合の

げを実現するために

と、賃金の大幅引き上

る労働者の待遇改善

正規労働者を始めとす

状態に追い込まれた非

コロナ禍で、厳しい

ムとして市民生活全般

日、福岡市博多区冷泉

きました。

律上及び事実上連動

主催する福岡県集会は、３月

日（日）

時よ

り福岡市博多区の冷泉公園で行われました。今

年は、衆議院総選挙の年としてまた東日本大震
年として行われました。

ある」と答弁するなど

で「最後は生活保護が

からの参加と発言。全

ーなど多様な市民団体

環境、人権、ジェンダ

当日は、
平和、脱原発、

会」
が開催されました。

対する抗議を込めて、

回答を行わない会社に

げ要請に対して誠実な

オンは、

た。その一方で、働く

留保を積み増ししまし

を続け、１兆円の内部

で５年間ベアゼロ回答

郵政は、現場労働者の

災

生活保護の重要性が再

労連、連合と潮流が異

日に全国一斉ス

要求を真摯に受け止

し、ナショナルミニマ

自民公明の悪政を代えるために、市民と野党

に重大な影響を及ぼし

公園に約１０００人の

の共闘を進めています。総がかり実行委員会が

ます。特に、新型コロ

参加者があつまり、「３

認識されつつある中、

なる労働組合からの参

３月

人の同一労働同一賃金

め、労働条件の改善を

福岡県総がかり集

このような判決が言い

加。
そして政党からは、

トライキを行いまし

が守られてないことの

行い、社会的責任を果

春闘の賃上

日本郵政は、これま

が参加しました。
渡されたことの大きな

立憲民主党・日本共産

た。福岡中央郵便局前

違法性を最高裁判所が

たすべきです。

郵政産業労働者ユニ

意義があります

党・社会民主党、れい

には、スト支援のため

断罪しています。日本

（
 自治労連 懸谷）

わ新選組、ふくおか緑

名

日本郵政は
誠実に回答せよ

基づく理念に結集した
ナ感染拡大の影響が長

生活保護の重要性
が再認識される中
での判決
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う、画期的な判決を言

護法３条、８条２項の規定に違

福岡県労働組合総連合
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厚生労働大臣の裁
量逸脱を認める
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値等との合理的関連性や専門的

労働組合の団結と
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い渡しました。現在

において、統計等の客観的な数

国家賠償請求は認め

保護基準の引き下げを行った点

の都道府県で１０００

著しく大きい下落率を基に生活

なかったが、原告らの

消費者物価指数の下落率よりも

人を超える原告が闘っ

ＰＩという独自の指数を使って

生活保護基準は、他

は、画期的な判決と言えます。

「いのちの砦」
生活保護裁判の裁判日報告集会
反し違法であると判断したこと
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下落を考慮し、生活扶助相当Ｃ

厳しい生活実態を真摯

こった平成２０年を起点に物価の

ており、この福岡県で

について、特異な物価上昇が起

の諸制度や諸施策と法

がみ調整」
のうち、
「デフレ調整」

に受け止め、国が行っ
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原発事故から

年

る申し入れも行なって

発の停止や廃炉を求め

年経過しても政府の考
います。

「すぐに再生エネルギ
ーに変えるべきだ」な

が強まりました。デモ

が集まり原発反対の声

た。久々に多くの団体

デモ行進も開催しまし

ることが厳しいなか、

コロナ禍で、集会をす

多く寄せられました。

「断固反対」と総会決

業協同組合連合会が

うとしました。全国漁

出する方針を決定しよ

水を、希釈して海洋放

チウムなどを含む汚染

政権は、高濃度のトリ

２０２０年の秋、菅

ど反対を訴える発言が

の後には九州電力に対

議したのをはじめ、福

現在の福島から見
た今後のたたかい

えは変わっていない」

は、
「原発事故から

原発反対の
声ひろがる
原発ゼロ！
３・ 福岡集会

年と節

日、警

して玄海原発や川内原

ています︵東京高裁分

体や自治体も風評被害

組合が反対し、商工団

島の漁協、農協、森林
て失敗しました。

の原発輸出計画もすべ

割が廃止され日本企業

講師に迎え

さ弁護士を

述べられました。

を大切にすること」と

「ジェンダ

規の保育士がこどもの

団体交流では、非正

原発訴訟では、運転

ー平等の社

への懸念を表明しまし

いのちを預かる現状、

差し止めや設置許可取

会の実現を

た。方針決定は先送り

厳しい消費税の支払

り消しの判決が出さ

めざして」

されましたが、福島の

れ、
賠償請求訴訟では、

い、アンケートから見

復興を妨げることを意

国と東京電力の責任が

また、会場からは母

と題した講

に介しない菅政権の冷

明確に認められまし

条に明記さ

えたコロナ過で雇用不

酷さがあらわになりま

た。今の原発や石炭火

性保護の必要性や女性

演をおこな

した。事故被害の全面

力発電優先から再生エ

「コロナ禍をのりこ

れているように「すべ

蔑視の発言、夫婦別姓

安やＤＶ、虐待、自死

的な賠償と暮らし、生

ネルギー優先へと転換

え、憲法を活かし

て国民は、個人として

について意見が述べら

いました。

業、地域の再建に真摯

しなければなりませ

ェンダー平等の社会を

尊重される」ことで、

れました。

の増加について危惧す

に取り組む政治へと転

ん。
原発ゼロとともに、

実現しよう」と国際女

性別にかかわりなく誰

ＮＨＫテレビの取材

ジェンダ

換しなければなりませ

石炭火力の計画的廃止

性デー福岡集会２０２

もが自分らしく生きら

も入り、３月８日夕方

る発言がありました。

ん。

も必要です。温暖化対

１を３月６日︵土︶福

れる社会。ジェンダー

のニュースで大きく取

ないことで何かが変わ

日時

大宣伝行動

●消費税廃止各界連・

今後のスケジュール

（県労連 小川）

り上げられました。

をあげること、ていね

ちができることは、「声

集会では、女性協同

いに伝えること、自分

ました。

法律事務所の山崎あづ

自由があることもまた

事実です。

るわけではありませ

とはいえ、投票をし
選挙に行きません

国政だけでなく、知事

場所
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回福岡中央統一
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５月１日︵土︶

~

冷泉公園

:

アトラクション

日時

メーデー

●第

４月２日︵金︶
問題は、具体的

ん。大事な１票を、自

:
か？

選挙や地方選挙も全て

らの意思で投票するこ

（編集委員 松尾）

とが大事です。

同じです。
するかではありませ

投票に行くことが大

に誰かやどこかを支持

選挙にいこう！

（医療団労組 田中）

ー平等と

事故後、市民が原発

策と持続可能な社会づ

岡市天神ビルにて開

平等の実現にむけ私た

は、憲法

反対の声を上げ、官邸

くりのためには、再生

名の参加があり

︵東京分︶
、大阪高裁

た。あと未採択は、福

ジ

前から始まった抗議行

催、

予算にアスベストアナ

︵京都分︶
、大阪高裁

岡市です。６月議会に
ます。
（編集委員 菅）

入が不可欠です。

エネルギーの本格的導

ライザー︵約７２０万

︵大阪分︶
︶
。私たちの

向けてとりくんでいき

意見書は、３月福岡県

た。国内の原発の約４

民の要求となりまし

発ゼロの日本」は、国

動も全国に広がり「原

女性協同法律事務所山崎あづさ弁護士の講演

１3

東日本大震災による
原発事故から
目となる３月
固公園で原発ゼロを訴
える市民団体によるデ
モ集会が開かれまし
た。集会には、原発反

対を訴える福岡県内

０人が集まりました。

催し、会場には約３０

の市民団体が共同で開

１6

集会の参加者から
年新年度

円︶が予算化されまし

運動の大きな勝利です。

福岡市の

た。これは、公共施設

アスベストの早期解

議会で採択されまし

を考える会で粘り強く

決・基金作りを求める

ん。政治は、投票率の

切ですが、投票しない
高い世代に重きを置い
代、

た政策を取る傾向にあ
ります。特に、

代といった若

００

天神駅前でデモ行進

要請を行い、学校ウォ
ッチングでのアナライ
ザーを使っての現場調
査を行った成果です。
次は、アナライザーを
使ったアスベスト調査

代、

い世代が投票率を上げ
ないと、若い世代への

3０

を福岡市にさせること
が課題です。
年末から今年に入り

政策自体が後回しにな

００
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最高裁で国と建材メー

りかねません。これは
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カーの上告棄却が続い

アスベストアナライザーを使用した現場調査
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アスベストアナライザー

ジェンダー平等の
社会をめざして
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