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療事故の不安を抱えな

人手不足の中、常に医

もともと慢性的な

す。コロナ病床を作り、 士のイライラが蓄積さ

状況で日々働いていま

先の見通しも見えない

を追求するどころか、

自分の抱いていた医療

れている状態です。感

フルな状況で、職員同

ずっと続き、ストレス

状況です。自粛生活が

スクにさらされている

を減らしたり、公的公

・菅自公政権が保健所

ナになって今まで安倍

ました。例えば「コロ

多くいることがわかり

不満をもっている方が

の自公政権のやり方に

たアンケートでは、今

の政治について、聞い

る必要があります。今

り方を根本から転換す

そのためには政治の在

ていく必要があります。

呼びかける運動を作っ

ちを守るための投票を

位置づけ、国民のいの

かかった重要な選挙と

総選挙を医療の未来が

とを広く周知し、来る

密接に関係しているこ

に対して医療と政治が

増えていますし、職員

が芽生えている職員も

こうやって政治的意識

目が行きがちですが、

めなければなりません。 の仕事の忙しさだけに

していきます。

展のために最大限努力

最大結集して組織の発

ターである地区労連に

もちろんローカルセン

展開していく予定です。

ないたたかいを大いに

立病院の統廃合を許さ

伝カーによる公的・公

があります。今後、宣

きをつくっていく必要

働組合が組織拡大に動

た時期だからこそ、労

そ し て、 こ う い っ

がら多忙な業務をこな
コロナ専用病床で働く

立病院を減らしたりし

どうしても目の前

し、心身共に疲れ果て
医療従事者は常に感染

染リスクに注意した上

たことなどが間違いだ

ってその崩壊を食い止

ていた中で起こった、

リスクにさらされてい

で、レクリエーション

日 に 福 岡 医 療 団 労 働 組 合 の 定 期 大 会 が 開 催 さ れ ま し た。

新型コロナウイルスと

企画なども計画したり

９月

いう未曽有の感染拡大

ますし、病院で働く職

日には緊急事態宣言の延長も発表され

１２

な企画など

できるよう

フレッシュ

全職員がリ

どの心配をせずに普通

学生や労働者がお金な

関係者だけではなく、

めてほしいです。医療

ない政治をするのはや

ます」
「意味がわから

ったとわかったと思い

きました。労働組合

働者に影響を与えて

けでなく、様々な労

私たち医療従事者だ

ス感染症の拡大は、

岡医療団労働組合田中佑副執行委員長に話を伺いました。

す。福岡地区労連では、コロナ禍での医療現場の実態を追って福

ました。報道では、医療崩壊や介護崩壊寸前などと言われていま

事態宣言が行われ、９月

オリンピックの開催からコロナの感染爆発が起こり４度目の緊急

によって、もはや現場

はなかなか

に生活できる国にして

手をとりともに頑張る

員は基本、常に感染リ

はしますが、大体的に

１８

の医療従事者は、本来

できていな

の団結を強めるため

松尾沙緒理書記長

いのが実態

感染爆発を招いた反省

健康を守るといいつつ

なりました。この間、

労働組合の書記長に

て新しく福岡医療団

だと思います。定期

が力を発揮するべき

が、今こそ労働組合

ところもあります

の行動は制限される
医療崩壊や

がありません。いのち

福岡医療団労働組合

大会を終え、福岡医

回定期大会に
介護崩壊寸

と健康を守るというの

の活動は専門部活動

療団労働組合も決意

第

「オリン
であります。 ほ し い で す 」

前などと報

であれば医療・介護や

を中心に活気を取り

報 道 で、 ピック開催でいのちと

道されます

社会保障を削減するの

体と手をとりともに

が、現場か

も何かできることは

頑張っていく決意で

を新たに様々な産別

者に耳を傾ける行動し

ないかと試行錯誤し

す。ご指導ご鞭撻の

戻してきました。こ
ています。

てください。できない

ています。

ではなく！コロナ対策
すでに医療

のであれば辞任してく

長期にわたってい

らすればす

・介護崩壊

ださい」などシビアな

る新型コロナウイル

の労働組合や民主団

が起こって

意見が多く寄せられま

のコロナ禍において

いる以上、

した。

は補償とセットに！弱

早急な外科

いたします。

ほどよろしくお願い
的処置によ

でに崩壊し

３４

ケイ・アイビル２Ｆ
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衆議院選挙に向けて団結がんばろう

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

〒812－0016

2021

193号
2021年10月 1 日付

コロナの感染爆発で
医療・介護現場はすでに崩壊

《９・５いのちまもる緊急行動一斉蜂起》

た。福岡では、天神ツ

一斉蜂起」を行いまし

収入、年金減った。

《内部留保》

２０２０年度の大企業内部留保がさらに大き

こ れ で は 食 べ て い 大企業また大儲け
けない
タバコからも搾り取る
福岡地区労連は、９

・５緊急行動日に向け

員報酬、内部留保を増

た。消費税を

がトップとなりまし

％に引

やしています。

主要項目について

年度からの伸びを比較

％

すると、経常利益は

％増、内部留保は

き上げたためです。消

費税は庶民も富裕層も

一律にかかる税金であ

るため、貧困と格差が

に追い打ちをかけるよ

拡大します。この状況

一方労働者の賃金は、

うに、今年

％増。

状況は、安倍前首相が「世界で一番企業が活躍

わずか３％増でした。

増、配当金は

を返信封筒付きで約１

しやすい国をつくる」と言っていた通りになっ

税金においては、税

く膨れ上がりました。労働者賃金が抑えられる

０００枚ポスティング

ています。大企業が潤うと労働者にも滴り落ち

て「菅首相への手紙」

団体からリレートーク
通の返信が

はコロナ対策で無為無

ク に 参 加 し、
「菅首相

客が来なくなった。協

ロナで親の居酒屋にお

の 手 紙 の 内 容 は、
「コ

返信された菅首相へ

・保険業を含む）の内

以上の大企業（金融業

よると、資本金

億円

表した法人企業統計に

財務省が９月１日発

５ ％ 増 と な り １，９ ６

少。役員報酬は、０・

円と前年比１・２％減

賃金は、５７９・２万

労働者の一人当たり

最高額を更新しました。

「仕事がなくなった。

年度に４６６・８兆

が中心となってワーク

盟と千鳥橋病院の若手

容を話し合い、民青同

開催に向けた催しの内

福岡市実行委員会

青年劇場「あの夏の絵」

ます。お問い合わせは、

りビルにて開催してい

毎月第一金曜日にちど

ロナ禍で国民生活が大

ショップ開催すること

ＥＬ０９２―６４１―

ワークショップで

４００６へお願いしま

Ｔ
になりました。

は、あの夏の絵に関す

（編 集委員 松尾）
す。

るお話しと簡単な運動

とする予定です。ワー
月

「あの夏の絵」関連動画を鑑賞

ロナ禍で内部留保をた

ころを直撃します。コ

ばこ税の増税や電気ガ

策なうえに、国民の声

力金だけでは生活が厳

部留保（企業の必要経

４・８万円でした。配

べき総選挙で厳しい審

収入が少なくなった。

月からた

が行われました。福岡
配布し、

に耳を傾けずオリンピ

しいのでアルバイトを

費、配当金などを支払

当は、

ス料金、小麦、乳製品

ックを強行して感染爆

始めた。仕事中にケガ

った残りの金額）は、

収では法人税、所得税、

発を引き起こした。新

をして職場復帰ができ

変になる中、労働者賃

るという
「トリクルダウン」などはありません。

型コロナウイルスの感

なくなった。もう一度

円となり、前年から７

金を減らし、配当や役

ありました。

染拡大は人災で、菅首

特別給付金を支給して

・１兆円増額し、過去

の値上げが庶民のふと

相の責任は重大だ。こ

歳・男性）
」

事務局長がリレートー

地区労連からは、内田

への手紙を配布し、各

を行い、街頭で菅首相

コロナ禍の市民の叫び切実
特別給付金をもう一度
全労連は、９月５日

に全国各地で「９・５
インビル前で宣伝行動

１２

３０

４０

住民税を抜いて消費税

れまで首相を支えてき

ほしい。
（

判を下さざるを得な

年金も減らす。これで

・３％増。コ

た自公政権には、来る

い。
」と訴えました。

生活ができますか。自
分（国会議員）たちは
まともに金をもらって
％くらい減らすべ

いる。自分たちも給料
を

き。人の痛みも知らな
歳・ 自 営

いなら国会議員を辞め
る べ き。
（

クショップは

日、千鳥橋病院２階の

青年劇場「あの夏の
絵」福岡市実行委員会

大会議場にて

業）
」など市民の悲痛
な声が届けられました。

の第３回実行委員会が

開催予定です。お誘い

～

福岡地区労連は、今

９月３日に行われまし

また、実行委員会は、

願いします。

あわせの上ご参加をお

：
後も届けられた「菅首

た。
公演までのニュース
発行やワークショップ

め込み、大儲けをして

いる大企業・大金持ち

に応分の負担をさせる

ためには、来る衆議院

総選挙で自公政権に厳

しい審判を下すしかあ

りません。

（編集委員 菅）

今後のスケジュール

●第 回福岡地区労連

：

：

ＷＥＢ開催

～

月 日（日）８：

ＷＥＢ開催

～

月９日（土） ：

の九州セミナー

●人間らしく働くため

福建労会館

ホスト会場

ＷＥＢ併用

～

月 日（日） ：

定期大会

３２

１１

１０

青年と平和についての
ワークショップ開催へ
相への手紙」は全労連
内田）

を通じて首相へ届けま
す。（編 集委員

１３

１３

《あの夏の絵》

２０

いのちまもる緊急行動

８３

１０
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３０
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１７

１７

１２ １０

１５

しんぶん赤旗９月３日付から
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