092－433－3338
TEL

福岡地区労連は、

月

日、第

回 定 期 大 会 を 開 催 し ま し た。

３２

用で開催しました。コロナ、経済、エネルギー・環境、ジェンダ

拡大防止を踏まえ、福建労会館をホスト会場とするオンライン併

が、職種によって、人との集まりに規制がされているため、感染

今大会は、新型コロナによる緊急事態宣言は解除されていました

１７

が出ています。税金は、

内部留保をため込んで

人事院勧告を受け、

全議案は、「公正な社

名」に取り組みます。

件の改善を求める署

労働者の賃金・労働条

地 区 労 連 は、「 公 務 員

況が起き、医療の脆弱

て、空ベッドなしの状

パンデミックによっ

人事院勧告で 億円の経済損失

いる大企業から取るべ

福岡県、福岡市、北九

会へ、いまこそ労働組

性があらわになりまし

きです。

州市の人事委員会も期

合いのちとくらしと雇

た。日本の医療制度は

小」を止め、医師・看

「公的公立病院の縮

することは、市民サー

に合わせた賃金を補償

で働く労働者のスキル

く一人親方や公共施設

試算されました。

億円削減されることが

は、取引する課税事業

ないといけません。

携を強めて増勢に転じ

人にあてはめると、

護師・医療従事者・介

ビスの向上・安心安全

インボイス制度の導

者から、値引きや取引

三苫代議員

月分削減

用と地域をまもろう」

自民党が続けていって

護従事者・保健所とそ

につながることから、

入で売上げ１０００万

めにも市民連合との連

か、評価反省が出来る

議長として何を成した

の大会にて、地区労連

期目の今年度は、来年

たように思えます。２

を熟しただけに終わっ

れば、ただ毎日の責務

てこの一年間を振り返

に就く事となり、改め

区労連議長という重責

す。
福岡地区労連には、

そ労働組合の出番で

ん。コロナ禍だからこ

粛する訳にはいきませ

ていますが、運動は自

の運動にも支障を来し

を与えています。組織

多くの国民生活に負担

に伴った影響は、未だ

ロナ感染症の感染拡大

昨年から続く新型コ

米地輝高

よう行動していきたい

多くの期待が寄せられ

ます。

ので、皆様からもご支

ています。感染防止を

しょう。

応える運動を展開しま

もって行動し、期待に

しながら知恵と工夫を

援とご協力をお願いし

昨年に引き続き、地

福岡地区労働組合総連合
議長


コロナ禍だからこそ労働組合

《議長あいさつ》

【
大会の発言要約】福建労福岡西支部 江口代議員

これを踏まえ、福岡

こで働く職員の拡充を

公契約条例推進運動に

中止などで経営に影響

者のくらしを守るため
の最低賃金の引き上げ
が必要です。
最低賃金を１５００
円に引き上げることで
福岡県内は、２，０９
１億円の経済波及効果
があることがわかって
おり、方針では中小企
業支援と合わせて最低
賃金の引き上げを求め

党共闘を進めていくた

する早急な政策転換が

円未満の免税事業者
年度運

提起しています。

名」にとりくむことを

守るための国会請願署

国民のいのちと健康を

・介護・福祉を実現し、

合で「安全安心の医療

動方針では、全加盟組

岡地区労連の

とりくみます。

医療団労組

しました。県内の地方

をスローガンに全会一

も何も変わらない。野

末手当０・

公務員１０３，２２８

致で採択されました。

５２

求められています。福

また、公共事業で働

ていきます。

ーなどの社会問題が山積するなか、２０２１年度運動方針が確立
されました。

年度の福岡地区労

またコロナ禍で、医
療・福祉、小売・販売、
通信、運輸・公共交通
機関など、社会生活を
支える仕事をしている
エッセンシャルワーカ
ーの多くは、最低賃金
ぎりぎりの賃金で働い
ています。コロナ禍だ
からこそ、非正規雇用
労働者や収入減の労働

１５

（ＨＰはこちら）

FAX 092－433－3535

１０

医療現場の脆弱さが表面化

定期大会 組織の拡大と政治転換
いのちと暮らしを守るたたかいを
今こそ最低賃金・公契約条例

ます。

れない状況になってい

し、助かる命が助けら

歪がコロナ禍で表面化

医療・社会保障政策の

た。政府のこれまでの

と報道されていまし

ジ）
」が始まっている

のちの選別（トリアー

崩壊が進んでおり、「い

の現場では、ひっ迫と

した１年でした。医療

ックのなかでスタート

連は、コロナパンデミ

２０

５２

２０２１年度運動方針と政権交代に向けて団結がんばろう
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〈福岡県一斉街頭行動〉

天神ジャックで、
選挙に行こう大規模宣伝
選挙に行こう！

いました。主催は、福

所で街頭宣伝をおこな
んでしたが、

月４日

票日は決まっていませ

もありボロが出る前

りと、野党からの追求

米地 輝孝

郵政ユニオン中郵支部

ておこなわれました。

が、天神をジャックし

りもどす一斉街頭行動

３いのちと暮らしをと

掲げて、まちゆく人た

民連合が準備した旗を

アピールをしたり、市

ジナルの宣伝グッズで

８か所、それぞれオリ

の大宣伝行動でした。

います。また、口利き

が顕著に数字に現れて

も得られていないこと

国民からの期待も支持

していきます。

し、運動の発展に邁進

て様々な諸団体と共闘

んでおり、垣根を越え

今のおかしい政治には

参加人数は延２３０名

ちにチラシを配布した

・金銭授受疑惑で安倍

日投開票と

で大いに盛り上がりま

りと、衆議院選挙に向

は、衆議院選挙の投開

断が警察の起訴どおり

新たな幹事長に据えた

しました。

天神渡辺通の東西の

した。

【新役員一覧】

議長

福岡地区国公

に、短期決戦で選挙を

福建労福岡東支部

には、衆議院の解散・

惠藤 英昭

自交総連福自交労組

岡県総がかり実行委員

副議長

水島 不二夫

福岡医療団労組

していこうという狙い

内田 大亮

福岡医療団労組

総選挙について、岸田

佑

福祉保育労福岡支部

会で共催は市民連合ふ

靖

県連福医協労組

が見え隠れします。

副議長

田中

夏美

福建労福岡西支部

総理大臣は今の臨時国

事務局長

河谷

和也

自交総連太宰府タクシー労組

くおかでした。

事務局次長

坂上

弘子

あかつき印刷労組九州分会

地区労連としては、

事

瀬口

朗

年金者組合福岡市協

日

事

田口

真太

会の会期末の今月

幹

事

中村

利秋

コロナ禍で、大規模

幹

事

松尾

福岡地区国公

に衆議院を解散し、

幹

事

森塚

福建労福岡東支部

な宣伝をすることがで

幹

事

真

劇団風の子九州労組

政

メスを入れ、ローカル

幹

事

健

福法労第一分会

日公示、

センターとして大いに

幹

山崎

恵美

きなかったので、久々

運動をおこしていく必

幹

事

山中

由紀

・

岸田内閣は、思った

要があります。市民と

幹

事

鈴木

（編集委員

治を変えよう！

以上に支持率も低く、

野党の共闘が着実に進

幹

山崎

政権での閣僚辞任に追

も話すことができなか

で公平に判断されてい

なつプレ〉

ために、今回、青年劇

場『あの夏の絵』を

お誘いあわせの上ご参

松尾）

日に公演します。

班で意見をまとめ、最

加ください。

月

つプレ～なかまと平和

後に発表が行われ「政

いました。それぞれの

の事件をセンセーショ

また技能実習生の多

つなごう絆～』が開催

（編集委員

日 に て、『 な

ナルに報道しました。

くは借金をして日本に

権交代が必要」や「核

月

テーマは『核をなくすために』

〈あの夏の絵プレ企画

（あいうえお順にて）

会計監査

けて訴えをしました。

い込まれた甘利明氏を

ったということがあり

ないという司法が抱え

田中）

歩道を南北５５０ｍに

月３日の時点で

わたってスタンディン
グで埋め尽くし、８か

ベトナム人技能実習生リンさんの無罪を
求める署名にご協力ください

ます。

付け、箱に入れ安置し

しかしこの事件にはマ

この事件の背景には

されました。参加人数

兵器禁止条約に署名・

ているゆがみも透けて

トナム人技能実習生の
ていました。このこと

来ているため、日本で

名で、高校生の

参加もありました。

グループトークで活発な意見交換

見えます。

女性（以下リンさん）
が死体遺棄にあたると

スコミが語らない外国

は約

が独りで双子を死産し

いくつもの日本社会が

して起訴され、２０２

（写真提供：コムスタカ－外国人と
共に生きる会）

批准をすること

働き続けないと借金を

ました。リンさんは出

１年７月地裁で有罪と

が一番」といっ

産後のショックの中で

始めは、自己紹介を

た意見が出まし

題が背景にあります。

兼ねた演劇ワークショ

なる事件がありまし

っかけに日本社会が抱

た。

また、今回判決が確

ップが行われ大いに盛

そもそもリンさんは

えている問題について

た。マスコミは当初こ

なぜ妊娠したことを隠

考え、変えていくため

今回のグルー

出産し、死産した女性

にもぜひリンさんの無

り上がりました。そし
し、ひとりで出産する

が刑事罰の対象とされ

罪を求める署名にご協

プトークのテー
ることにもなりかねま

力をお願いします。

必要なことのひ

て、参加者全員で『あ
ことになったのでしょ

せん。この問題は出産

その後、参加者を３

とつは、伝えて

マである「核を
うか。それは、技能実

子育てを女性だけに負

班 に 分 け て、『 核 を な

いくことです。

の夏の絵』に関する動
習生が妊娠した場合、

わせている日本のジェ

くすために』をテーマ

核の悲惨さ残虐

なくすために」
強制帰国させられると

ンダー不平等という社

にグループトークを行

画を視聴しました。
いうことが過去何度も

会のゆがみを表してい

署名はコチラ

（県労連 渡邉）

発生していて、そのた

ます。また裁判所の判

子どもの遺体に名前を

リンさんが書いた双子の赤ちゃん
への仏教の祈りの言葉

２０
め妊娠したことを誰に

定すれば、日本で孤立

人労働者の実態や日本

２３

さを後世に伝えていく

会計監査

１４
１９

抱える構造的問題があ

月にベ

１０

返せないという事情も

２０２０年

３１

が抱えている多くの問

１１

１０

ります。この事件をき

１０

三越前で選挙に行こうと呼びかけ

あります。

１１

１０
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