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〈原水爆禁止世界大会

長崎・広島〉

滅」だけを目的とした

りに広島の会場開催に

ころがあって、久しぶ

い思いでした。

大会では、米中の緊

したが、私の故郷の沖

「絶対悪の兵器」であ

世界大会では、黒い

縄は、巨大な米軍基地

張関係も話されていま

雨訴訟の話を聞き、戦

を抱えており、今まで

参加しました。

の威嚇も断じて許して

年たった現在で

る。その使用も、使用

はならない。その危険

後

２０２２年原水禁大
約再検討会議も開催さ

時にＮＰＴ核不拡散条
って重要な位置づけの

めて行われたこともあ

内でも軍拡や核の共有

脅威が高まり、日本国

侵攻によって核兵器の

意をもって歩みを進め

い。
』 と し、 新 た な 決

器の完全廃絶以外にな

して、全面的救済が出

に苦しんでいる人に対

も、原爆の放射能被害

のウクライナ侵略では

分科会では、ロシア

にない不安を感じます。

核は『絶対悪の兵器』

を根絶するには、核兵
会は、３年ぶりに現地
会議となりました。

だけではなく、ウクラ

ロシアによる人権侵害

を感じました。しかも

イナの民間人を盾にし

来ていないことに憤り

韓国人被爆者は何の保

ている人権侵害もあ

ることを宣言しました。

障もされていないと聞

り、戦争は絶対に起こ

論広がりを見せていま

れ、核兵器禁止条約の
ロシアのウクライナ

開催を実施しました。

コロナ禍で大幅
引き上げならず

締約国会議が６月に初

＜最低賃金答申＞

今年の世界大会は、同

き、日本だけにとどま

してはいけないと思い

す。世界では９か国に

らないことに問題の大

は、人間として死ぬこ

大 会 で は、『 核 兵 器

ナの問題から核兵器の

配でしたが、ウクライ

コロナ感染拡大が心

ことに対して腹立たし

ブザーバー参加しない

条約の締約国会議にオ

色を窺い、核兵器禁止

が採択されました。福

宜保幸弘さん（自交総連）

伝えていきます。

ました。今後次世代に

ず、被爆国日本の岸田

それにもかかわら

きさを感じました。

（編集委員 内田）
１２，７２０発の核弾
頭が存在しており、そ



〈原水禁大会に 
の９割をロシアとアメ
参加して〉
リカが保持していま

す。核保有国間の対立
が深まり、核戦争まで
の時間を示す終末時計

とも、人間らしく生き

脅威に関しても思うと

策は社会保険料の事業

岡地区労連では、全労

首相は、アメリカの顔

ることも許さない、「絶

５００円を求めてお

者負担の減免や消費税

戦争は絶対に
起こしてはい
けない

院選挙の争点としても

り、そのためには中小

はのこり１００秒です。

ワーキングプア（働く

注目されました。
改正について９００円

え切った経済にウクラ

今年は、コロナで冷

して全国一律最賃１，

暮らせる施策の一つと

全労連は、安心して

います。中小企業支援

実施することも掲げて

企業支援策を並行して

り、政府がやる気にな

などがあげられてお

減税による消費の喚起

治体の議会で最賃引き

プラン」に沿って、自

連の「最賃アクション

日、福岡県最

貧困層）の年間賃金で

８月

低賃金審議会は福岡労

円）の答

円をその

審議会（中賃）が示し

決定は、中央最低賃金

申を行いました。この

います。最低賃金の引

引き上げが求められて

早急かつ大幅な賃金の

大打撃を与えており、

ことで、国民の生活に

異常な円安と重なった

騰が追い打ちをかけ、

イナ情勢による物価高

今年の３月議会で太宰

北九州市議会に続き、

県内では、福岡県議会、

げていく必要があり、

書採択運動で世論を広

低賃金引き上げの意見

国を動かすには、最

持てる対策です。

れば経済回復に期待が

なり、景気を好転させ

上げは賃金の底上げと

なか、最低賃金の引き

貧困と格差が広がる

懇談に取組んでいます。

の採択に向けて、議員

糟屋郡内の９月議会で

り組んでおり、現在、

上げの意見書採択に取

（前年額＋

時給９００円では、

年間実質

府市議会、６月議会で

いて年収１，８７６，

毎週

ぎません。

まま踏襲しただけに過

たＣランク

時間欠かさず働

賃金が上がらない中で

き上げは、
５００円であり、年収

る期待が高まります。

内田）

は小竹町議会で意見書

（編集委員
の物価高騰から、参議

３０
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す。

全国から集められた
「禁示条約参加署名」
の数

働局に対し、最低賃金

広島宣言を全国から集まったペナントで採択
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ない労働協約交渉は集
団的物乞いにすぎな

〈全労連定期大会〉
い」という判例がある

年で１．

増えていると指摘しま

ものの強い雨の頻度が

特に大きな増減はない

が出て５年連続です。

のように大雨特別警報

ています。九州は毎年

あたりの雨の量が増え

わりの環境ができてい

トライキを受容するま

でしょう。日本ではス
があります。しかし、

関係を築いてきた歴史

疑問視されるよ

イキの有効性が

化していく中でストラ

今日では働き方が多様

せん。ですが、その過

簡単なことではありま

理解を得ることです。

仲間と共有し、周りの

要求をつくり、それを

功させるカギは本気の

ついては年間降水量に

続き）高野講師は雨に

（国公九ブロ講義の

うる水蒸気量）が増え

んが筒の容量（含まれ

くる水の量は増えませ

と判りやすく、入って

どし）をイメージする

ます。鹿威し（ししお

る水蒸気量は７％増え

ると空気中に含まれう

す。気温が１℃高くな

るようになっていま

影響があると指摘され

６倍に増え、温暖化の

表現にしています。

の可能性もあるという

裏付けを持って温暖化

は慎重なので統計的な

はできません。気象庁

かなく過去に戻ること

います。地球は一つし

影響を受けると言って

年に一度の堤防整備も

が７％増えると１００

整備局の方も水蒸気量

す。九州は約

ないという理由もあ

うになり、また

程こそが重要です。ス

くらいストは労働組合

り、ある種ストライキ

前述の理由から

トを成功させるため周

契約の改善、
公務員賃金の引き上げなど制度改善を求める「社会的賃金闘争」を引き続き重視し、
併せて、ストライキと統一闘争など高い交渉力で要求を実現できる労働組合になろうと呼びかけ
ました。福岡地区労連は、ストライキの重要性に着目し渡邉次長に話を伺いました。
「ストライキ」と聞
いたらみなさんは何を
思い浮かべますか？例
えば海外では頻繁にス
トライキは行われてい
て、イギリスではごみ

収集業者の労働者がス

トライキをして町中が

ごみだらけになったと

の力の源泉でありなく

をタブー視している雰

ストライキが敬

りの理解を得る努力を

宏

囲気があります。

遠されるように

する過程で役員が鍛え

渡邉

そもそもストライキ

なっています。

でしょうか。ストを成

にはどうすればいいの

イキを成功させるため

さを乗り越えてストラ

す。では今日的な難し

てはならないもので

とは民衆の権力者への

ですが、ストラ

られ、組織が強くなり

日、オンライン併用で定期大会を開き、
「たたかう労働組合のバージョン

「抵抗と不服従」の意

ます。スト権を手にす

福岡県労連事務局次長

あらためて「ストライキ」について考える
～

思表示として始まり、

イキに立ち上が

るだけでなく使うこ

アップ」を掲げ、２年間の運動方針を決めました。方針は、全国一律最賃１５００円の実現や公

全労連は７月

労使関係においては圧

ることをしなけ

と、そのための議論を

までの時間が掛か

るため、雨の降ら

ない日が増え、降

る時には大量に降

今後のスケジュール

● 全労連九州ブロック

オルグ養成講座㏌大分

月 日（土）～

日（日）

ることになりま

す。このように無

内容

由）に違反する恐れが

こそ民主主義を壊すも

ずに閣議決定したこと

り、公正・中立性をな

質させられる恐れがあ

回福岡地区労連

場所

場所

：

日（月・祝）

～

天神チクモク

ジェンダー問

題シンポジウム

内容

ビル

：

９月

●市民の会学習会

オンライン併用

県労連会議室

月中旬

定期大会

●第

する学習会

組織拡大に関

降水日数も温暖化

すると増えます。

集中豪雨は大昔か

ることです。それによ

民）全体の奉仕者」が
の計２６６校の学校長

あることです。日本国

のです。

から撤回しかありませ

ん。

惠藤）

惠藤）

倒的に力が強い使用者

れば交渉力の低

ぜひ各組織ではじめま

福岡地区労連が撤回

は大きく分かれていま

って憲法第

義を守るというもの

「一部の奉仕者」に変
とし、場所は日本武道

宛に文書で通知してい

憲法下での
「国の儀式」

「国葬」の実施に当

断は、７月８日に奈良

（編集委員

に対して労働者がスト

下を招くだけで

を要求する大きな理由

す。岸田首相が民主主
（思想・良心の自由）

の、議会での議論を経
館、費用は国家予算を

ます。個人の哀悼では

の国は国民ですが、８

たって、国会公務員に

（編集委員

２３

いうようなことが起こ

っています。でも日本

でそんなことが起こっ

たら大騒ぎになりま

す。きっと住民からの
非難がストライキをし

らありますが１回
委員会から学校に国旗

条
岸田首相がつとめ、名

も市内すべての私立小

条（信教の自

当て、当日は休日にせ

なく学校として弔意を

月９日付ＮＨＫ世論調

弔旗の掲揚や黙とうな

市で銃撃され死去６日

２２

ると満タンになる

ライキに立ち上がるこ

しょう。
閣議決定することで実

や弔旗の掲揚が促さ

は、日本国憲法第

表明の強要が想定され
施可能と見解を示した

れ、福岡市教育委員会
称は
「故安倍晋三葬儀」

及び第

条の「（国

ことで、葬儀委員長は

％と世論

す。ドイツには

銃撃され死去した安
倍晋三元首相の９月

日の国葬について、福
岡地区労連は撤回と国
会での説明を要求しま

中高校と特別支援学校

ず、国民一人ひとりに

示さなければならない

査では国葬実施につい

す。

喪に服すことも求めな

のかと学校関係者は混

政府が国葬とした判

い」としています。し

ど、より強力に弔意の

いがしろにされること

が内閣府設置法におい

て「評価する」 ％「評

後の 日、内閣法制局

１０

気象庁 HPより

乱しています。

００

価しない」

とで対等に話ができる

地球の温暖化
と大雨と防災
５０

かしすでに各地の教育

１６

た労働者に向けられる

４０

１５

３３

００ １９

１９

２７

１０

１４

２０

２７

安倍元首相
「国葬」撤回を

〈労働組合と地球環境問題を考える⑧〉

「ストライキの

２９
て「国の儀式」として
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