
北九州地区労連第29回定期大会を開催
　北九州地区労連第 29 回定期大会は、
安倍自・公政権による暴走政治を止め、立
憲主義を取りもどすたたかいが大きく広が
る中で開かれ、「許すな！安倍暴走政治」
「なくそう！長時間労働、格差と貧困」「め
ざそう！全国一律最低賃金制度の確立」「未
組織労働者の組織化」などのスローガンをかかげ、2017年９月10日（日）
10 時から、毎日西部会館で、役員 21人、代議員55人、傍聴者８人、
来賓 18人など 102人が参加し開催されました。
来賓の方々の挨拶をいただいた後、第１号～第５号議案が提案され午
前中の議事を終了しました。午後から、再開した議事の冒頭に争議団共
闘会議中村議長から北九州でたたかわれている争議の紹介があり、東洋
食品の不当な攻撃とたたかう澤山幹事、豊留代議員からの訴えが行われ
大きな激励の拍手が起こりました。
幹事会が提案した議案について12人の代議員・幹事から発言がありま
した。発言を受けての幹事会答弁のあと、第１号議案 2016 年経過報告、
第２号議案 2016 年決算報告については拍手で採択、第３号議案 2017年
度運動方針（案）、第４号議案 2017年秋季年末闘争方針（案）、第５号議
案 2017年度予算（案）は、挙手による採決を行い、いずれも満場一致
で採択されました。
また、大会スローガン（案）大会宣言（案）特別決議（案）も拍手で採

択確認されました。2017年度の役員選挙は、すべての役職について定数
内の立候補で、信任投票が行われ、投票総数５３票で、開票の結果候補
者全員が圧倒的多数で信任されました。
また、５年間にわたり地区労連活動の先頭に立っていただいた、道下
事務局長が福岡県労連事務局長に就任したことで、北九州地域ユニオン
堀田委員長が事務局長に、佐野副議長（全教）が退任し、大島副議長（全
教）が選出され、新しい体制でスタートを切ることになりました。

北九州地区労連は、今定期大会で決定し
た方針のもと、安倍自・公政権の暴走をストッ
プし、労働者・国民が安全・安心に暮らせ
る社会をめざし、全力をあげて奮闘する決
意を固めあいました。（堀田和夫ＦＢより）

郷土史家が語った八幡市民会館の魅力
　9月12日、「八幡市民会館の活用を求める
連絡会」は、学習会と第 15回連絡会を開きま
した。学習会では、郷土史家の前薗廣幸さんが
「八幡市民会館とその周辺の歴史」をパワーポイ
ントの写真を紹介しながら1時間の感動的なお
話をしていただきました。古代の荘園（小倉荘）から、江戸時代、明治、
大正、昭和の八幡の変遷を語り、戦後復興のまちづくりの中に八幡市民

会館の歴史的価値を浮き彫りにする話
でした。（写真1）
学習会の後開かれた連絡会は、9月
議会への対応と陳情書の検討、アンケー
ト継続の課題、今後の検討課題とスケ
ジュール化、財政状況等について話し
合いました。（写真 2）

第23回平和のための戦争展 in 北九州
今年の戦争展は、9月18日（祝日）門
司のレトロ、195 名の参加でした。27名
のアンケートは、大変好評で戦争展の意
義と継続を望む意見を寄せていただきま
した。10 代女性のご意見を紹介します。
【従軍慰安所を日本がつくったということを、初めて知った。学校では
教えない。日本が他国にしたこともすごく残酷で、胸が苦しくなった。原爆
もそうだけれど、本当に戦争はしてはいけないと思う。このような戦争展
を大きく行ってほしい。皆に知ってもらいたい。】
初日、台風のため、纐纈厚さんの講演会は中止。2日目は、ピースバン
ドが初出演（写真1）。4人の青年による「主張：今を生きる」。4人の戦争

体験者の語り部は、それぞれに聞き入る内
容で、戦争の悲惨さが伝わりました（写真 2）。
なお、纐纈さんの講演会は、11月19日（日）
お昼の時間帯、「平和をあきらめない北九州
ネット」主催で開催されます。

「平和をあきらめない北九州ネット」
９・.19　集会

9月19日は、２年前に「戦争法」が強行
採決された日です。その日から、私たちは
「平和をあきらめない北九州ネット」を中心
に、戦争法廃案、立憲主義をまもれという
北九州での市民運動を広めてきました。突然
に28日冒頭解散があるという情勢を受けて、
100 名を超える怒りの集会となりました。「安倍政権の国政私物化を許す
な！」「安倍 9条改憲ＮＯ！」をアピールしました。

平和とくらしを守る八幡西区民の会
再開総会

9月21日、八幡西区民の会総会が開催されました。市民の会幹事会（5
月23日）方針を受けて、八幡区民の会準備
会を経ての再開総会となりました。代表委員
の田邊弁護士の開会あいさつの後、田中光
明市議から「公共料金削減と使用料引き上
げ」、石田康高市議から「下関北九州道路　

現状と課題」という2 報告があり、川副事務局員から準備会の報告と区
民の会の活動提案がありました。

北九市職労第146回定期大会が
開かれました。

９月23日（土）９時 30 分から八幡東区生涯学習センター１階ホールで
北九市職労第 146 回定期大会が開かれまし
た。改憲と「戦争する国づくり」に暴走する
安倍政権。ローカルアベノミクスによる「地
方創生」成長戦略を推進する北橋市政に対
抗する「2017年度の活動方針」を検討・決定し、団結を固めて前進する
ことを決意しました。 （写真は堀田和夫氏ＦＢより転載）
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餓死事件から10年
記念集会に185名参加

9月30日（土）、生活保護支援九州・沖縄ネッ
トワーク主催の10 周年記念集会には、185
名が参加。総会と記念集会が開催されまし
た。記念集会では、高木健康弁護士から「北
九州餓死事件からの10 年」、高木佳代子氏
（筑紫女学院大学）から「生活保護支援九州・
沖縄ネットワークの歩み」について報告がありました。メイン企画の記念
対談は、雨宮処凛さん（作家／反貧困ネットワーク世話人）と尾藤廣喜さ
ん（弁護士／生活保護問題対策全国会議代表幹事）が登壇、「餓死事件
10 年～あれから日本の生活保護はよくなったか～」と題してトークショウ。
生活保護行政の実態を再認識し、「生存権」の権利性、重要性について
学び合いました。

憲法共同センターが宣伝行動
10月７日（土）、11：00 ～12：00、憲法共

同センターが「安倍 9条改憲ＮＯ！3000万署
名」の宣伝活動を小倉駅前ペデストリアンデッ
キで取り組みました。毎月第１土曜日に行って
いる宣伝行動です。安倍政権による疑惑隠し

解散・総選挙の大変厳しい情勢の中での取り組みでした。田村貴昭１０区
予定候補、仁比参議院議員が訴えの弁士として駆けつけてくれました。田
村前衆議員議員、仁比参議院議員の迫力ある訴えに応え、多くの市民が
署名に協力してくれました。弁士として、前田憲徳弁護士、永野忠幸市職
労役員、野瀬事務局長、江藤新婦人の会小倉南支部の江藤事務局長らが
リレートークでアピールしました。

わかまつ9条の会結成13周年記念
金平茂紀講演会が開催されました
10月 8日（日）、わかまつ 9 条の会結成
13周年記念講演会が若松市民会館大ホール
で開催されました。オープニングは、若松コー
ル・ファンタジーの素敵な合唱でした。次い
で、参加者全員で憲法前文と9 条を朗読し
ました。いよいよ登壇した金平茂紀さんは、ＴＢＳ「報道特集」キャスター
でお馴染みの人。突然の解散・総選挙に合わせ、「立憲政治のメルトダウ
ン」とテーマ変更して、総選挙報道の生 し々い現実や政治家の資質につい
て納得の説明。報道の自由が如何に規制されているか、スライドと動画を

使用して見事に報道してくれました。ジャーナリス
ト、キャスターとして、先輩の筑紫哲也さんの最
後の「多事争論」の動画をみて、その生き方に学
びたいと締めくくられた。

市民と野党の共闘の勝利で、
安倍政権を倒す歴史的チャンス！
第 48 回総選挙が 10日公示、22日投票
でスタート。市民と野党の共闘の勝利で、安
倍政権を倒し、新しい日本をつくりましょう。
今度の総選挙の対決構図は、「自公とその
補完勢力」対「市民と野党の共闘」の二極
対決です。戦争法を容認し、憲法改悪を目指す政党を選ぶか、戦争法を
廃止し憲法が輝く社会を目指す政党を選ぶかであり、戦争か平和かの歴
史的岐路を決める選挙です。北九州市民の会は、市民と野党の共闘によ
る統一候補を全力をあげて支援します。

公開討論会が開催されました
北九州青年会議所主催による「公開討論会」が開催されました。10月
7日は、10 区、8日は 9区で開催。いずれも自民、共産は同じですが、前
回民進だった候補者はそろって希望の党から立候補しました。
9区候補者　三原朝彦（自民）、緒方林太郎（希望）、真島省三（共産）
10 区候補者　山本幸三（自民）、田村貴昭（共産）、城井崇（希望）

がんばれ！真島さん、田村さん
市民の会は、市民と野党の共闘の勝利をめざし、真島さん（9区）と田
村さん（10 区）を全力で応援します。田村さんの第一声は小倉旦過橋（10
日）、真島さんは戸畑で小池さんを迎えて街頭演説（11日）。

市立病院の地方独立行政法人化問題
第1回団体交渉開催

10月6日 (金 )、市立医療センター、八幡病院（救命救急センター）、看
護学院の経営を平成３１年４月を目処に地方独立行政法人（独法）へ移
行する提案が労働組合に病院局からありました。交渉の冒頭、病院局長は、
「今回の独法化は、大変大きな経営形態変更であり、職員の勤務条件の
変更を伴うもので、多種多様な事項については組合と協議しながら決定し
ていきたい、その場合、労使対等、相互信頼のもと誠意を持って交渉を行っ
ていく」と発言しました。労働組合は、今後の運動で安心・安全な市民
医療の確保と働き続けることが可能な職場を目指して運動を進めていきま
す。

第268回　さよなら原発金曜行動
　日時：10月20日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

第59回　福岡県母親大会
　日時：10月22日 ㈰　10：00
　場所：クローバープラザ（春日市）

総選挙投開票
　日時：10月22日 ㈰　

第269回　さよなら原発金曜行動
　日時：10月27日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

福岡県自治体問題研究所：自治体フォーラム
　日時：10月29日 ㈰　10：00
　場所：西南大学
　基調講演：李 鍾元（LEE Jong Won ）氏
 （早稲田大学大学院教授）

福岡県弁護士会 
南野森氏「憲法とは何かを考える」
　日時：10月31日 ㈫　18：00
　場所：北九州市弁護士会館

安倍9条改憲NO! 北九州集会
　日時：11月03日 ㈮　
 14：00～集会 15：00～パレード
　場所：勝山公園

第270回　さよなら原発金曜行動
　日時：11月03日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

城野遺跡の保存を求める市民集会
　日時：11月05日 ㈰　14：00
　場所：ムーブ大ホール

第271回　さよなら原発金曜行動
　日時：11月10日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

第272回　さよなら原発金曜行動
　日時：11月17日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

平和をあきらめない北九州憲法ネット総会
　日時：11月19日 ㈰　
　講演：纐纈厚

第39回　福岡県人権問題研究集会
　日時：11月23日 ㈭
 10：00～16：00
　場所：サンレイクかすや

第273回　さよなら原発金曜行動
　日時：11月24日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

今後の予定
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