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第25回幹事会開催
市長選挙のとりくみについて提案

北九州市でも労働者２００人が緊急集会
「働き方改革法案」を廃案に！

５月 17 日（木）18：30 〜 20：30、第 25
回幹事会が開催されました。これまでの幹
事会出席者を大幅に上回る各区からの参
加者で熱心な討議がなされ、市長選を見
すえた意義のある幹事会となりました。最
初に、石田市議から北橋市政の特徴と問題点について報告。三輪事務局
長からこれまでの経過報告と市長選をみすえた活動提案がありました。原
田会計担当は、2017 年度決算報告と 2018 年度予算案の提案をしました。
各区民の会からそれぞれの活動状況と今後のとりくみへの決意が述べら
れました。市長選挙には、これまで以上の幅広い市民を結集して「こんな
市政をつくります」というわかりやすい訴えとそれを実現する市長候補を夏
のお盆ごろまでに決めることをみんなで確認しました。

日本労働弁護団主催の「高プロ
・
裁量労働制拡大はいらない！」中
央大集会に呼応し、北九州でも、
５月 22 日（火）、18 時 30 分から、
JR 小倉駅前において、九州労働
弁護団主催の「労働法制改悪反対
緊急アピール行動」が、連合・全
労協・全労連・中立労組等の労働者 200 人が小倉駅南口デッキ周辺に集
まり、
「働き方改革」の強行を阻止する街宣・集会が開かれました。集会は、
九州労働弁護団代表の梶原弁護士が挨拶した後、連合全国一般からユ
ニオン北九州の本村委員長、北九州地区労連の永冨議長、全港湾松永委
員長、健和会労組安達書記長などがマイクを握り、それぞれの立場から「働
き改革法案」の強行に反対し、廃案に追い込もうと訴えました。ユニオン
北九州の末永書記長などによるコール、団結頑張ろうと唱和し、みんなの
力で必ず「働き方改革法案」を廃案に追い込もうと決意を固めあいました。
（堀田和夫氏ＦＢより）

「公共施設利用料値上げ反対」陳情署名と
口頭陳述
５月 18 日（金）
、市民の会が取り組んだ「公共施設利用料値上げ反対」
陳情署名の口頭陳述が総務財政委員会であった。原田祥昌氏（市民の会
事務局員）は、
「公共施設の使用料引き上
げによる市民負担はやめるべきだ。教育
施設への使用料の新設は、市民への説明
は極めて不十分であり、便乗した料金徴
収と言わざるを得ません。
」と明快な論理
で口頭陳述しました。マスコミへの反響も
大きく、翌日朝日朝刊（下記記事）で大き
く報道されました。

平和ネットが定例19日街宣行動
５月 19 日（土）、14 時から小倉北区リバーウオーク噴水前広場で、
「平
和をあきらめない北九州ネット」の定例宣伝・集会が行われました。労働
組合、婦人団体、市民などがナショナルセンターの違いや組織の違い、
支持政党の違いをのりこえ、共同の広がり
を感じさせた集会・宣伝行動となり、元気
の出る集会となりました。集会の後は、小
倉駅前まで元気いっぱいコールしながらパ
レードをしました。次回は、６月 19 日（火）
18：00 〜 19：00 小倉駅デッキ。

福岡県学習協第5回常任理事会
５月 20 日（日）
、上記常任理事会に久しぶりに参加しました。７名の参
加。私は、福岡県学習協の副会長ですが、県学習協活動は、最近はほと
んど参加していませんでした。昨年、福岡県学習会館を売却し、糸島に
古い民家と土地を購入、闘いの記録保存館として活用する方向を模索中。
日常的管理者が不在という課題を抱えています。天神マンション一室を購
入し、常任理事会は、マンションで開催。福岡市中央区天神４丁目７- ６
ライオンズマンショングレーズ天神 402 号。
今後どのように労働者学習協の活動をして
いくべきかの方針が立たないのですが、秋
に総会を持つことを決め準備していくこと
で合意しました。
（文責：三輪俊和）

福岡県自治体問題研究所
第41回総会記念講演会
５月 26 日（土）、上記総会と記念講演会が開催されました。第 1 部記
念講演は、宮本憲一先生が「戦後地方自治の歴史と課題〜改憲の危機に
抗して」と題して 2 時間半。諄々とした含蓄のある語りを満喫し、感動し
ました。88 歳でとてもお元気でした。講演
要旨は
「くらしと福祉」6 月号に掲載予定です。
第２部総会は、福岡県で開催される第 60 回
全国自治体学校について討議しました。

県労連が第70回評議会
５月 26 日（土）
、13 時 30 分から福岡市第３偕成ビル４階会議室で、福
岡県労連第 70 回評議員会が開かれました。北九州地区労連からは、５人
（評議員４人、傍聴者１人）が参加しました。７人の評議員がそれぞれの
立場からの発言。すべての議案は満場一
致で採択されました。特別決議案「働き方
改革法案を廃案に追い込む特別決議」が
満場の拍手で採択されました。
（堀田和夫氏ＦＢより）

いまこそ、平和がいちばん！
第55回北九州母親大会
6 月 3 日（日）
、北九州母親大会には、健和看護学院 1 年生の 80 名を
含む 700 名が参加、大成功の大会となりました。午前の分科会は、憲法、
原発、医療、教育、働き方など 8 つの分野で熱心に討論・学習しました。
午後の全体会では、香山リカさん（精神科医）の記念講演がメイン。
「精
神科医が考える憲法の大切さ」を語りまし
た。精神科医の切り口で分かりやすく勇気
づけられるお話でした。人通りのない若松
商店街をパレードもしました。いまこそ、平
和がいちばん！真にそう思えた母親大会で
した。
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「安倍働き方改革法案」の廃案を求めて
北九州地区労連が怒りの宣伝行動

6 月 5 日（火）
、中学 1 年道徳教科書の
検討・学習会に 30 名の皆さんが参加。道
徳教科書選定に備えました。牟田口カオル
さん（こどもの教科書を考える会）が 8 出
版社の道徳教科書の問題点を詳細な分析
データで解説されました。
道徳教科書の市民閲覧は、
市内 7 教科書センター
では、6 月 15 日〜 7 月 4 日、土日休み、時間は 9：00 〜 17：00。文学館
では、6 月 30 日まで、月曜休館となっています。

怒り！怒り！怒り！怒りの宣伝行動に
13 団体 30 人が参加。
北九州地区労連は、６月 14 日（木）
18 時 15 分から小倉駅ペデストリアン
デッキで、
「安倍働き方改革法案」の強
行を許さず、廃案を求めて宣伝行動を
行いました。
「働き方改革」一括法案を政権党は強行採決しようとしています。高プ
ロ制度は現代の奴隷制といわれています。残業代も払わず働かせるのです。
労働者にとって重要な法律なら、過労死で家族を亡くした方々が反対する
はずがない！誰のために必要な法律か。明らかにしてほしい。永冨議長、
福岡自治労連公務公共一般の土井委員長、医労連健和会労組の安達書
記長、争議団共闘の中村議長、福建労北九州支部の新屋敷書記長、北
九市職労の永野執行委員、全教北九州の中川書記長などが次々と怒りを
込めて、嘘と公文書改ざん、疑惑まみれの安倍政権を糾弾しました。チ
ラシの受け取りもよく用意したチラシはほとんどなくなりました。
（堀田和夫氏ＦＢより）

ついに300回！
さよなら原発金曜行動

市民の会事務局だより
6 月 8 日（金）、さよなら原発金曜行動が、300 回を迎えました。この日
は、18：00 〜 19：30、小倉駅前で訴えました。参加者は 100 名を超えま
した。うたごえやダンスパフォーマンス等もあり、明るく元気にアピールし
ました。田村国会議員、高瀬・山口県会議員、村上さとこ市会議員による
リレートーク。最後は、
「原発要らない、廃炉、廃炉」のシュプレヒコール
で閉めました。世界はさよなら原発にむかっている。私たちの運動が、脱
原発宣言を近づけている。原発とめよう。400 回は要らない。

市民の会では、各民主団体と北橋市政と市長選挙の闘い方について意
見交換・交流会を企画しています。市民の会からは、代表委員（５名）と
事務局員（６名）が出席します。

●

福岡県社保協が第24回総会
●

北九州市地域人権運動協議会
第3回定期大会開催
6 月 12 日、上記定期大会が開催されました。藤沢加代市議（副会長）、
高瀬菜穂子県議、三輪俊和氏（市民の会事務局長）から挨拶があり、廣
田仁義氏（事務局長）が経過報告と活動提案。宮浦敬順氏（新会長）が
会計報告があり、一括承認されました。予定されている講演会を紹介しま
す。

「愛とロマンの第 7 回北九州人権問題公開講座」
８月 19 日（日）北九州市立大学本館Ｃ 201

第 40 回福岡県人権問題研究集会
11 月 13 日（金：勤労感謝の日）
10：30 〜 16：00 サンレイクかすや
記念講演前川喜平氏

「地域からこれからの教育を考える」

新婦人との意見交流会
６月 29 日（金） 18：30 〜 20：30
市立生涯学習総合センター

●

民商との意見交流会
現在日程調整中です
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6 月９日（土）
、2018 年度福岡県社会保障推進協議会第 24 回定期総会
がありました。第 1 部総会では、新年度活動提案と予算案・役員人事が
採択されました。第 2 部記念講演では
伊藤周平氏（鹿児島大学）が「どうなる？医療
と介護のゆくえ」と題して講演。今後の社会保
障改善運動のすすめ方と課題が明らかになりまし
た。

地区労連との意見交流会
６月 27 日（水） 18：30 〜 20：30
市立生涯学習総合センター

01

8

7J月
uly

今後の予定

市民の会事務局会議
日時：７月18日 ㈬ 10：00
場所：市民の会事務所

「くらしと福祉」編集委員会
日時：7月３日 ㈫ 10：00
場所：医福研

平和ネット定例街宣行動
日時：７月19日 ㈭ 18：00
場所：小倉駅デッキ

市民の会・区民の会交流会
日時：７月４日 ㈬ 10：00
場所：戸畑生涯学習センター

306回さよなら原発金曜行動
日時：７月20日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

3000万署名実行委員会
日時：７月５日 ㈭ 18：30
場所：生涯学習総合センター

全国自治体学校in福岡（全体会）
日時：７月21日 ㈯ 12：30
場所：福岡市民会館

304回さよなら原発金曜行動
日時：７月６日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

全国自治体学校in福岡（分科会）
日時：７月22日 ㈰ 9：30
場所：西南学院大学

第11回市民講座
「医療介護のこれからを考える」

全国自治体学校in福岡（全体会）
日時：７月23日 ㈪ 9：30
場所：福岡市民会館

日時：７月７日 ㈯ 14：00
場所：子どもの館（コムシティ内）
305回さよなら原発金曜行動
日時：７月13日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
福岡県地域革新懇交流会
乾友行氏（全国革新懇事務室長）講演

日時：７月16日 ㈪ 14：00
場所：千鳥橋病院ビル2Ｆ会議室

307回さよなら原発金曜行動
日時：７月20日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
「くらしと福祉」編集委員会
日時：７月30日 ㈪ 10：00
場所：医福研

