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「高齢者福祉乗車券」の実現を
「戸畑区民の会」学習会
「憲法をくらしに生かす戸畑区民の会」は 2
月 13 日、 タクシー・JR ・バス等に乗れる『高
齢者福祉乗車券』の実現を をテーマに学習会
を開きました。会場の戸畑けんわ病院「会議室」
には、定席一杯の 40 名の人たちが参加。
荒川徹北九州市議が「北九州市の公共交通
の現状と課題」について講演、移動に制約を受ける人々の交通環境、高齢者の移動
支援についての他都市の取り組み、北九州市の「おでかけ交通」の現状と課題、北
九州市でも「高齢者福祉乗車券」の実現を求める運動などについて語りました。それ
を受けて、
「
『おでかけ交通』の予算はどうなっているのか」「北九州市が交通弱者に
対して、本当に支援するという立場に立つよう迫っていく世論と運動が必要だ」などの
質疑と意見が述べられました。戸畑けんわ病院からは、
「北九州健康友の会」が行っ
た「くらしいきいきアンケート」の結果、
「困っていること」の回答で、買い物・通院な
ど出かける際の交通の便を上げている人が最も多かったと紹介されました。
最後に、
「戸畑区民の会」から署名運動に目標と方針が提起され、学習会参加者
を先頭に署名活動に取り組むことが確認されました。
（青木信恭氏より）
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と新規結成の取り組みについて＞は、博多革新懇、北九州革新懇、大牟田革新懇、
福岡市西区革新懇が具体的な状況と進展について発言。ついで、＜衆議院選挙小選
挙区ごとの「市民連合の結成について＞討議した。
「福岡県民の会」からは、市民と
野党の共闘時代にふさわしい元気ある県民の会活動を目指す方針案（定期総会で決
定）などが説明された。最後に 2019 年度決算と 2020 年度予算案が採択された。
「フ
クシマで何が起こったか、そして今、どうなっているのか」という冊子（一部 300 円）
が紹介された。

日本共産党北九州市議団が北橋市長に
感染防止対策申し入れ

「八幡東区民の会」
「福祉乗車券の実施を求める」
署名・宣伝行動
２月 14 日 ( 金 )10:00 から 40 分間、八幡東中央町
商店街入り口で「福祉乗車券の実施を求める」署名・
宣伝行動をしました。２団体１１名、市議の 12 名で
した。雨の予報もありましたが決行。署名 42 筆。
署名に応えてくれた人は「ぜひ実現してほしい。毎
回中央まちで署名活動をされていて頭が下がります。
がんばってください。新婦人の行動への激励。30 歳
の女性は署名に応えながら「政令市って何ですか？」「花尾町に住んでる。バス停から
家に帰るのに歩かなければならないのでタクシーにも使えると助かります。一人暮らし
なので１日１回は外出したいから」
「いいですね。
」杖をついた女性は「タクシーでも使
えるんですか」と喜んで署名をされました。期待が大きいことが実感できた行動でした。
（八幡東区民の会 河村智重子氏より）

さよなら原発！金曜行動は384回目
2 月 21 日 ( 金 )、 さ
よなら原発！金曜行動
384 回目が取り組まれ
ました。参加は 15 人
と少なかったですが、
参加者全員元気いっぱい「玄海原発再稼動反対！」「電
気は足りている」
「なくせ原発！」
「原発と人間は共存でき
ない」「さよなら原発３・８北九州集会を成功させよう」
と訴えました。さよなら原発 3.8 北九州集会は、13：00
より 勝山公園で開催されますが、デモ行進は自粛する
ことになりました。

県革新懇世話人会議
2 月 22 日、14：00 〜 16：30 県労連事務所で上
記会議が開催されました。30 名余の参加。93 歳に
なられる石村善治先生の元気な開会あいさつがあり、
＜今日の情勢と各団体の活動、及び各地域での「市
民と野党の共闘」の取り組み＞について経過報告が
なされた後、9 名の方が具体的取組とそれぞれの課
題について意見発表された。＜地域革新懇の再建

感染症対策で、イベントが中止・延期
○２月２９日（土）14：00「八幡市民会館の 活用を求める連絡会」と「八幡東市民
の会」 共催 講演と報告会 大谷市民センターは 中止になりました。
○３月１日（日）14：00 市政懇談会 ＡＩ Ｍビル は、中止になりました。
○３月１３日（金）18：15 リーガロイヤル ホテル 「市職労退職者を励ます集
い」は 中止になりました。
○３月１４日（土）13：30〜16：00 「小倉 タイムスを支援する会第２回総会」は延
期 になりました。
○３月１５日（日）福岡県総がかり実行委員 会の県民集会は中止になりました。
○４月・５月・６月の第２．４木曜日に予定 されていた 「楽しく科学的社会主義
を学 ぼう」大手町地域交流センターは秋季講座 を目指し延期されました。
その他、中止・延期が次々と発表されています。

北九州市民の会 月刊ニュース
第91回北九州統一メーデー成功に向けて
準備が始まりました
新型コロナが国内でも大きな広がりを見せ、相撲や野球、各種イベントが軒並みに
中止や無観客試合、県内では全ての小中学校が休校になり、民主運動の分野でも多
くの集会や会議が延期、中止となっています。このような状況の中、メーデー開催日
の５月１日 ( 金 ) まで２ヶ月を切りました。今後どのような状況になっても対応できるよ
うに、北九州春闘共闘連絡会と北九州地区労連は、事務局会議の開催を呼びかけ、
３月６日 ( 金 )18 時 30 分から地区労連事務所で開催しました。会議では、場当たり
的な新型コロナ対策、危機管理体制の強化、桜を見る会、加計学園での韓国籍受
験者差別等など安倍政権をこれ以上続けさせることは日本国の破滅につながる等の
意見が出され、メーデー開催に向けて準備を始めることを確認しました。この確認に
基づき、第１回実行委員会を３月 23 日 ( 月 )18 時 30 分から開くことを確認しました。
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「男女平等の 21 世紀に」
国際女性デーは 20 世紀初頭の女性参政権を求める米国の女性たちの行動から始
まりました。1910 年、社会主義をめざす世界の女性運動の会議で、毎年あらゆる国
で女性デーを実施することが決議されました。以来、
「パンと権利と平和」をスローガ
ンに１世紀を超えて、世界の女性のたたかいの中で受け継がれてきました。
日本では 23 年に初めて開催されました。世界の運動と連帯して女性の切実な願い
と平等、くらし、平和の要求を掲げて全国で多彩な行動が繰り広げられています。
77 年には、国連総会が「女性の権利と世界平和のための国連の日」と決め、世界
的な取り組みとなりました。今年の女性デーを前にグテレス国連事務総長は、
「奴隷
制や植民地主義が汚点であったように、21 世紀においては女性が被る不平等を私た
ちはみな恥じ入るべきだ」「21 世紀は男女平等の世紀に」と訴え、ジェンダー平等実
現への決意を語っています。
昨年の女性デーでは、サッカー女子Ｗ杯で優勝した米国代表チームが男子チーム
の 38％という賃金格差の是正を求めて行動を起こしました。スペインでは性暴力反対・
禁止、男女賃金格差解消を求め約 600 万人が「女性スト」を行いました。母親たち
が紛争の平和的解決へ声を上げたイスラエル、妊娠中絶の合法化を求めるデモに 10
万人以上が参加したアルゼンチンなど世界中の国々で女性が立ち上がり、社会を変え
る巨大なエネルギーを示しました。
日本でも、非正規と正規雇用との格差是正や消費税増税反対、軍事基地反対、
改憲ノーなどで女性の運動が粘り強く展開されています。さらに性暴力、セクハラを
許さないフラワーデモや＃ＭｅＴｏｏ、入試差別の是正、職場での女性だけに対する
パンプス強制を告発した＃ＫｕＴｏｏなど当事者が声を上げ、行動を開始したことは、
世代を超えて女性たちから多くの共感を得ています。３日の参院予算委員会で、日本
共産党の小池晃書記局長が「女性にだけ、パンプス着用を強制するのは性差別では
ないか」と質問したのに対し、安倍晋三首相も
「苦痛を女性に強いることは許されない」
と明言しました。女性たちの声と運動が確実に政治を動かしています。
節目の年に力を合わせ
今年はジェンダー平等への重要な節目の年です。日本が女性差別撤廃条約を批准
して３５年、
「ジェンダー平等」を強調した第４回世界女性会議（北京）から 25 年、
ジェ
ンダー平等を目標の一つに据えた「持続可能な開発目標」採択からも５年です。ジェ
ンダー平等指数 121 位と世界から大きく遅れた日本で、この課題を飛躍的に前進させ
ることが急務です。国際女性デーの歩みを引き継いで世界の女性と連帯し、平和とく
らし、切実な願いの実現、ジェンダー平等へ力を合わせましょう。
（３月８日赤旗主張
より）

「3・12全国統一行動」に呼応して

３・８国際女性デー
ジェンダー平等へ前進の日に

北九州春闘共闘連 絡 会と北
九州地区労連は 3 月 12 日、
「3・
11 回 答 指 定日」 をうけて「3・
12 全国統一行動」に参加しまし
た。参加は、8 団体 12 人と少な
かったのですが参加者全員元気
よく、通行する労働者・市民に
アピールしました。行動は、永
吉事務局長の司会で進められ、
北 九州市職 労 坂 内 書 記次 長、
健和会労組安達委員長、全教北九州大島執行委員、エフコープ生協労組長田副委
員長、北九州地区労連永冨議長がそれぞれの単組の取り組みなどについて訴えまし
た。回答状況は、医労連健和会労組、北九州福祉事業団労組、北九州地域ユニオン、
特殊医療法人茜会、エフコープ生協労組などから有額回答が出されたとの連絡が入っ
ていますが、まだまだ多くの組合は回答が出されてなくこれからの闘いとなっています。
新型コロナ感染症を理由とした様々な攻撃が想像される中、引き続き要求実現をめざ
し頑張っていかなければと決意を新たにしました。
（堀田和夫氏ＦＢより）

『平和とくらしを守る北九州市民の会』
高齢者福祉乗車券署名推進ニュースを発行

きょう８日は国際女性デーです。国連は今年の女性デーを「ジェンダー平等達成、
すべての女性と少女に人権を保障する世界的な運動を起こす好機」「要の年」にと呼
びかけています。いま、女性たちが声を上げ社会を変える運動が、世界でも日本でも
大きなうねりとなっています。世界の女性と手をつなぎ、さらに運動の前進をかちとる
日にしていくことが重要です。

「平和とくらしを守る北九州市民の会」は、高齢者福祉乗車券の署名を成功させ
るため、各区や団体等の取り組みを紹介・交流して運動を進めるために、署名推進
ニュースを出すようになりました。
市民の会参加各団体の取り組み状況や署名の集約状況、並びに市民の反応など
随時ニュースでお知らせします。また、集会や宣伝活動などお知らせします。
≪今後の日程≫
第一次署名集約会議
3 月 31 日 ( 火 )18 時 30 分 戸畑生涯学習センター参加対象 各区民の会代表、
団体代表

