月７日に堺市内で
「労働契約等解説セミナ
ー２０１８」を開催しま
した。新聞広告を出した
影響もあって、全体で
名、市民の方が６名参加

堺労連

職場の仲間にも声をかけ
組合を大きくしいきた
い」と決意を語ってくれ
ています。

秋の
組織拡大
月間

し、若い組合員も多数参
加したので、今までの学
習会とは少し違いまし
た。今回の「セミナー」
は厚生労働省の事業で堺
市内の社会保険労務士の
方が 分間、労働契約、
協定、無期転換、働き
方改革の説明をしまし
た。無期転換のところで
は「労働契約書を会社に
要求しても出してくれな
い場合、どうしたらいい
ですか」との質問も出さ
れ、
「タイムカードや給
与明細などの客観的な事
実がありますか」と個別
案件についても丁寧に対
応されました。２名の方
が残り、相談を続けるな

―

参加した市民から質問が

にも参加し、解雇撤回に
向けたたかっています。
当該の労働者は「自由に
意見が言える当たり前の
職場にしていくために、

いい仕事がしたいから、
労働組合に
月 日、国労会館で組織拡大交流会を開
催 し、 秋 の 拡 大 月 間 で の 経 験 を 交 流 し ま し
た。 そ こ で は、 堺 労 連 が 月 ７ 日 に 行 っ た
「労働契約等解説セミナー」に、つながりの
なかった労働者が参加し広がりを作った経験
や、全国一般や自治労連、大教組から「仕事
を通じて、『いい仕事がしたい』 からと、 加
入が広がっている」と報告がされました。

―

一方的な業務変更はおかしい！
解雇撤回へ組合結成
建交労
門真市にある大阪近交
通運輸倉庫で働く仲間が
建交労に加入し、新たな
分会が誕生しました。こ
れは、会社からの一方的
な業務変更の通告に対し
て、納得できないと異議
を 唱 え た と こ ろ、「 業 務
命令に従わない」を理由
に懲戒解雇を通告してき
ました。そこで、同僚の
運転手と一緒に建交労に
加入し、 月 日に結成
通知と団体交渉の申し入
れを行いました。２人は
建交労府本が行う学習会

12

する異様な年となりまし
た。その中でも３０００
万人署名や市民と野党の
共闘が広がり、自民党改
憲案の国会提示を阻止し
たことは重要です。たた
かいをさらに広げていき
ましょう。
働き方改革関連法など
労働法制の大改悪や、入
国管理法改定などが強行
されましたが、日本で働
くすべての労働者の権利
と命を守り、８時間働け
ばまともに暮らせる職場
と社会の実現は切実な要

ろーれんフラッ シ ュ

新年あけましておめで
とうございます。
昨年は、安倍政権と維
新の会などによる政治の
私物化・国会軽視・主権
者無視の強権政治が横行

菅 義人

求です。職場に悪法を持 に、カジノ誘致と都構想
ち込ませず、法律の活か ・住民投票を断念させ、
維
せる点は徹底して活用し 新型政治を打破していく
ましょう。
年にしていきましょう。
今年は、春に一斉地方
いよいよ２０１９年国
選挙・夏に参議院選挙が 民春闘が始まります。安
行われます。大阪維新の 倍政権の下、大企業の内
会の党利党略による大阪 部留保は４２５兆円を超
府知事・大阪市長のＷ選 え、大阪でも前年より３
挙の前倒しや、都構想・ 兆７、０５９億円も増加
住民投票の実施も画策さ し 兆 億円となってい
れています。改憲・辺野 ます。その一方、実質賃
古新基地建設・モリカケ 金は低下したまま、非正
疑惑隠し・消費税増税・ 規雇用労働者は増加し続
社会保障解体を許さず安 け、格差と貧困が拡大す
倍政権を打倒していく年 る中での春闘です。すべ

大阪労連議長

時間働けばまともに暮らせる
憲法が生きる職場と平和な社会へ

21

自治体の役割が重要

39

カジノはほんま
やめてほしい！

春闘 を職場 から地域

ど分厚い資料を持ち帰
り、各組合で勉強をしよ
うとはりきっています。

ての労働者の賃金底上げ
と雇用の安定、中小企業
支援の具体化を勝ち取
り、憲法がいきる持続可
能な大阪と日本をめざ
し、職場と地域の仲間の
要求を高く掲げて、全力
でたたかいましょう。
月９日、大阪労連は
結成 周年を迎えます。
労働法を正しく機能さ
せ、大阪と日本に民主主
義を取り戻すには、職場
と地域での労働組合の具
体的活動が不可欠です。
これまでのたたかいに確
信を持ち、組織と運動の
拡大強化をすすめ、８時
間働けばまともに暮らせ
る職場と平和な社会へ前
進しましょう。
今年もよろしくお願い
致します。

若者も
怒っているぞ！

か
ら

組合員募集中

12

核兵器のない
世界の実現へ

お得な情報いっぱいのホームページに是非！一度アクセスしてみて下さい！！

研修・学習会などにご利用ください

11

大阪労連は、12 月 20 日に「働き方改革 ・ 労働
契約法学習会」を開催し、「働き方関連法」や改
正労働契約法の活用できるものを職場でいかして
いくことを意志統一しました。参加者からは、具
体的な労働条件変更などについての質問が多数出
されるなど、職場を基礎にしたたたかいの重要性
が明らかになりました。
12 月 25 日、クリスマスのイルミネーションが華
やかな難波で、消費税廃止連絡会が「消費税の増税
は許さない」と宣伝行動を行ないました。弁士の訴
えに、引き返して署名をする人もいました。また、
高校生など若者が署名する姿が目立ちました。

12

8

職場を基礎にたたかいを
春闘で大幅賃上げを～新春宣伝
新築・増改築・リフォーム・住まいの相談は

90

38

仕事始めとなる１月４日に大阪労連は、天王
寺で新春早朝宣伝を行いました。弁士からは、
「2019 春闘で大幅賃上げを勝ちとり、安心し
て働き続けられる職場を実現しよう」
「働く者
の要求を実現するために、いっせい地方選挙や
参議院選挙で政治を変えよう」と職場に向かう
働く仲間へ呼びかけられました。

０１２０‑５０２‑３９１に

お気軽にお電話ください！！

11

36

12

12 月１日、「核兵器なき世界へ 映画とトークの
つどい」がエル・おおさかで開催され、600人が参
加しました。原爆をテーマにした映画の上映と映画
監督や出演した俳優や被爆者の想いが語られ、ヒバ
クシャ国際署名の推進が呼びかけられました。

30

12 月 19 日、京橋駅でカジノ問題を考える大阪ネ
ットワークが署名宣伝行動を行ないました。署名を
した女性から「お上がバクチをすすめるのは初めて
と聞いた」と驚きの声が寄せられ、「ほんまやめて
ほしい」と府民の怒りを感じる行動となりました。

30

12 月１日、大阪労連も加盟する大阪アスベスト
対策センターは、寝屋川市で「アスベストから市民
を守る」シンポを開催し、市民や自治体関係者が参
加。講師の森裕之立命館大学教授は、震災調査をも
とに自治体の役割の重要性が強調されました。
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