く講座を開始しました。
１日ですべての問題を解
いた人、集団でパワーポ
イントをつくって執行委
員会で学習をする組合な
ど形はそれぞれですが、
スマホがあれば、テキス
トを持ち歩かなくても勉
強ができ、新しい役員が
積極的に学習していま
す。労働学校最終講義の
あと、 代前半の組合員
が「 私 は 社 会 を 変 え た
い」と言っていました。
この講座で学んだことを
組合活動に生かそうと、
みんなで気持ちを新たに
しています。

条改憲ＮＯ、市民と野党
の共闘、大阪における反
維 新 の た た か い と、
「共
同」を大きく広げていま
す。個人請負労働者への
労働組合法の適用、労働
契約法での無期転換や、
パート有期法での均等待
遇など、少なくない前進
点 も 勝 ち と り、
「最賃１
０００円以上」の世論と
共同も広げてきました。
今年は、 月にも大阪
維新の会の野望である都
構想・住民投票の実施が
画策されています。共同
の力で、カジノ誘致と都
構想・住民投票を断念さ
せて維新型政治を打破
し、改憲・辺野古新基地
建設 ・「桜」 など数々 の

礎を成しているもので
す。労組法の目的のひと
つにも「使用者と労働者
との関係を規制する労働
協約を締結するための団
体交渉をすることおよび
その手続きを助成するこ
と」 と明記されていま
す。
近年、労働組合の世代
交代がすすみ、組合役員
・組合員が頻繁に入れ替
わる中で、労使合意文書
を読んだことのない組合
役員や組合員も少なから
ず存在し、この「重要な
成果」の内容や趣旨、経
過が十分に理解、伝承さ
れているとはいえず、組
合の弱体化、労使関係の
悪化、労働条件の後退な
どを招いている事態が起
こっています。
化学一般では、運動方
針にこれらの労使合意文
書の整理、再確認、読み
合わせ活動をかかげてい
ます。今後、いっそうこ
の活動を強化していく考
えです。

次世代育成に向けて
学習活動 をすすめよう！
組合役員の世代交代が進む中、今まで勝
ち取ってきた権利をしっかりと継承してい
くために、次世代育成のための学習活動が
喫 緊 の 課 題 と な っ て い ま す。 加 盟 組 織 で
は、様々なとりくみが行われています。

堺労連

人が受講中

―

い役員が労働組合につい
てよく理解できていな
い」 という悩みがあり
「とにかく、何かやれへ
んかったら、現状を変え
られへんやろ！」という
幹部の決意のもと、ワク
ワクしない（笑）わくわ

化学一般関西地本

労使合意文書の再確認活動

―

ます。これらの労使合意
文書は、長年にわたって
先輩や私たち組織労働者
が、団結力を背景に交渉
を積み重ねて勝ち取った
重要な成果であり、組合
運動の歴史そのものであ
り、現在の労使関係の基

菅 義人

改憲勢力を３分の２割れ
に追い込み、自民党改憲
案の国会提示を阻止し、
野党連合政権をめざす運
動が開始されたことは重
要です。
大阪労連は、昨年 月
９日に結成 周年を迎え
ました。労働運動の積極
的伝統を引き継いでたた
かい、この 年は、反貧
困、原発ゼロ・自然エネ
ルギー推進や災害被災者
支援、安倍暴走政治と９

「働くもののいのちと
健康を守る学習交流集会
２０１９」を 月 日に
国労会館で開催、近年で
は最多の 人が参加しま
した。集会は『すべての
労働者に健康権を』とい
うテーマで、午前は金沢
大学名誉教授の伍賀一道
氏が「雇用の劣化・働き
方の貧困と改革の課題」
と題して記念講演を行
い、午後からは、新設し
た「ハラスメントのない
職場づくり」や「職場の
メ ン タ ル ヘ ル ス」
「職場
の安全問題」
「安全衛生
活動」の４つの分科会に
わかれ、基調報告と現場
からの報告を受け交流し
ました。
講演で伍賀氏は「バブ
12

14

人員体制
大幅改善の時！

疑惑隠し・労働法制改悪
や社会保障解体などを許
さず安倍政権を打倒する
年にしていきましょう。
いよいよ２０２０年国
民春闘が始まります。大
企業の内部留保は４４９
兆円を超え、大阪でも前
年より４兆４６２億円も
積み増し、 兆７７１７
億円となっています。一
方、実質賃金低下や非正
規雇用労働者増加など、
格差と貧困が拡大する中
での春闘です。すべての

いの健
学習交流集会
に90人

わくわく講座
大阪労連がとりくみを
すすめている「全労連わ
くわく講座」ですが、堺
労連はわくわく講座モデ
ル労連として、現在 人
が受講中です。 年間、
年 回の労働学校堺教室
の終了に伴い、通わなく
ても学べるものを堺労連
では探していました。単
組では「新しい幹部をつ
く っ て い き た い 」「 新 し
各労働組合にはそれぞ
れの歴史があり、様々な
闘いと交渉によって「労
働協約・協定書・確認書
・ 覚書 ・ 合意書 ・ 議事
録」など、名称の如何を
問わず多くの文書を労使
間で取り交わしてきてい

税増税の強行や「桜を見
る会」疑惑隠しに象徴さ
れるように、大阪では都
構想・住民投票とカジノ
誘致をめぐる強引な手法
など、これまで以上に安
倍政権と維新の会などに
よる政治の私物化・議会
軽視・主権者無視の強権
政治が横行した異様な年
になりました。
その中でも３０００万
人署名や市民と野党の共
闘が広がり、参院選では

大阪労連議長

時間働けば人間らしく暮らせる
職場と社会へ全力で

新年あけましておめで
とうございます。
昨年は、国政では消費

ろーれんフラッ シ ュ

30

10

「労働力使い捨て社会」
変えよう

20

労基署と懇談

ル経済崩壊後 年で正規
の過労死予備軍と非正規
のワーキングプアがつく
りだされてきた現状」を
詳しいデーターを示しな
が ら、
「いのちと健康を
守る課題は長時間労働規
制や雇用の安定、生活で
きる賃金などの問題を労
働条件の総合的な整備と
いう観点から検討する必
要がある。過労死や精神
障害の問題では、深夜労
働や不規則勤務などの働
き方の質的側面と長時間
労働の両方を見なければ
な ら な い 」 と し て、
「労
働力使い捨て社会を変え
ていくためには労働時間
の抜本的短縮が決定的
だ」と強調しました。さ
らに労働組合には「全国
一律１５００円最低賃金
の実現を勝ち取ることが
重要だ」と締めくくりま
した。
参 加 者 か ら は、
「全国
一律最賃によって労働者
がいきいき働き、生きる
社会がめざせると力強く
語っ ていただきよかっ
た」
「色々
なとりくみ
が聞け、と
ても勉強に
なった」「第
２分科会の
新たな取組
など、常に
進化してい
る事に感銘
を受けた」
など多くの
感想が出さ
れました。
30

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、法
律の活かせる点は徹底し
て活用しながら、憲法が
いきる持続可能な大阪と
日本をめざしましょう。
職場と地域の仲間の要求
を高く掲げて、８時間働
けば人間らしく暮らせる
職場と社会の実現に向
け、全力でたたかいまし
ょう。
今年もよろしくお願い
致します。

研修・学習会などにご利用ください

40

90

41

堺市職労は12月13日に立命館大学准教授・
桜井啓太氏を講師に「生活保護ケースワーカ
ーの専門性と人員体制・働きがいを考える」
学習会を開催。学習会終了後には職員の方が
組合へ加入。今後も職場の人員増と組織拡大
に本格的に取り組む決意です。

8
民間部会
第 回定期総会開催

12月11日に第29回定期総会を開催し、新体
制と共に春闘でのとりくみなどを確認し、奮
闘を誓い合いました。改めて民間単産のたた
かいを交流しながら、2020年国民春闘での要
求の前進と大阪労連運動の前進に向けた、た
たかいを組み立てていきます。

11

33

29

11

大阪市内の地域労連では、労基署懇談が取
り組まれました。労基署からは「高プロは全
体で１件」
「36 協定に特別条項をつけるよう
に指導はしていない」
「職員が少なく業務が
大変」など、話が出ました。

60
60
新春宣伝で訴えをする菅議長

2020年1月10日（月１回、10日発行） （２）
おおさか労連
1993年 6 月22日第三種郵便物認可

（３） 365号

