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オスプレイ配備撤回を求める
1 0 .2 3 中 央 集 会
１０月23日18：30〜19：30

日比谷野外音楽堂

の確立をめざす
課題と生活保護
を活用する課題

の増勢と組織強化
以上が新年度の練馬労連

なりで進める軍備強化と
経済政策との闘い●組織

闘いを暮らしを守る闘い
と結んで●アメリカ言い

る闘いを全面に押し上げ
て平和と民主主義を守る

稼動反対と原発ゼロをめ
ざす取り組み●憲法を守

●消費税増税を阻止する
闘いと国政選挙●原発再

２０周 年年を目 前に
控え新 たなる闘 いの
決意を！！
１９９５年月に結成さ
れた練馬労連は︑今年で
20
阿部事務局長と司会の千田副議長

１８年︑２０１４年に
周年を迎えます︒問題が
山積する中︑新たな闘い
に向け拡大幹事会を開催
し︑２０１３年度の大会
方針案を提起しました︒
●民主党政府による非正
規雇用の拡大と有期雇用
への新たな攻撃との闘い
●大企業の内部留保と大

告知

練馬労連第二十回定期大会について

示

日時
二 〇一 二年 十月 二〇 日 ︹土 ︺午 後一 半時 開会
場所
練 馬区 立勤 労福 祉会 館一 階ホ ール
代 議員 定数
大会 運営 規則 第５ 条の 通り
練馬 区労 働組 合総 連合
議長 代行
金田 安夫

告

練馬労連第十二十回定期大会役員選挙について

練 馬区労働組 合総連合第 二十回定期 大会役員選 挙の告示を 規約第二十 四条・
第 二十 五条 に基 づき ︑次 の通 り行 いま す︒
役 員定 数は ︑規 約第 二十 三条 の通 りと する ︒
議 長１ 名︑ 副議 長３ 名︑ 事 務局 長１ 名︑ 事務 局次 長２ 名︑ 会計 １ 名︑ 常任
幹 事１ ２名 ︑会 計監 査２ 名と する ︒
但 し︑ 副議 長︑ 事務 局次 長 ︑常 任幹 事の 若干 名の 定数 は︑ 九月 二 十九 日の
拡 大幹 事会 で定 数を 決定 しま した ︒

役員立候補の届出および締め切り

１ ０ 月 １ ０ 日（ 木 ） ま
でに登録して下さい。

の闘いの骨子となります︒
野田内閣は消費税大増

２９名

企業の横暴との闘い●激
しさを増す公務員への攻

１４名

立 候補 者は ︑推 薦す る加 盟 組合 名・ 立候 補者 の経 歴・ 役職 名を 記 載し た名
簿 を大 会前 であ る十 月十 八日 午後 五時 まで に事 務局 へ届 け出 ること ︒
練 馬労 連第 二十 回定 期大 会選 挙管 理委 員長
丸地 一矢

練馬労連大会運営規則第５条で、
大会代議員の定数は、規約第１４
条に次のように定められています。

税の強行︵狂行？︶に対
して問責が決議されたに
も関わらず︑国民に信を
問うことなく増税路線まっ

練馬労連第20回大会
代議員の選出について

撃との闘い●首切りと闘
う大企業労働者との連帯
●公契約条例の制定を目
指す闘い●最低賃金の引

しぐらの人選による改造
内閣を発足させました︒
練馬労連は︑このよう
な政府民主党の暴挙を決
して許さないという新た
なる決意のもと︑日々生
き生きと人間らしく働き︑
人間らしく生きる社会の
実現を目指し皆さんと一
緒に頑張る一年間としま
す︒

代議員総数
１名
２名
３名
４名
５名
６名
７名

組合員登録人員
1名〜８名
９名〜２０名
２１名〜４０名
４１名〜６０名
６１名〜８０名
８１名〜１００名
１０１名〜１３０名
（略）
４２１名〜４９０名
（略）
２４２１名〜２６５０名

き上げと全国一律最賃制
2013年練馬労連方針骨子案について説明する
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今井伸英さんを迎え

第 回
拡大 幹事 会開催
消滅してしまった昨今
を例に挙げ説明しまし

を︑ストライキがほぼ

べ て少人 数だと実 際は
今こそ
教 室の数 が足りな いこ

教組練馬支部からは︑少
人数制が始まったが︑す

ために︑地域から声をあ
げましょう︒

組より報告がありました︒ ます︒財界の横暴を正す

ました︒

を皆でしっかりと守り抜
きましょう﹂と強く訴え

尊厳に深く関わる生存権

して １５ 条が 解
釈改憲されてきたこと︑

２５ 〜２ ８条 そ

不況下での労働組合の使
命﹂として︑労働者︑国

てらしあわせて︑判断す
ること︒第三に﹁深刻な

を見極めること︑国民
が自分の要求と政策とを

練馬支部からは︑公契約
連絡会の復活の必要性︑

を病院が受け入れられな
い実態があること︑土建

文労組からは︑医師︑看
護師の不足により︑患者

と ︑ＣＵ 東京から は︑
〜練 馬社保 協学 習会
組 合員拡 大の問題 ︑健

生きる権利の確立を

た︒第二に﹁激動する
情勢とその発展方向﹂

また︑憲法を作った側が
その憲法を蹂躙してきた

民の生存権を生活保護の
観点から考えなければな

の制定を勝ち取ること
が重要であるとのべ︑

らないこと︑その突破
口として︑公契約条例

事会は活発な討論︑意見
交換が行なわれました︒

有給が取得出来ないこと
などが報告され︑拡大幹

福祉保育労錦華学園分会
からは︑職員不足のため

立を﹂〜国民の最低生活
の ものさし 保護基準

練馬 社保 協主催 によ り
﹁今こそ生きる権利の確

９月２０日︑東京土建
練馬支部３階集会室で︑

月 日 団体 人の
参加で２０１２年練馬労
連拡大幹事会が開催され
という事実をしっかりと
理解し︑労働者の生存権

第四に﹁運動の根拠な
らしめる憲法の学習﹂は

定期大会成功のため︑
代議員・役員の選出を一

の今井伸英さんを招
き︑﹃今︑労働組合

の根本は第２８条︑即ち

必要かつ不可欠であるこ
と︒以上について述べら

幹部に求められてい
ること﹄題し︑学習
会を行いました︒今
井先生は求められている

﹁労働者の魂はストライ
キ権︑団結権︑団体交渉

20

ことの第一として︑﹁国
のかたちを歪めた戦後史﹂

労福祉会館で定期大会が
開催されます︒各労組か

会が行われました︒各労
組︑市民団体︑議員︑一

原告朝日茂さんの養子朝
日健二さんを招き︑学習

をめぐって〜という演題
で︑生存権裁判の伝説の
長より第２０回定期
大会に向け２０１２

ら代議員及び役員の選出
をお願い致します︒

面に記載しましたが︑
月 日︵土︶午後から勤

年度総括案︑２０１
３年度活動方針案︑

般の方々と様々な方面か
ら 人以上の参加があり︑

日健二さんは︑﹁人間の

生活保護問題への関心の
高さが伺われました︒朝

50

ストライキが
なくなった？！

ました︒大会議案の討論
に先立ち︑東京学習会議

今労働組合幹部に求
めら れて いる こと とは ？

2

10

権にある﹂ことの重要性

29

を学ぶこと︑即ち︑憲法

生 存 権 裁 判 を 闘 う
朝 日 健 二 氏

財界は︑労働者の生活
を顧みず︑自らの利益だ

10
61
万円も切り下げられてい

12

２０１３年度新役員
定数︑定期大会進行

ました︒最後に各単

伊藤 潤 一 氏

20

の分担について報告︑ けを追求しています︒労
質疑応答が行なわれ 働者の賃金は 年間で

今井さんの講義に聞き入る参加者

９月30日（日）墨田区すみだリバーサイドホールにて東京地評第11回
定期大会が開催されました。大会スローガンは≪全ての労働者の賃上
げで内需主導の日本経済の確立を、消費税をやめさせて、社会保障の
拡充を、脱原発、自然エネルギーへの転換を≫で、253人の代議員の参
加で2012年度総括案、2013年度方針案が満場一致で採択されました。
尚、新役員では、議長に東京自治労連の伊藤潤一氏が再任され、事務
局長に東京土建から井手口行夫氏が選出されました。また、元東京土
建練馬支部出身の高畠素昭氏は今年度をもち退任しました。

2013年 度 東 京 地 評 議 長

9

れました︒
その後︑阿部事務局

熱弁をふるう
東京学習会議・今井伸英さん
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