の注目を集めていました︒
アベノミクスによる円安
の影響は農業界にも及んで
おり︑ビニールハウス等の
資材価格や燃料価格の高騰
がますます農業者の経営を

るＴＰＰへの参加が現実味

により︑日本農業を破壊す

安倍首相による参加表明

中の日本農業﹂という視点

見てきた経験から﹁世界の

孝さんより︑世界の農業を

全国連合会副会長の真嶋良

波が普及組織にも大きく及

は︑行革による人員削減の

各県からの情勢報告で

の声が上がっていました︒

話され︑参加者からは驚き

べてもダントツに高い﹂と

心な農産物を提供するため

境の中でも国民に安全・安

い状況になっています︒苦

が十分に能力を発揮できな

動するわれわれ普及指導員

減され︑農業の最前線で活

や自治体の予算・人員が削

優秀な日本の農業を見つめなおし︑
農業者とともに運動を広げたい
を帯びています︒２月８〜
で︑ＴＰＰを見据えた日本

んでおり︑組織定数の削減

圧迫しています︒また︑国

回農業・生活改
農業の進むべき方向性につ

①真犯人は既に海外へ︱︱

⑲畑地に栽培する稲のこと

９日に第

いて興味深い報告がありま

汗を流している農業者とと

②被災者が住む︱︱住宅

①多方面のこと︒︱︱経営

ヨコのキー♢

青春でした

なものの大きさは︑それ

ラ整備については﹁お金

い﹂と言うけど︑インフ

取も洗練されていくこと

的生産力の発展に伴い搾

値の生産﹂として︑社会

一時点がかならず現われ

うとする努力がなされる

によって商品を安くしよ

りも低く引き下げること

暴力的に労働力の価値よ

⑭目は○○ほどに物を言い

⑫大阪のミナミと○○

⑪凹の対

⑩常に主張する意見︒持説

⑧雇われて家事をする女性

歴史的には︑資本のこ

の攻撃に労働者のたたか
いが繰り返される︒

⑰大変よい思いつき︒︱︱

が浮かぶ

⑲なかなか○○な味だよ

⑳○○共に認める才能

㉗甲高い声を表現する色

㉖平凡なこと

㉑○○増した︒３の○○数

良普及全国交流集会が東京

もに︑私たち自治体労働者

③出る○○は打たれる

⑯○○を天に任せる

で開催され︑総務農林支部

とともにベテラン普及員の

も地に足をつけて活動し︑

業と普及のあり方を考えよ

⑨雑巾などで︱︱する

⑬︱︱で熱演する新人俳優

㉒甘い︑それは︱︱評価

退職に伴う技術伝承の問題

その運動を地道に広めてい

う〜みんなで普及が出来る

ると日本は劣っているよう

例に基づく相対評価の試行

藤原

︵泉州農と緑の総合事務所︶ ⑮地域の発展に○○する

⑰内密の相談

した︒講演の中で真嶋さん

なども指摘されていまし

㉑馬のからだつき

ことを語り合おう﹂という

を受けての職場の不満︑府

どについて報告し︑参加者

タテのキー♡

から２名が参加しました︒
は﹁日本農業はきわめて優

た︒大阪府からは嶋野総務

⑤○○通り︒○○を習う

㉓愛媛県○○市︒○○柑

に見えるが︑同じ農地面積

職労で実施した﹁職場を見

メリカやＥＵの農業国と比

らが同じ単位に還元され

がない﹂とは言わない︒

を示すと同時に︑賃金の

④︱︱のような細い脚

たのちにはじめて量的に

どちらも予算の使い方の

第 章は﹁相対的剰余価

㉔陰影つけて︱︱感を出す

秀である︒単に農地の規模

く必要があると感じまし

⑥ホッキョクグマの別称

でどれだけの人を養える食

直すアンケート﹂の結果な

基調講演では︑農民運動

﹁人びとは︑いろいろ

⑱ばら色どころか︑︱︱の

集会では﹁これからの農

だけで世界の国々と比較す

農林支部長が︑職員基本条

た︒

テーマで︑全国から普及指

料を生産しているかという

向けた国民の行動が問わ

亮介

㉕やっと○○が回ってきた

導員が集まり︑活発な議論

﹃人口扶養力﹄で見ればア

れている︒

総務農林支部執行委員

⑦病気やケガが完全に治る

と意見交換が行われまし

会で︑憲法を攻撃し︑改

た︒

憲をめざすと明記した︒

比較されうるものとな

﹁ ど の 産 業 循 環︵ 活
況︑不況︶でも︑労賃を

⑮くらべ馬と同じこと
る﹂︵第

小山 国治
ることによって誤魔化し
ているのだ︒

章︶

引き下げが行われる動機

橋下氏の言動がクルク

賃金引き下げの動機
資本主義の法則性
章から

をも示している︒

問題であるにも関わら

減する時には﹁お金がな

日︑大阪市︵橋下市
自民党や維新の会など

クロスワードクイズ

る︑ということを見落と

世紀丸﹂
物語

ル変わることは有名であ

憲法の精神こそ活かせ

ず︑
﹁ものさし﹂ を変え

大阪自治労連副委員長

た︒資本主義を分析する

している﹂
︵第１章︶

うえで欠かせない手法

るが︑それは言動が変わ

章までを紹介してき

本来︑憲法の精神を活

は︑第１章に示されてい

る の み な ら ず︑
﹁ものさ

第

憲法の精神を活かそう！

﹁蟹工船︱

前回までに﹃資本論﹄

本質を見抜く大切さ

同じ﹁ものさし﹂で

大阪府労働委員会は３

長 ︶ が 行 っ た﹁ 思 想 調
の改憲勢力は︑人の命や

月

査﹂を不当労働行為とし

けを優先し︑アメリカ言

暮らしよりも︑財界の儲

いなりの政治をいっそう

て断罪した︒
橋下市長は︑命令直後

格差が広がり︑貧困が

には﹁府労委の判断に異

は﹁ 不 服 申 し 立 て を す

増大した原因も︑沖縄を

推し進めようとしてい

る﹂
と態度を一変させた︒

はじめとした基地被害な

議はない﹂﹁謝罪したい﹂

そもそも調査自体が︑憲

どの元凶も︑財界・アメ

る︒

法や労組法違反であり︑

リカ言いなりの政治にあ

と述べた︒しかし︑夜に

命令に従わないというの

かせば︑このような現状

る︒どのような分析をす

し﹂がその度に変わるの

る︒

にはならない︒改憲勢力

るときにも同じ﹁ものさ

平和・いのち︑暮らし

の横暴を許さない国民的

はさらに不当である︒

2

橋下氏が共同代表の維

24
﹃資本論﹄第

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

正解者の中から抽選で５人の方に図書カード（1000円分）を
進呈します。①解答②お名前③支部分会職場名④最近のできご
とやメッセージを書いて、府職労本部まで、届けて下さい（は
がき、メールやファックスも可）
。当選者は、次の１日号で発
表します。メッセージは、つぶやきに採用させていただくこと
がありますので、匿名希望の方は、その旨お書き添え下さい。

林 真由美（守口保健所）
湯浅 泰則（北部流域下水道事務所）
西川
信（枚方土木事務所）
小田 和雄（都市整備総務課・水道企業団出向）
遠山 公美（急性期総合医療Ｃ）

応
募 府職労本部まで
締め切り 4月25日（木）

選 者

当

13

22

だ︒住民の福祉予算を削

答え＝まだ続けますか原発

カギを解き、二重ワクに入る文字を
アルファベット順に並べてできる言葉
は何でしょう。

＊表は友寄英隆
『
「アベノミクス」
の陥穽』
より

21

13

①景気の谷＝2002年１月、景気の山＝2008年2月
②円レートは、年間の対ドル平均レート
③大企業利潤は、資本金10億円以上の経常利益
④賃金は、現金給与総額伸び率（30人以上事業所）

催

し﹂を使うことである︒

（円安で大企業は利益増、賃金は低下）

東京で開

共同︑夏の参議院選挙に

３月号の解答と当選者

クロス
ワード

答】

【解

▲0.9
▲2.9
▲0.1
▲0.8
1.0
1.0
▲0.9
153,337
183,480
209,919
257,853
294,326
328,342
322,790
121.5
125.4
115.9
108.2
110.2
116.3
117.8
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

賃金
USドル/円 大企業利潤

年

11

25

日の大

10

二極化した景気上昇
表７

農業・生活改良普及
全国交流集会
第
22
回
新の会は︑３月

30
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