﹁アベノミクス﹂の効果まったくなし
エルおおさか 大会議室

１０００円﹂という目標に
は︑財界も２０１０年に合

円以上の

意しています︒その合意の
実現には︑平均

これからが正念場
最賃引上げの議論は都道

８月

日︑

あの悲惨な戦

し︑今日の日本経済・大阪

経済の低迷の主な原因とな

争から

改善や再任用職員の賃金改

善も先送りしており︑景気

っていることは︑民間調査

年が

回復に大きく逆行するもの
です︒

っています︒

機関の分析でも明らかにな

日本国憲法

たちました︒

国家公務員については︑

な底上げを行うことです︒

ットを中止し︑賃金の大幅

いことは︑ただちに賃金カ

国や府がしなければならな

の参議院選挙で自民党が

込められた憲法です▼先

り返さないという誓いが

劇を二度と繰

は︑戦争の悲

府職員と同じように賃金カ

昨年の４月から賃金カット

過半数を占め︑改憲への

いま︑景気回復のために︑

た︒府職労は︑民間労働組

よりも２万９２８２円も低

ットを強行され︑民間賃金

府職労は︑賃金カットの

国も府も︑賃金カットを

合とも共同し︑引き続きと

が強行されていますが︑府

動きが加速するもと︑麻

ただちに中止すべき

りくみを強めます︒

いにもかかわらず︑給与改

中止︑非常勤職員の待遇改

景気回復の期待裏切る最賃目安答申と国人勧
最賃引上げ目安︑
例年並みの 円

職員の賃金カットは６年

景気回復に逆行する

定を行わないということ

府県の地方審議会に移され

引上げが必要です︒

国人事院
﹁勧告見送り﹂ は︑賃金カットを容認する

生 副 総 理 の﹁
︵誰もが気

ます︒大阪でも労働局への

善・再任用職員の賃金改善

安倍政権は６月に決定し

制措置を含めると

目︑退職金カットや一時金

生労働相の諮問機関︶の小

ものであり︑人事院勧告制

付かれないうちに改憲し
度の機能を放棄するもので

︵水準の引上げ︑一時金支

意 見 書 の 提 出︑ 交 渉 ・ 要

た︶ ナチスの手口に学

請︑座り込み行動などのと

給月数の引上げ︑諸手当の

た﹁日本再興戦略︵成長戦

年にな

略︶
﹂ に﹁ 最 低 賃 金 の 引 上

カット︑昇給抑制などの抑

委員会は６日︑２０１３年

８日︑人事院は今年度の

度の最低賃金︵時給︶引き

べ﹂発言は︑無法な暴力

国家公務員の給与改定を見

支給など︶をめざし︑引き

りくみを行い︑大幅な最賃

ります︒こうした賃金カッ

げに努める﹂と書き込み︑

また︑非常勤職員の待遇

す︒

上げの目安を全国加重平均

と弾圧のナチズム肯定

送りました︒国家公務員は

いる人たちが入れない漁

ました︒現地で生活して

見学﹂の分科会に参加し

２日目は﹁佐世保基地

険なものであり︑国民不

世界の流れに逆行する危

倍政権がねらう改憲が︑

ものではありません︒安

であり︑断じて許される

ですが︑麻生発言を﹁ナ

在で進められようとして

チスを正当化していな

港があり︑日本の領土を

３日目は閉会式の前に

い︒国語力があればわか

アメリカが管理している

長崎市役所や平和公園で

る﹂と擁護しましたが︑

いる危険性も明らかにな

の式典に参加し︑献花を

どう読んでもナチズムを

など︑考えられない状況

行いました︒３日間を通

肯定しているとしか読み

りました︒衆参のねじれ

して︑多くの被爆者の方

取りようがありません︒

の説明を聞きました︒ま

がいて︑日本だけでなく

この間の橋下﹁慰安婦﹂

は解消したと言っていま

Ｌ

多くの国々が核兵器廃絶

発言や安倍首相の歴史認

すが︑国民とのねじれは

企画した﹁Ｒｉｎｇ

２０

を訴えていることを知り

識をめぐる発言など︑相

た︑放射能を蓄えた建物

ｉｎ ｋ Ｚｅｒｏ

ました︒世界で唯一の被

もあり︑住民が大きな不

いことやお母さんと生活

１３﹂ にも参加しまし

爆国として︑核兵器廃絶

さらに広がっており︑国

できなかった寂しさを語

た︒約７５０人もの若者

安を抱えていることも聞

外からも多くの人が参加

り︑最後には核兵器のな

が集まり︑若者のエネル

民世論で安倍政権の暴走

していました︒開会式で

い世界をめざして︑活動

次ぐ暴言が繰り返されれ

きました︒米軍基地は早

は長崎市長をはじめ︑た

していく決意を力強く発

をめざして頑張っていく

にストップをかけましょ

くさんの人が核兵器のな

ギーを感じるとともに︑

く撤退してほしいと思い

い平和な世界を望む発言

言しているのを聞いて︑

う▼暴言と言えば橋下氏

をしていました︒そのな

ば﹁歴史を忘れた民族に

︵こ︶

未来はない﹂と揶揄され

るのでは︒

した︒

なりました︒

とができ︑貴重な機会と

決意を持つことができま
また︑開会式のあとに

被爆者の方の話も聞くこ
が︑原発のせいで学校を

とても感心しました︒
全国から６５００名も

は︑若者が中心となって

かで︑福島の小学６年生

ました︒

と︑民主主義否定の暴論

続き︑全力で奮闘します︒

の引上げを求めてきまし

中央最低賃金審議会︵厚

15

ト・抑制が景気回復に逆行

参院選の最中も最賃引上げ

15

68

原水爆禁止世界大会・長崎が８月７〜９日の日程で開
催され、
府職労から２名が参加しました。
広島・長崎に原
爆が投下されてから 68 年、いまも世界中で１万 7300 個
（推定）
もの核兵器が保有されています。2015年には核拡
散防止条約再検討会議の開催が予定され、核兵器廃絶の
国際的世論は高まっ ています。しかし、 日本政府は、
NPT再検討会議準備委員会で 80カ国が賛同した
「核兵器
の人道的影響に関する共同声明」
への賛同を拒否し、
唯一
の被爆国でありながら、
核抑止力に固執する姿勢を崩し
ていません。
大会は、
非人道の極致である核兵器の廃絶を
求める一大潮流をつくり、揺るぎない国際世論を構築す
る運動を広げようと呼びかけ、大きく成功しました。
転々と変えないといけな

貴大

原水爆禁止世界大会2013･長崎が開催
の多くの人が集まり︑海

中森

府職労青年部長

もいらないと実感

米軍基地も核兵器

初参加！

非人道的な核兵器の廃絶を
一刻も早く実現しよう！

で
を口にしています︒最賃の

いるにもかかわらず︑選挙

決定は政府が権限を持って

最低賃金法が改正され︑
後にリーダーシップが発揮

４９円から︑７６３円とす

生活保護との整合性をとる
されることはありませんで

ることを決めました︒

ことが書き込まれた２００
した︒

ス﹂で２％の物価上昇を目

安倍政権は﹁アベノミク

７年以降の目安額をみる

日本大震災の影響があった
標としています︒現在の最

と︑リーマンショックと東

年を除けば︑例年並みの目

賃全国平均７４９円から
円以上アップしなければ︑

フランス
03 〜 05 年

安にすぎません︒

物価上昇には追いつかず︑
生活悪化につながります︒

8800 億円
アメリカ
07 〜 11 年

5000（しんぶん赤旗2013年８月９日付より）
10000
15000
20000
0

消費税増税で追い打ちをか

2 兆 2800 億円

けることももってのほかで

最賃引き上げのための中小企業支援

13

36

円増額とし︑現在の７

アメリカ イギリス オランダ フランス
日本

す︒
日本は 2012 年、 他の国は 2011 年現在の最低賃金。 購買力平価
（OECDの2012年データ）から換算

政府は責任ある
対応を行え

928 円

1021円 1084 円

13:00〜16:30

８／15

14

﹁早期に全国平均８００

諸外国の最低賃金（時間給）
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