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安倍政権は︑憲法の基本原則と民意を蔑ろにして︑①アメリ
カと一緒に戦争する国づくり︑②労働者・国民︑地域社会を犠牲
にしたグローバル競争国家づくりの
﹁２つの暴走﹂
をますます強
権的に加速させています︒
しかし︑安倍政権の暴走が強まれば強まるほど︑各分野での

界中で殺し︑殺されること

みこまれ︑日本の若者が世

自衛隊は米軍の指揮下に組

審議を通じて︑その危険性

法を強行しましたが︑国会

安倍政権は数の力で戦争

行動に立ち上がりました︒

多くの若手・青年組合員が

多様に広がり︑府職労でも

た︒
戦争法が発動されれば︑ の会などの行動が急速かつ

はますます明白になりまし

この運動は︑戦争法の強行

ＡＬＤｓ ︑学者の会︑ママ

動に加え︑弁護士会やＳＥ

動実行委員会﹂の大規模行

連も参加する﹁総がかり行

た︒府職労が結集する全労

など行動に立ちあがりまし

めてのデモや集会への参加

多くの国民が声をあげ︑初

た︒

防衛装備庁も発足させまし

管理︑輸出を一元的に担う

武器の研究開発から調達︑

拡大の具体化を加速させ︑

つけ警護など自衛隊の任務

は︑交戦規則の緩和や駆け

を推進しています︒防衛省

との一体化︵補完部隊化︶

共同演習の強化など︑米軍

画など︑各地で基地強化や

基地へのオスプレイ配備計

制づくりを加速させ︑横田

ンを基礎に日米共同作戦体

矛盾は拡大し︑国民的な世論と共同が前進しています︒

になります︒また︑私たち
成立後も止むことなく継続

民主主義︑立憲主義︑
憲法を否定する戦争
法を廃止しよう

自治体労働者は︑法律に従

民を排除し︑本体工事を強

を踏みにじり︑力づくで住

優先に︑オール沖縄の民意

は︑アメリカとの約束を最

の米軍新基地建設問題で

また︑沖縄・辺野古沖へ

し︑広がっています︒

オール沖縄のたたか
いに連帯し︑ 国 民 共
同を大きく広げよう
安倍政権は新ガイドライ

行しました︒安倍政権は︑

シリアからの大量の難民

です︒

と結合したとりくみが必要

とにあります︒

テロ組織を育成してきたこ

勢力への支援や武器供与が

が国家組織を破壊し︑武装

ど大国の身勝手な軍事介入

なっている︑②アメリカな

織に若者が流れこむ土壌に

大︑人種差別などがテロ組

因 は︑ ① 格 差 や 貧 困 の 拡

平 和 ﹂ に 対 し︑ 貧 困︑ 抑

態を平和と捉える﹁消極的

唱︶
﹂ と は︑ 戦 争 の な い 状

ン ・ ガルトゥング氏が提

解決の第一人者であるヨハ

極的平和︵平和研究・紛争

を示しましたが︑真の﹁積

入れを事実上拒否する姿勢

を唱え︑シリア難民の受け

対の運動に登場し︑ＳＮ

ｒａ ｔ ｉａ など戦争法反
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ｓ を筆頭に︑
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化するとともに︑フランス

イラクなどでの内戦が泥沼

せん︒いま︑憲法９条の値

くりだすことにしかなりま

武力は憎しみの連鎖をつ

念と共通するものです︒憲

り︑まさに日本国憲法の理

ない状態をさす概念であ

圧︑差別など構造的暴力の

・や・め・ろ﹂の三連コ

ではなく︑
﹁ア ・ べ ・ は

反対♪﹂のリズムコール

に出て﹁戦争法案♪絶対

Ｓ等を駆使しながら街頭

の力を世界に

かけ︑今こそ憲法９条

暴力の連鎖に歯止めを

問題が世界を揺るがす事態

での大規模テロをはじめＩ

法を学び︑守り︑いかす運

ー ル︑
﹁民主主義っ てな

打ちが世界的にもいっそう

動を大きくすすめましょ

輝きを放っています︒

刻な事態が引き起こされ

ら人が逃げる﹂という深

これだ！﹂ とい

んだ

Ｓなどのテロ組織が世界の

しかし︑安倍首相は国連

演説で﹁積極的平和主義﹂

う︒

安全と平和を脅かしていま

Ｋ

となり︑アフガニスタンや

安心して働き生活できる社会をつくろう
す︒
こうした事態を招いた原

賃金確定闘争 越年
府労組連
病院労組

定める給与決定の原則に

ています︒客観・公正な

て︑財界や政府が毎年３

ったコール＆レスポンス

によるリズミカルなアピ

ールで市民の共感を得て

語には︑新しい運

きた▼﹁流行語大賞﹂候

補の

動から生まれた﹁シール

ズ﹂
﹁戦争法案﹂
﹁アベ政

て直していく上で︑賃上

スが破たんし︑経済を立

めています︒アベノミク

引き上げを強く求めはじ

安倍首相の﹁早く質問し

﹁自民党︑
感じ悪いよね﹂
︑

語 ︶︑ 自 民 党 内 か ら 出 た

り あ え ず︑ ま あ の 略

ま︑ 廃 案 ﹂
︵とりま＝と

治を許さない﹂
﹁とり

げが不可欠になっている

る▼戦争法案採決強行後

ろよ﹂
﹁国民の理解が深

もたたかいは発展してい

からに他なりません︒大

２０１６春闘のたたか

る︒９日には市民団体が

まっていない﹂
など︑
こう

いと結合し︑すべての労

﹁安保法制の廃止と立憲

した社会的﹁流行﹂現象

働者の賃上げ︑最低賃金

主義の回復を求める市民

きく落ち込んだ大阪経済

の引上げ︑非正規労働者

連合
︵仮称︶
﹂を結成し︑

を活性化させていくため

の 均 等 待 遇 な ど︑
﹁人間

野党共闘を求める提案に

にも戦争法案に関わる語

らしく働くルール﹂の確

各政党から歓迎と連帯が

にも︑民間賃金にも大き

立をめざすとともに︑府

示された︒さあ夏の参議

が多かったことは国民的

人事委員会勧告にもとづ

院選挙まで２０００万署

く影響する府職員の賃上

く﹁あたりまえ﹂の賃上

名をあつめよう

関心の高さを証明してい

げの早期実施をめざし︑

︵あ︶

全力で奮闘しましょう︒

げは必要不可欠です︒

２０１６国民春闘と結合し︑
大幅賃上げを実現しよう
府労組連︵府職労・大
教組︶と病院労組の秋季
年末闘争は︑いずれも越
年闘争となりました︒知
事部局では今年４月より
﹁給与制度の総合的見直
し﹂にもとづく２％賃下
げが強行され︑病院では
３期︵２０１４夏・冬︑
２０１５夏︶にわたり︑
一時金引上げが見送られ

もとづき︑客観・公正な

賃金保障によって︑一刻

ました︒地方公務員法が

賃金引上げを行うのは当

も早く︑正常な状態に戻

していくことが求められ

れにもかかわらず︑賃上
げ実施を回答せず︑継続

ています︒

局の当然の責任です︒そ

協議としたことは不当と

％の賃上げと最低賃金の

い ま︑ 賃 金 を め ぐ っ
この間の異常に低い賃

言わざるを得ません︒

金水準によって﹁大阪か
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い︑戦争協力のために仕事
をしなければなりません︒
戦争法を許さないたたか
いでは︑これまで政治に関
心のなかった人や敬遠して
いた人︑保守的な人など︑

地方自治を無視して︑代執
行を求める訴訟を起こし︑
辺野古周辺の地区に直接補
助金を出すという買収まが
いの行為まで行って︑抵抗
を抑えこもうと躍起になっ
ています︒しかし︑本格的

後も沖縄県の
承認を得なけ
ればならない
事項が山積し
ています︒オ
ール沖縄のた
たかいを支援
・連帯し︑戦
争法廃止を求
めるたたかい

11月24日に開催した府労組連決起集会

新春決起集会

2030

2016
国民春闘

な工事は容易ではなく︑今

12 月６日、SEALDsと安全保障
関連法に反対する学者の会が呼
びかけた集会・デモに4500人が
参加。俳優の石田純一さんがサ
プライズゲストとしてあいさつ
し、
「この平和な国をなぜ変え
ようとするのか理解に苦しむ。
どこにも戦争に行かない日本で
ありたい」と訴えました

府職労・大教組

１月14日
（木）19時
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