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アベノミクスで貧困と
格差が拡大

でたっても労働者や国民に
﹁滴り落ちる﹂ ことはな
く︑格差がどんどん広がっ
ていくことが明らかになっ

の時期︵１月〜３月︶に労

多くの民間企業では︑春

すすめば︑生活の改善には

︵医療や年金制度など︶が

も︑増税や社会保障の改悪

また︑賃上げを実現して

にその影響は及んでいませ

積み増しで︑労働者・国民

急増や大企業の内部留保の

が︑実際には︑株主配当の

の成果を強調しています

安倍首相はアベノミクス

遇する施策や税制がすすめ

いて︑大企業や富裕層を優

リクルダウン理論にもとづ

富が滴り落ちる﹂というト

めば︑貧しい者にも自然に

これまで﹁富める者が富

動がいっそう重要です︒

働者の大幅賃上げを﹂の運

に引上げよ﹂
﹁すべての労

元せよ﹂
﹁最低賃金を大幅

任を果たし︑内部留保を還

てきた﹁大企業は社会的責

なぜ︑国民春闘をとりく
むのか

使交渉などがとりくまれ︑

つながりません︒国民みん
ん︒それどころか︑消費税

ています︵図②︶︒

４月からの賃金が決定しま

なの生活改善をめざして︑

てとりくむということで

て︑実質賃金は低下し︑貧

の 増 税︑ 物 価 上 昇 に よ っ

られてきましたが︑いつま

私たちが一貫してすすめ

す︒そして︑民間企業の賃

さまざまな要求課題を掲げ

反映され︑国家公務員や地
﹁国民春闘﹂と呼んでいま

困と格差は拡大していま

は︑景気回復の好循環をつ

いま求められているの

余裕ができます︒そのこと

と家族に欲しいものを買う

ります︒その結果︑労働者

者の大幅賃上げにもつなが

好循環です︒

上げを軸とした景気回復の

っていきます︒まさに︑賃

サービスの充実にもつなが

税収も増え︑さらなる公的

れれば︑国や地方自治体の

おまけ講座もあるよ（費用は実費負担）

す︒

月の人事委員会勧告にも

上げが８月の人事院勧告︑

方公務員の賃金決定に大き
す︒

いつまでたっても労働者や国民に

く影響します︒

れに伴って雇用も増え︑労
働者の賃上げにもつながり
ます︒

政府や自治体が最低賃金

が小売店の売上げアップ︑

このような好循環が生ま

の引上げや公的保障やサー

生産の拡大につながりま

くることです︒

ビスを充実させれば︑労働

府庁周辺パレード出発

７月15日（金）19時〜20時30分

くらし優先のまともな大阪府政へ

府議会開会日行動

★開講式
第１回 「人間らしく生き、働きたい！」
「こんな職場何とかしたい！」
――だから労働組合

主催
府民要求連絡会
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富が﹁滴り落ちる﹂ことはなく︑

労働者・庶民

格差がどんどん広がっていく︒

労働者・庶民

カは２・６倍︑中国は 倍

中小企業

に増加しているにもかかわ

年間で

らず︑日本はほぼ横ばいで
す︵ 図 ① ︶︒ こ の

中小企業

す︒生産が拡大すれば︑そ

大企業・富裕層

府民要求連絡会（府民連）
☎06−4800−8475
FAX06−4800−8476
メール：fuminren@nifty.com

主催

他にも特技や趣味のある方
は、おまけ講座をやってみま
せんか？

政 府 が﹁ 経 済 成 長 の た め

政府・日銀

12時50分

利き酒の会

に﹂と言って︑公共事業に
注ぎ込んだ税金は１２００
兆円にのぼります︒安倍首

﹁希望を生み出す強い経済
︵ＧＤＰ６００兆円︶
﹂を

政府・日銀

ランチタイム集会
（大阪城公園・教育塔前ひろば）

ネイル教室

主張していますが︑大幅賃
上げなくして︑景気回復も
経済成長もあり得ません︒

実際には…

12時15分

ＡとＢの講義内容は同じもの
です。どちらか一方に出席し
てください。両方出席しても
かまいません。

図②
トリクルダウン理論

府庁前宣伝
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相は﹁１億総活躍社会﹂で

中国

経済がいかに停滞している

2,000

８時30分

未来をひらくナショナルセンター・全労連

★第５回

賃金上げたい、健康で働き続けたい――労働者・労働組合の基本的要求と重点課題

★第４回

５月20日（金）19時〜20時30分

５月14日（土）13時〜15時30分

すべての労働者の賃上げ
で大阪・日本を元気に

10,000

いま、大阪府民が望んでいるのは、くらしと雇用を守り、景気
回復につながる元気な大阪へ、安心・安全なまちづくりです。副
首都構想によるムダな巨大開発や中央省庁移転ではなく、くらし
最優先の府政実現に向けて、みんなで声をあげましょう！

みんなで討論、みんなで決定、みんなで実践――労働組合の組織と運営

★第３回

４月15日（金）19時〜20時30分
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一人じゃできないこともみんなで力をあわせ――労働者・労働組合の権利
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戦争法廃止！
憲法・地方自治まもれ

第１期

10

日米中３国の名目ＧＤＰ推移
図①

安倍政権と
﹁おおさか維新﹂の狙

︵
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ここ がポイント ２０１６国民春闘

労働者の賃上げ、戦争法廃止を

＜３＞ 第2033号 （第三種郵便物認可）

日の宣伝行動や国会前への

学習会を基礎に︑毎週水曜

みこまれ︑日本の若者が世
代表派遣にとりくみ︑多く

自衛隊は米軍の指揮下に組

安倍政権と
﹁おおさか維新﹂の狙
界中で殺し殺されることに

の青年・若手組合員が行動
に立ち上がりました︒

ため︑軍事費を増やし︑消

衛隊装備強化・戦争準備の

発足させました︒今後︑自

一元的に担う防衛装備庁も

発から調達︑管理︑輸出を

る﹁総がかり行動実行委員

りました︒全労連も参加す

の参加など行動に立ちあが

げ︑初めてのデモや集会へ

など︑多くの国民が声をあ

遠していた人︑保守的な人

治に関心のなかった人や敬

での大規模テロをはじめＩ

化するとともに︑フランス

イラクなどでの内戦が泥沼

となり︑アフガニスタンや

問題が世界を揺るがす事態

シリアからの大量の難民

とです︒武力は憎しみの連

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

法を学び︑守り︑いかす運

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

的平和﹂に対し︑貧困︑抑

状態を平和と捉える﹁消極

提唱︶
﹂ と は︑ 戦 争 の な い

ヨハン・ガルトゥング氏が

姿勢を示しましたが︑真の

受け入れを事実上拒否する

義﹂を唱え︑シリア難民の

連 演 説 で﹁ 積 極 的 平 和 主

なります︒

﹁積極的平和︵平和研究・

費税増税や医療・年金など

会﹂の大規模行動に加え︑

Ｓなどのテロ組織が世界の

なりません︒いま︑憲法９

鎖をつくりだすことにしか

だからこそ︑これまで政

テロのない世界へ
︱今こそ９条を世界に

社会保障の切り捨てがいっ

弁護士会やＳＥＡＬＤｓ ︑

安全と平和を脅かしていま

紛争解決の第一人者である

そう進められます︒

学者の会︑ママの会などの

す︒

★第５

ＡとＢの講
Ａと
です
です。どち
てく
てください
かま
かまいませ

府職労では、
毎年６回、顧問弁護士による定例無料法律相
談を実施しています。毎年１・３・５・７・９・11月の第
２火曜日を予定しています。
１回、１人30分、４名をメドとしています。
◉相談の申し込みは、３月７日（月）午前中までに
電話（06−6941−3079）
で府職労本部福祉法制部まで
申し込んで下さい。
＊なお当日は、相談時間の10分前には、府職労本部書記局
までお越しください。

う改憲︑
戦争法具体化を許すな
安倍政権は︑昨年９月
日未明︑多くの国民の声を
無視して︑憲法違反の戦争
法を強行可決し﹁戦争でき
る国﹂に向けた動きをいっ
そう強めています︒
日米共同作戦体制づくり

また︑沖縄・辺野古沖へ

行動が急速かつ多様に広が

動がいっそう重要です︒

★第２

任共済に入っています︒

新し︑ずっと個人賠償責

府職労加入後︑毎年更

に自治労連個人賠償責任

も不安でした︒そのとき

かるのだろう﹂と︑とて

で﹁弁償費用がいくらか

小松 康則

まさか自分が利用すると

共済のことを思い出し︑

少し不自由になっ たた

私の母親は病気で体が

償も対象となるとのこと

動自転車による事故の補

対象で︑シニアカーや電

聞いてみると家族も補償

め︑近所のスーパーや病

でした︒

のスーパーへ買い物に行

ています︒昨年末︑近所

き︑約

すべて代行していただ

の交渉や支払い手続きも

その後︑スーパー側と

ったとき︑体調が悪かっ

べて共済で支払っていた

万円の賠償金す

たこともあり︑運転操作

だきました︒

入していませんでしたの

母親自身は保険等に加

起こしました︒

ラスを破損させる事故を

ーの自動扉に衝突し︑ガ

を誤ってしまい︑スーパ

用電動三輪車︶を利用し

院へはシニアカー︵福祉

た︒

は思っ ていませんでし

府職労書記長

入ってて良かった
個人賠償責任共済

３月８日（火）午後２時〜４時

★第３

府職労 定例法律相談 のご案内

★第４

先生

城塚健之

顧問弁護士

を加速させ︑横田基地への

の米軍新基地建設問題で

っています︒この運動は︑

条の値打ちが世界的にもい

組合員の家族も自動的に補償します。
日本国内の事案のみ補償します。
補償期間は４月１日から１年間です。

オスプレイ配備計画︑各地

は︑アメリカとの約束最優

こうした事態を招いた原

２月20日（土）

申込締切日

１億円

で基地強化や共同演習の強

先で︑オール沖縄の民意を
戦争法の強行成立後も止む

っ そう輝きを放っ ていま

年間掛け金1,000円で…

化など︑米軍との一体化を

踏みにじり︑力づくで住民

因 は︑ ① 格 差 や 貧 困 の 拡

示談交渉サービス付！

【補償事例】
・愛犬が他人にかみつ
いた
・止めていた自転車が
倒れ駐車中の自動車
を傷つけた
・自転車などで歩道の歩行者に接触
・スキー、スノボやスケート中に誤って他人
に接触
・水漏れにより階下に損害を与えた
・ゴルフプレー中に打球が他人にあたりケガ
をした
※詳しい内容については募集ビラをご覧くだ
さい。

最高補償額

3,000円相当の図書カード
2,000円相当の図書カード
◇給付品の内容◇
小学校入学
中学校入学・卒業

心から思っています︒

に入ってて良かった﹂と

んが﹁個人賠償責任共済

ていたわけではありませ

あまり深く考えて入っ

16

ことなく継続し︑広がって

小・中学校入学・卒業祝い

進めています︒防衛省は︑

19

★開講
第

を排除しています︒

◆20・30年長期組合員：分会（支部）役員まで、採用年月日、職員番号、記念品
の希望をお伝えください。
◆小・中学校入学・卒業：府職労共済請求書（分会・支部にあり）に必要事項を記
入の上、分会（支部）役員まで提出してください。

す︒しかし︑安倍首相は国

〈記念品請求方法〉

大︑人種差別などがテロ組

中学校卒業記念品

両親とも組合員なら両方
から請求できます。

います︒府職労でも︑職場

◇給付品の内容◇
20・30年記念品 １万円相当の図書カードか旅行券（どちらかを選べます）

交戦規則の緩和や駆けつけ

長期組合員表彰

戦争法が発動されれば︑

中学校入学記念品

日常生活での「アッ」という事故に

満期更改と
新規加入募集

個人賠償
責任共済

2016年４月に小学校入学予定の子どもを持つ組合員
＜2009（平成21）年４月２日〜2010年４月１日生まれの子＞
2016年４月に中学校入学予定の子どもを持つ組合員
＜2003（平成15）年４月２日〜2004年４月１日生まれの子＞
2016年３月に中学校卒業予定の子どもを持つ組合員
＜2000（平成12）年４月２日〜2001年４月１日生まれの子＞
小学校入学記念品

２月20日（土）
本部請求締切日

警護など自衛隊の任務拡大

1995（平成７）年４月２日から1996年４月１日の間に加入した組合員
1985（昭和60）年４月２日から1986年４月１日の間に加入した組合員
20年
30年

請求お忘れなく！
長期組合員表彰
子どもの入学・卒業祝い

を加速させ︑武器の研究開

※請求は支部でとりまとめのうえ本部へ提出お願いします。
給付時期
３月11日（金）以降

すべての労働
府職労組合員ならでは！

