ら反対の声が巻き起こっています。

７月１９日憲法アクション
７月１９日、高知市の丸ノ内緑
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沖縄と連帯する集会

高知県革新懇主催の「
沖縄と連

帯する集会Ⅱ」
は高知市北部保健

福祉センターで開催され、２５０人
が参加しました。

琉球新報の東京報道部長の島洋

子さんが、政府、自民党による言

論へ
の圧力やオール沖縄の運動につい

て報告しました。島さんは「
戦前３

社が１社に統合され琉球新報がで

き、 残念だが戦争に協力していっ

た。戦争のためのペンは取らない。こ

以上が参加しました。

求める集会が開催され、６００人

２」などの主催で「
戦争法廃案」を

後１時、 行動が取り組まれまし

に応えて高知県内でも数カ所で午

８日、澤地久枝さんらの呼びかけ

「
安倍政治を許さない」
。７月１

闘いについて報告しました。

や今後の辺野古新基地建設阻止の

久地修さんは、オール沖縄の背景

た。共産党沖縄県議団幹事長の渡

れが戦後の原点。そして県民の立
とアピールしました。
７月１８日「
安倍政治を許さない」 場に立つこと、これがあるから県
民に支持されてきた」と語りまし

県内の護憲団体、弁護士、労働

「戦争 巻き込まれる
こと絶対にない」「
徴兵

制 全くありえない 今
後もない」「
専守防衛

いささかの変更もない」。 ７月３１

日の 「朝日」は、 「断言首相」と
皮肉った。 「
首相断言」でないとこ

ろがミソ▲磯崎首相補佐官の 「
法
的安定性関係ない」発言。 この人、

例の首相の 「火事の例え」の考案
者。中学生に 「
戦争と火事は違う」

と論 破 さ れた人 物 ▲ 大 西 英 男 衆
院議員は、 「
マスコミを懲らしめるに

は 広告料収入がなくなるのが一番
いい」 発 言 に続 き、 反 原 発 コメン

テーターの各個撃破を官僚に呼び
かけた▲武藤貴也衆院議員は、 安

保法案に反対する学生たちを 「
極
端な利 己 的 考 え」と批 判 、 更に

「憲法が日本精神を破壊」と続け
た▲次から次に出る自民党 ・「
思い

団体、市民団体など幅広い人たち

今、 安倍政権の独裁政治に対

上がり」議員！オレ様を憲法の上、

た。高知市では、高知城を背景に

民の上に置く▲しかし、 いずれも

が集まり、戦争法廃案、安倍内閣

し、労働組合は勿論、学者や大学

「
安倍政治は許さんぜよ」
の声を上

教員、宗教界、大学生、高校生、

打倒をアピール。「
戦争でまず死ぬ
のは、真実だ」と高知大准教授の

立場の有志から「
戦争法案反対」
の

倒に向け、この高知県でもさらに

大きな共同 ・共闘を広げていくこ
とが必要です。

は行きたくないのだ。 （
田）

た万国共通の思い。 だから戦争に

となかれ」。 利己と利他を合わせ

い。 「
己の欲せざる所は人に施すこ

されたくもないし、 殺したくもな

と見ていた感の自民党。 デモは大
学生から高校生に広がっている。 殺

い。 嘘と断言は、 独裁者の特徴。
国民は見抜いている▲青年は保守的

トモダチ」の鞘に収まった。しかし、
国 民 の疑 念 と怒 りはおさ まら な

「
注意した振り」「
謝った振り」で一
件落着。 元の 「利権」の鞘、 「オ

げました。

地公園で 「
憲法アクションｉｎ高知

平和を守れ、 安倍内閣は退陣を

分」
とするこの法案を数の力で押し切る独裁政治に、さまざまな立場か

強行採決を行いました。国民の６割が 「
反対」し、８割が 「
説明不十

批判される安保法案を強行採決し、翌１６日には、衆議院本会議でも

７月１５日、安倍内閣は衆議院特別平和委員会で、「
戦争法案」と

憲法アクションに６００人
安保法案反対の動きは大きなうねりに

高知
県労連

針路

母親や中高年など、 さまざまな

大学生などのグループ「
ペダル」
の

声が巻き起こっています。今まで政

岡田健一郎さんは訴えました。
代表は、 「
１８才選挙権が実現し

日本を根底から崩す安倍内閣の打

結し、７０年間続けてきた平和な

す。 私たちのいのちと暮らしに直

急落 （
３面参照）へ
とつながっていま

動の広がりが、安倍内閣支持率の

治に関心を示さなかった世代へ
の運
年もいるし、増えている。政治を変
えたい」「
怒りを忘れないこと。少
し怒って、長～く怒って」と訴えま
した。
集会後、 電車通りから高知市
中央公園、アーケードを通りデモ
行進。戦争法廃案、憲法壊すな、

デモ行進の様子

心と言われるが、考え行動する青

た。嬉しい。青年は政治的に無関
レクリエーションで司会を
する 青年 部 の岡 本 部長
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全国平均で１８円、高知などのＤランクで１６円としました。世界的に

７月２９日、中央最低賃金審議会は、最低賃金の引き上げ額目安を
は、 昨年の市民投票で、 ２０１８

されています。 サンフランシスコで

５０円）に引き上げる条例が可決

治体で最低賃金を１５ドル（
約１８

昨年から今年にかけて、多くの自

アメリカの最賃引き上げの動き
日本とは対照的に、アメリカでは

く変わるということが証明されてい

働者が立ち上げれば、政策が大き

弱肉強食の資本主義国家でも、労

が進んでいるというのが現状です。

むしろ賃上げによって、人材の確保

も大きな混乱は起こっておらず、

前倒しで賃上げを実施した都市で

率の増加が懸念されていましたが、

も大幅な引き上げが実現する中で、先進国としてあまりにも低すぎる

年７月までに段階的に最低賃金を

ます。
高知市公共調達条例

最低賃金 高･知１６円引き上げ目安
世界の大幅引き上げの波に逆行

最低賃金は、日本政府が労働者と大企業のどちらを向いているかを端

１５ドルに引き上げることが決定し

高知県内でも、適正な賃金へ
是

７月２２日、高知市の公共調達審

ドルから２０２０年までに１５ドルへ

この背景には、日本以上に深刻

議会は、１０月１日から施行され

は、２１１円から２１４円に広がっ
安倍内閣は今年の目安審議にあ

な格差と貧困とその是正に立ち上

正することによって、 人材の確保

たって、「
経済財政運営と改革の基

と引き上げることが決定していま

議会の目安は、時
本方針２０１５」および「
日本再興

る公共調達条例改正に基づく労働

てしまいます。

給表 示に統一 さ

がったファストフード労働者をはじめ

を進める動きが加速しています。

れて以降で最高の
戦略」で特段の配慮、つまり最低

最低賃金の引き上げに奮闘

現行の最低賃金が低すぎるため

一般の森永書記長が、最近組合が

実態報告を行いました。次に高知

県労連は、７月２２日に、最低

に、労働者の生活を守ることや人

結成された土佐食では、最低賃金

２０円ととする方向を出しました。

材の確保が困難であるということ

で働き始め、その後も賃金がほと

施工前には、賃上げによる失業

が、 県都である高知市の常識と

んど上がらない状況を報告し、生

賃金の大幅引き上げを求める要請

なったことは、大きな前進です。こ

活を支える為の最低賃金の大幅な

これは、高知市の特定業務委託契

の流れを県下に波及させていくこ

底上げを求めました。また、２０

を行い、翌月の８月３日に審議会

とが重要であり、 それが進んでい

１６年からスタートする社会保険の

約などで働く労働者の最低の賃金

上 積 み額 となり

物価上昇分と１５春闘の賃上げ成

けば、あまりにも低い全国最低の

強制加入によって実質の手取りが

での意見陳述を行いました。意見

者報酬下限額について、時間額７

果を合わせた「
５０円の引き上げ」

最低賃金から抜け出すだけの大幅

減少するため、最低賃金の大幅引

を定めたもので、高知県の最低賃

とする労働者の闘いがあります。

均は１８円増の７

を要請した翌日、内閣府は「
最低

引き上げも実現可能な目標となっ

き上げが必要と訴えました。

陳述では、まず、県労連青年部の

賃金の大幅な引き上げを求めまし

９８円でしかあり

賃金を１０円、２０円引き上げた

ンスに過ぎず、その本質は、下請

ていきます。

金よりも４３円高いものとなってい

ますが、仮に目安

ま せん。 これ で

しかし、労働者側委員が消費者

は、憲法２５条の

場合の経済効果」
とする資料を発

ここからも、 「
最低賃金の大幅

中小企業に低単価を押しつけ、大

引き上げ」は安倍首相のパフォーマ

さらに、地域疲

企業に史上空前の利益をあげさせ
る「
大企業最優先の政治」から少

弊の元凶ともなっ
は拡大し続けてお

しも変化していないことが読み取れ

ている地域間格差
り、最高額の東京

ます。

労働局前集会

金子書記長が最低賃金生活体験の

た。

「
人間らしい最低

表し、労働者側の要求額に応えな

は、到底不十分な

額といわざるを得
ません。

い姿勢を示しました。

限 度 の生 活 」 に

としても、加重平

６９３円
６７７円 ⇒
知

Ａラ ン ク
Ｂラン ク
Ｃランク
Ｄランク

ます。

通りに改定された

す。

ており、 ロサンゼルスでも現在の９

的に表しています。

７９８円

中央最低賃金審

大幅引き上げ阻む政府と財界

７８０ 円 ⇒

２ １４ 円
全国平均

１０ ９円

引上げ後
９０ ７円

１０ ５円
高

差
引上げ前
８８８円 ⇒

格
域
京
地
東
引上げ額
１９円
１８円
１６円
１６円

最低額の高知の差

アメリカの
ファストグローバルアクション
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す。

党内からも批判の声が挙がっていま

回帰しようとする自民党議員に、

く、戦前の体制や教育を美化し、

今回の応募者の激減や活動範囲の

勧誘活動を強めています。しかし、

者へ
のダイレクトメールの送付など、

決されることを見越し、高卒予定

自衛隊は、すでに安保法案が可

除する制度が作られています。日

省が軍隊へ
志願した者の奨学金を免

ます。実際、アメリカでは、国防

ない状況が作り出されようとしてい

活を求め、 自衛隊へ
入隊するしか

相次ぐ憲法軽視の声
国民不在の安倍内閣は退陣を！
強行の背景にアメリカの財政

本でも、自衛隊員の確保のために、

ます。これらに共通するのは、自民党議員が憲法を軽視し、戦前の日

安保法案への批判が高まる中で、自民党議員の問題発言が続出してい

本を美化し、回帰する思想とアメリカの要求に全面的に奉仕し、武力

アメリカの様な制度を創設し、格

てきたと主張しています。

るためでなく、アメリカの戦争のた

ん。 そ う な れ

残 さ れていませ

でしょうか。

一度話してみることも必要ではない

が進めるさまざまな問題について、

をきっかけに、職場や家庭で政府

行しようとしています。安保法案

大企業の 「
利益を守る」政策を強

としながら、その実態はアメリカや

ど、安倍首相は「
国民の命を守る」

者派遣法やＴＰＰ、原発再稼働な

戦争法案をはじめとして、労働

要があります。

労働者派遣法は必ず廃案にする必

おうしているまさに今だからこそ、

を進めています。日本が戦争へ
向か

う２つの方法で戦争をする国づくり

決」と 「
格差と貧困の拡大」とい

安倍内閣は、「
戦争法案の強行採

駆り出す軍隊の温床となります。

りは、前段で述べたように、戦争へ

生み出します。格差と貧困の広が

と低賃金の非正規労働者を大量に

ハ
ケン」へ
と追いやり、不安定雇用

労働者派遣法は、労働者を「
一生

現在、参議院で審議されている

労働者派遣法を廃案に

拡大によって、自衛隊員の不足が

現在、日本の労働者約４割に当

予想されます。 将来の徴兵制も

たる２０００万人がパートや派遣な

国民の６割が反対し、 ８割が説

ですが、膨らむ軍事費が財政を圧

明不足とする安保法案を強行する

迫する中で、日本に集団的自衛権

どの非正規労働

によって問題を解決しようとする姿勢です。自立した国家として、立憲

の行使を容認させ、軍事行動を肩

者となっており、

差と貧困による「
経済的徴兵制」
の

代わりさせることによって財政負担

１０００万人が年

懸念されますが、当面、「
経済的

を軽減しようとしています。 その

収 ２００万 円 以

背景には、アメリカの財政事情があ

証拠に、アメリカの２０１６年度財

下のワーキングプ

主義と民主主義を守り、紛争を戦争にしない努力と外交力が求められ

政は、日本が集団的自衛権を行使

アと な っていま

実施は十分に考えられます。

できることを前提に組まれていま

す。 その様な中

す。 そして、 社

学生の割合も増

と激減していることを報道
で日本国憲法が掲げる 「
国民主 報値）へ
権・
基本的人権の尊重・
平和主義」 しました。自衛隊は、景気の持ち

会に出た瞬間か

経済的徴兵制の危険性
毎日新聞は７月１６日、２０１５

直しによって民間雇用が増えたため

ら奨学金という

年度の一般幹部候補生へ
の募集が

奨学金を受ける

す。

徴兵制」が進むでしょう。

だろうと思うが、非常に残念だ」
と

で、 就学援助や

ります。軍事国家であるアメリカ

と批判し、「
利己的個人主義がこ

自衛隊への応募者激減！

ています。
憲法軽視の発言続出！
戦争へ突き進む自民党
自民党若手議員のツイッターでの
投稿に批判が集中しています。７
月３０日、自民党の武藤貴也衆院

議員が、自身のツイッターで、安

保法制に反対する団体ＳＥＡＬｓ

（
シールズ）
に対し、「
『
だって戦争に

行きたくないじゃん』
という自分中

心、極端な利己的考えに基づく」

こまで蔓延したのは戦後教育のせい

としていますが、安保法案が強行

借金を抱え、 働

加し続け、 今や

採決された際には、自衛隊の活動

こうにも若者の２

前年８５１５人から７３３４人 （
速

範囲が拡大され、リスクが高まるこ

５割は奨学金を

また、磯崎首相補佐官 （
参議院

とから、応募が減少していることは

人に１人は非正
法や基本的人権、 言論の自由な

めに国外で「
殺し殺される」
自衛隊

での「
マスコミを懲らしめる」など憲
どを軽視する発言が続出していま

ば、 安定した生

受けている状況で

議員）の「
法的安定性関係ない」と

容易に想像ができます。日本を守

の２大原則が、日本精神を破壊し

の発言や自民党若手議員の学習会

規雇用しか道が

武藤議員は２０１２年にもブログ

投稿しました。

NHK
朝日
毎日
読売
日経
産経
共同

内閣支持率 不支持率
41.0%
43.0%
39.0%
42.0%
35.0%
51.0%
43.0%
49.0%
38.0%
50.0%
39.3%
52.6%
37.7%
51.6%

へ
の不安感は増大しています。

大学昼間部
修士課程
博士課程

7 月の世論調査
す。悲惨な戦争を反省することな

1992年 1996年 2000年 2004年 2008年 2012年
22.4%
21.2%
28.7%
41.1%
43.3%
52.5%
45.3%
40.1%
50.5%
54.6%
56.7%
60.5%
62.9%
65.7%
65.6%
67.4%
64.3%
66.2%
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クロスワードパズル
図書券プレゼント

当選 者の 発表
１７５号の答えは「シガイ

《応募方法》
セン」でした。
当選者は以下の
クロスワードの答えと、 方です。おめでとうございま

沢山のご応募ありがとうござい

（自治労連）

古味 綾子 さん

（自治労連）

中村 慶恵 さん

（県教組）

楠目 真美さん

機関紙の感想、組合名、郵 す。
便番号、住所、氏名、年齢 【当選者】
を記入の上、
県労連書記局
宛にお送り下さい。
抽選で三名様に図書カー
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