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安倍内閣は、１９年１

０月に消費税率１０％へ

の引き上げ強行を明言

している。低所得者ほど

税制だ。さらに消費不況が長期に

負担が重く生活費にもかかってくる

わたって続いている中での増税はまさ

と議論を行いましょう。

各組織が別々に動くのではなく、

に「栄養失調の子どもに絶食を強

いよいよ春闘も本格化しています。経団連はベースアップを
「一つの選

この春闘期に全組織で要求を提出

いるようなものだ」
（
藤井聡京都大

消費税は憲法の精神にそぐわない

プにこだわる春闘を展開し、春闘行動を通じ組合活動の
「見える化」
で

し、賃上げの雰囲気を作り、経営

学大学院教授）と言える。前回消

賞与も含めた年収ベースでの引き上げを呼び掛けていますが、ベースアッ
組織の強化と拡大を進めましょう。

者や当局へ
迫りましょう。

２％とかろうじてプラスになりまし

を除いた実質賃金は、前年度比０・ が推し進められた第２次安倍政権

（
速報）によると、物価変動の影響

２０１８年 の毎 月 勤 労 統 計 調 査

２月８日に厚生労働省が発表した

下で減少した５％の実質賃金に、

れ、確認されました。アベノミクス

間額１５０円増 （
アップ）が掲げら

員会では、月額２万５０００円、時

ましょう。

るとともに、特別条項を廃止させ

３６０時間までの３６協定を締結す

作られました。週４５時間、年間

分ながらも残業時間の上限規制が

労働基準法の改正によって、不十

ている▲政府は、景気悪化を防ぐ

～８月期の国内総生産 （
ＧＤＰは)
年率２・５％のマイナス成長となっ

準を上回った月はなく、 １８年７

降、家計の消費支出が増税前の水

費税８％へ
増税した１４年４月以

２日から開催された全労連評議

た。しかし、２０１７年はマイナス０・ 定期昇給２％を上乗せした金額で

ため、予算案で中小小売店でキャッ

ず実態を浮き彫りにする必要があ

長時間・
過密労働の是正には、ま

８％の税率に据え置く複数税率の

を取るとしており、食料品などを

還元をするなど２兆円規模の対策

シュ
レス決済をした場合に最大５％の
また、最低賃金要求として、時
間額１０００円以上、 日額８００

ります。雇用主の義務である労働

導入も予定されている。 これによ

す。

は改善されていないことが明らかと

０円以上、 月額１７万６０００円

時間の把握を行わせましょう。

質賃金は横ばいで、労働者の生活
なりました。

⑤格差を是正させよう

上げて盛んに宣伝しています。しか

額等の春闘方針を決定しました。

た第３３回中央委員会で基本要求

の取り組みを進めましょう。また、

ついても、 要求月数を揃えるなど

是正させましょう。一時金要求に

不合理な正規と非正規の格差を

リンクは、 現 金 なら 全 て８％ 、

変わってくる▲「清涼飲料水」のド

商品をどこで買うかによって税率が

り、食料品かそれ以外かに加えて

県労連は、 ２月１７日に開催さ

し、地域では物価上昇に歯止めが

１９春闘で労働条件の改善を！

代を合わせた
「決まって支給する給

統計調査でも、 定例給与と残業

り巻く「長時間 ・過密労働」の是

引き上げとともに、 私たちを取

２０１９年春闘では、賃金の大幅

県労連 ・全労連の仲間と歩調を

を行いましょう。

企業内最低賃金の締結と引き上げ

はさらに仕組みは複雑で消費者だ

なる。
「医薬部外品」のドリンクで

大手コンビニ６％。中小商店３％と

キャッシュ
レスだと大手デパート８％、

み、 それを基に要求の練り上げ

均年齢、定昇額などの数字をつか

賃金闘争に必要な平均賃金、平

にしていきましょう。

と労働条件の改善を勝ち取る春闘

合わせた統一行動で、大幅賃上げ

れば （
忠）

だ。増税そのものをやめさせなけ

けでなく経営者でも混乱は必至

①賃金など数字をつかみきろう

２月末の提出と３月１３日回答を

このような情勢を反映し、１月２

全労連の基本要求

います。

３％、 ２年連続でマイナスとなって

与」で見ると、前年比マイナス０・ 正を大きく進めましょう。

実態が広がっています。 毎月勤労

かからず、 依然として厳しい生活

がっている」と名目賃金のみを取り

安倍首相は、
「労働者の所得は上

以上を掲げています。

２％であったことを考えれば、 実

④実労働時間の把握を

賃金をめぐる情勢

③３６協定を見直そう

②全組織で要求提出を

針路

択肢」としながら、様々な賃上げの検討として、毎年変動させられる

賃金・労働条件の引き上げを勝ち取ろう
春闘行動を通じて組織強化と拡大を！
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厚生労働省不正データ明らかに
アベノミクス「成果偽装」の実態
者」を調査対象から除外していま

さらに、同１月から「日雇い労働
３％ 低 い

りさらに０・

なったことを

す。すべての変更が２０１８年１月 「０・
９％」
と
から行われ、 それによって名目賃

指 摘 しまし

除 いた実 質

た。 これに

賃金は、 政

金が高くなっていた点からも、 安

野党は、この２点の変更点につい

府公表の０・

倍政権がアベノミクスの効果を偽装

ても２０１２年から調査企業など

２％増からマ

厚生労働省は、発覚したデータの不正を受け、２月８日、毎月勤労

を揃えた
「参考値」
を求めています

イナス０・３

よって物価変

をそのまま使用していたにもかかわ

が、 政府はこれを非公開としてい

％ になるこ

するために、意図的に行われたので

らず、 ２０１８年１月からは全数

ることからも、 疑惑はさらに深

統計調査の２０１８年の年間結果 （
速報）を発表しました。ここで明ら

調査したかのようにデータに補正を

まっています。

かになったのは、一向に上昇しない実質賃金の実態と算出基準を変えて

厚生労働省が作成する「毎月勤
かけていたこと （
これによって全体

動の影 響 を

労統計調査」で、２０１８年１月か
平均の中で５００人以上事業所の

はないかと疑惑が持たれています。

らの名目賃金の伸び率があまりに
比率が上がるが、 それを過去に
「毎月勤労統計調査」は、 賃金

遡って処理をしなかった）
。

算し、政府の訂正値「１・４％」よ

者を含めた２０１８年分の賃金を試

これに対し、 野党は日雇い労働

た。

になりまし

とも明らか

いたこと。

そこで発覚した不正は、国自体の

れる政府の基幹統計の一つです。

実質賃金の

（対前年比）

伸び率（同）

Ｐ６００兆円の達成」を掲げまし

Ｐのかさ上げ、毎月勤労統計調査

として選択しましょう。

られる政治をめざすのかを主権者

格差を是正し、地域でくらし続け

庶民の生活を蔑ろにする政治か、

があります。格差をさらに広げ、

私達には政治選択の自由と権利

交代のチャンスです。

可能性もあります。 これは政権

権は、衆参同時選挙に打って出る

れます。 憲法改悪を狙う安倍政

今年７月には参議院選挙が行わ

選挙で政治転換を

ています。

し進めようとする姿勢が作り出し

基準改定前後の名目ＧＤＰの比較
（
２０１５年度）

２月８日には、 厚生労働省から

た。 翌２０１６年１２月に発表さ

今国会で明らかにされているＧＤ

２０１２年まで遡って補正をかけた

の不正、 ２０１８年の臨時国会で

のデータ偽装、さらに辿れば「働

れた２０１５年度ＧＤＰは、 ３１兆

存在しています。安倍政権は、２

き方改革関連法」で裁量労働制の

円も増加しました。しかし、そこ
４％へ
と下方修正されました。

０１５年度よりＧＤＰの算出方法に

訂正データが公表され、訂正前に

さらなる不正疑惑も

ついて、研究開発費なども組み入

は、
「入管法」の改正にあたって出

しかし、政府による賃金の偽装疑

政権下で次々と明らかになる偽装

適応拡大法案を取り下げるきっか
年１月から５００人以下の抽出調

もに、新しく項目も追加していま

けとなったデータ偽装など、安倍
査の対象を入れ替えており、これ

れる「国際基準」に変更するとと
によって中小企業比率が４３・
９％

惑はこれに留まりません。２０１８

された外国人労働者の失踪について

嘘とごまかしの安倍政権

５兆円もかさ上げされています。

名目の伸び率

現金給与総額

にも、安倍政権による
「仕掛け」
が

安倍政権は、２０１５年に「ＧＤ

ＧＤＰもかさ上げ

２０１８年の賃金 （毎月勤労統計）

す。その結果、
「国際基準」要因 と隠ぺいは、 国民へ
の説明を放棄
で２４兆円、「その他追加」で７・ し、自分たちに都合のいい政治を推
から４１・１％に下がっています。

名目値（兆円）
改定前 改定後
差
500.6
532.2
31.6
503.8
532.2
28.4
378.5
399.4
21.0
292.0
299.9
7.9
14.8
15.9
1.2
70.1
81.2
11.1
1.6
2.4
0.8
125.3
132.8
7.4
102.3
106.0
3.8
23.0
26.7
3.7
0.0
0.0
0.0
▲3.2
0.0
3.2
87.4
91.7
4.3
90.5
91.6
1.1
内閣府 「国民経済計算」

GDP
国内需要
民間需要
民間最終消費支出
民間在宅
民間企業設備
民間在庫変動
公的需要
政府最終消費支出
公的固定資本形成
公的在庫変動
財貨・サービスの純輸出
財貨・サービスの輸出
財貨・サービスの輸入

- 0 .3 0 %

3 2 万2 ,1 0 0 円

0 .9 %

野党試算

0.20%

32万3,669円

まで
「アベノミクスの成功」を演出しようとする安倍政権の偽装です。

も高かった問題について、厚生労働

明らかになった不正データ

省はデータに不正があったことを認

①２００４年から５００人以上の事

や労働時間に関する統計で、国内

めました。不正の内容は以下の

業所について、全数調査すべきとこ

総生産 （
ＧＤＰ）の算出にも用いら

②２０１７年までは抽出調査の数字

名目の

は１．７％だった名目賃金は、 １．

信用をも揺るがす問題です。

嘘とごまかしにまみれた
安倍政権からの転換を！

ろを３分の１の抽出調査で済まして

高知からの参加者

1.4%

厚生省発表
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消費税増税をストップさせ
実質賃金引き上げる春闘に
安倍首相は「名目賃金はこの間引き上がっている」とし

ることが必要です。

を阻止し、実質賃金を引き上げる大幅賃上げを勝ち取

しています。２０１９年春闘では、消費税のさらなる増税

費は増税前の水準に届かず、庶民のくらしは苦しさをま

た。しかし、２０１４年の消費税８％への増税後、家計消

て、今年１０月からの消費税１０％への増税を明言しまし

ＮＯ．２１８
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県
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２月１０日
(3)２０１９年

た。政府は、国内総生

な ったと 宣 言 しま し

後最長の景気拡大」
と

なみ景気を越えて
「戦

での拡大となり、いざ

気拡大が７４ヵ月連続

月例経済報告で、 景

政府は、 今年１月の

更し、数値が高く見え

ＧＤＰの算出方法を変

うに、 ２０１５年から

前ページで指摘したよ

かさ上げされたＧＤＰ

破たんしています。

ダウン理論」は完全に

も潤うという
「トリクル

ば中小企業や労働者

災しました。

とや多くの日本漁船などが被

によって、マーシャル諸島の人び

をおこないました。 この核実験

１９５４年３月１日未明、 ア

に第１回原水爆禁止世界大会が

止署名が集められ、翌５５年８月

ました。 ３千数百万の原水爆禁

て広島型原爆の約１０００倍の 長崎をくりかえさせるなと、 全
威力をもつ水爆実験（
ブラボー） 国に原水爆禁止の声がまきおこり

メリカは太平洋ビキニ環礁におい

開催されました。原水爆禁止日

民に大きな衝撃をあたえ、広島・

この３・１ビキニ事件は、日本国

です。大企業が儲かれ

産の名目成長率が高く

るよう操作をしていま

焼津のマグロはえ縄漁船
「第五

実感のない好景気

なるとともに、雇用環

す。それに加え、日本

福竜丸」は、アメリカ政府の指

ビキニデーを考える

境が大幅に改善したと

銀行による株式の購入

本協議会（
日本原水協）はその年

指摘しており、企業収

の実感がないことは明

しかし、 くらしにそ

いると強調しています。

益も過去最高となって

した。

景気を創り出してきま

履かせ、見せかけの好

て、株と企業に下駄を

と低 金 利 政 策 によっ

歳）は「原水爆の被害者はわた

長の久保山愛吉さん（
当時４０

が急性放射能症にかかり、無線

”
を浴び、 ２３人の乗組員全員

あったにもかかわらず、“
死の灰

定した危険区域外で操業中で

をひろげてきました。いまや核兵

国政府と連帯して、 世論と運動

してかかげ、 世界諸国民や非核

廃絶、被爆者援護 ・連帯を一貫

止運動は、核戦争阻止、核兵器

以来６４年間、日本の原水爆禁

らかです。

劣悪な雇用の増加

の９月に結成されました。

増大し続ける内部留保

益を労働者や地域に

企業と大株主が、 利

ています。不安定で低

約４割近くまでになっ

加し続け、全労働者の

動と静岡県の実行委員会が共催

水爆禁止運動をになう全国の運

保山さんの遺志をひき継ぎ、 原

器廃絶は世界の大きな流れに発

還元していないことが

賃金労働者の増加で、

してきた伝統ある行事です。ビキ

しを最後にしてほしい」
と言い残

挙げられます。２０１

格差と貧困はさらに拡

ニデー集会では、 核兵器廃絶を

雇用環境の改善につい

７年度の大企業の内部

大しています。

求める署名の推進、被爆者とビキ

その大きな理由は、

留保は４２５・８兆円

実質賃金の引き上げを

ニ水爆実験被災者の連帯 ・交流

して、 その年の９月に亡くなり

となり、 第２時安倍

２０１９年春闘では、

を深めます。 さらに８月の原水

ても、非正規雇用が増

政権が発足した２０１

第２次安倍政権発足か

爆禁止世界大会にむけて内外での

空前の利益を上げる大

２年度から、内部留保

ら５％下がった実質賃

広範な共同を呼びかける場となっ

３・１ビキニデー集会は、この久

は１．２８倍となってい

金を上回る賃上げを勝

展しています。

ます。一方で、労働者

ています。

ました。

の賃金は１．０３倍（
不 ち取るため、奮闘して
正統計発覚前の数値） いきましょう。

クロスワードパズル

図書券プレゼント

クロスワードの答えと、

当選 者の 発表

２１７号の答えは「コママ

ワシ」でした。当選者は以下

の方です。

【当選者】

さん

を飾る花 ⑮線。 オン――

（自治労連）

で ⑩♪――は広いな大きいな ⑫日暮れどき ⑭日本の秋

さん

が――した ⑦配偶者の兄弟姉妹 ⑨ご――の方はこちらま

（県教組）

①――の高跳び歩の餌食 ③お――ごもっともです ⑤権威

（自治労連）

【ヨコのカギ】

山下 佐智

たもの

酒井 弘

金持ちな 「黄金虫」 が建て

友永 龍二 さん

――だるま、――合戦 ⑬

クロスワードパズル

申し訳ありませんが、事務の都合
上、図書カードの発送が遅れる場
合がありますので、ご了承くださ
い。

⑪――に皺を寄せる ⑫

機関紙の感想、組合名、郵

えばかあ ⑧冗談の文句

便番号、住所、氏名、年齢

むこと ④ペア ⑥――と言

を記入の上、
県労連書記局

北海道の湖 ③こっそり盗

ＮＯ．２１８

宛にお送り下さい。

の―― ②透明度で有名な

連
抽選で３名に図書カード

【タテのカギ】①練習。小唄

労

をプレゼントします。
（ハ

並べてできる言葉は？

県
となります。

カギを解き二重枠の文字を

知

《応募方法》

高

ガキ、ＦＡＸ、ｅメール

２月１０日

[kochikenroren@fm2.seikyou.ne.jp]
）
締め切りは３月７日まで

(4）２０１９年

おたよりの紹介
○今年は、年女で定年退職でもあり、私も健康第一で過ごした

○「働き方」をいい方向で変えてもらわないと、ヨレヨレの毎日で

いと思います。 自治労連 （Ｙ ・ Ｅ）

す。 そのためには、 安倍政権にストップをかけ、 「民主的転換」
を共にめざしましょう。 県教組 （Ｈ ・ Ｓ）

○今年の選挙日程は忙しい時季に３つとも重なりますね。猪の
ように鼻息荒い議員が出てきて、政治が少しでも活性化すれば

○２０１８年を振りかえる記事をみながら、今年はまさに勝負の年

いいのですが ...。 自治労連 （Ｙ ・ Ｓ）

と感じます。 沢山ありますが中でも、 消費税増税や憲法改悪阻
止等、力をあわせて働きかけなくてはと思っています。自治労連

○ 「２０１８年を振り返る」 はいい企画だと思いました。 「そうだっ

（Ｙ ・ Ｙ）

た」 等、 振り返ったことでした。 自治労連 （Ｒ ・ Ｍ）
○昨年度は日本母親大会高知大会で大変刺激を受けました。
○新しい年が始まりました。 平成も終わりになります。 ところで

様々な取組を毎回機関紙で勉強させてもらっていますが、実際に

「こままわし」 ですが、 私はやったことがありません。 自治労連

参加することも大切だなと実感しました。高教組

（Ｍ ・ Ｆ）
○本当に消費税１０％は困ります。 ＴＶでは、 決定されていると

川柳コーナー

いうので、かけこみショッピングの計画も、大きな買い物があるか

統計も神羅万象安倍の神

火の車ちがう車に乗りたいな

っちゃら議席持ってるし
かさ増しもへ

野球部のダンス出演シショウなし

高橋狸）
（

西野さん何か事情があるのカナ
高橋狸）
（

もしれない我が家です ...。 県教組 （Ｎ ・ Ｏ）
○日々の活動、 ご苦労様です。 子ども達の未来が平和な世界
である事を願って... 今年も頑張ります。 自治労連 （Ｓ）
○お昼休み、３０分くらい体操をしています。一日中すわってい
るので体を動かしリフレッシュしています。 自治労連 （Ｍ ・ Ｓ）
○働き方改革など、様々なことが各地で行われ実際に行動に移
すことの重要性を感じた。 自治労連 （Ｒ ・ Ｔ）
○日々の活動お疲れ様です。 「新年号」 特別企画分かりやす
かったです！自治労連 （Ｔ ・ Ｋ）

沢山の投稿をお待ちしています
○機関紙のバックナンバーは県労連ホームページで見ることが出来ます。 「高知県労連」 で検索できます。

