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四 国の経済 界は「四

国へ
新幹線導入を」と

各地でシンポジウムを開

皇の代替わりの日や１０連休中の

名が参加しました。元号改正や天

にくの雨にもかかわらず、約８００

メーデー高知県中央集会は、あい

そう」をスローガンに開催された

中立の日本と住みよい高知をめざ

と権利を守り、平和と民主主義、

「働くものと県民の団結で生活

らの転換」
を全体で確認しました。

を旺盛に展開しよう。」と締めく

治活動の権利を生かした取り組み

治活動、選挙活動、また個人の政

のためにも労働組合としてできる政

治勢力をしっかり伸ばすこと、そ

私たちの要求を実現するための政

になった。７月の参議院選挙では、

共同候補が当選したことで明らか

いうことは、南国市選挙区で野党

を実現できれば成果は得られると

した。集会では、
「８時間働けば暮らせる社会の実現」と「安倍政権か

集会が開催され、高知県労連加盟組織を中心に約８００名が参加しま

５月１日、高知市の中央公園において、第９０回メーデー高知県中央

見送られながら、 商店街と電車

集会後は、センター合唱団の歌に

手で確認されました。

婦人の大平氏が提案し、満場の拍

本スローガン、集会アピールは、新

われました。 メインスローガンと基

費税増税ストップについての訴えが行

県商工団体連合会の東谷氏から消

教員を増員させる取り組み、高知

組からは働き方改革実現の為にも

の必要性が訴えられました。県教

き上げと全国一律の最低賃金制度

間格差是正のためにも最低賃金引

高知自治労連の吉田氏から自治体

にこだわった格差是正の取り組み、

生協労組の清水氏からベースアップ

四国の完全民営化に向けた取組を

月「国鉄改革の趣旨を踏まえＪＲ

る▲国土交通省は、 ２０１８年３

営安定基金運用収益に依存してい

いる。ＪＲ四国の決算は、大半が経

全９路線で減る見込みであるとして

Ｒ四国の２０４０年度利用者数が、

２０１７年６月に四国運輸局は、Ｊ

減に歯止めがかからない▲さらに、

が高く、人口減とともに運賃収入

を発表した。四国は少子高齢化率

し、線路の維持が困難であること

大橋線以外は全てが赤字であると

問だ▲今年３月、ＪＲ四国は瀬戸

通して本当にメリットがあるのかは疑

行っている。ただ、四国に新幹線を

くなどの運動を盛んに

開催となり参加者の減少が予想さ

くりました。

進めるとともに、鉄道輸送サービ

めて働き方のルールづくりや長時間

連法が段階的に施行されるが、改

長が行い、
「４月から働き方改革関

主催者挨拶は、県労連筒井委員

平氏、立憲民主党、日本共産党、

の広田一氏、参議院議員の仁比聡

県知事、高知市長、衆議院議員

メーデー集会に対しては、 高知

各界からメッセージが寄せられる

ました。

には、 風船とこいのぼりを配布し

底考えられない▲今こそ、四国に

完全民営化が実現出来ることは到

来る段階に至ってず、 これからも

なるような安定的な利益を計上出

ＪＲ四国は、これまで上場可能と

してこの間の３０年を検証している。

必要な取組を進めてまいりたい」
と

スを果たしていくことができるよう、

あいにくの雨も８００名参加

れましたが、平日は参加できない労

通りをデモ行進しました。 デモ中

労働の是正が課題となっている。８

社民党などからメッセージが寄せら

新幹線でなく、四国の住民本位の

なりました。

時間働けば帰れる、 暮らせる社

れました。

現、消費税増税反対を訴え、最後

らに、 最低賃金の全国一律の実

職場をめざそう」
と訴えました。さ

り、大いに交流が行われました。

りも多い１００名を超える参加があ

ルにて大交流会を開催し、例年よ

デモ行進終了後は、高知城ホー

（
橋）

として残すことが求められている

らなる支援により、公共交通機関

鉄道を存続させるためにも国のさ

筒井委員長の発言

会、働きがいを持って健康で働ける

に「今年は選挙の年。本気の共闘

参加者からの発言では、 こうち

参加者からの発言

針路

働者の参加もあり、集会は盛会と

第９０回メーデー高知県中央集会を開催
５月１日「労働者の祭典」に８００名参加
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２０１９年は
「選挙の年」です。すでに前半の統一地方選挙

準を持ちましょう。

情勢
安倍政権は、２０２０

年の東京オリンピックや元

号改正の機運を利用し、

「新しい時代に新しい憲法

を」をスローガンに、憲法

改正という国民にとって

２０１２年からスタートした第２次
安倍政権は、第１次安倍内閣の失
敗に学び、憲法改正のトーンを隠
しながら、アベノミクスで「経済政

る法案を数々と強行し、憲法改正
へ
の足掛かりを作ってきました。
アベノミクスという幻想
第２次安倍内閣が最初に取り組
んだのは、
「経済政策」です。自ら
の名前を冠したアベノミクスを打ち
出しました。アベノミクスの
「３本の
矢」は、①大胆な金融政策、②機
動的な財政政策、 ③民間投資を
喚起する成長戦力、でした。
その後、①希望を生み出す強い
経済、②夢を紡ぐ子育て支援、③

国民１人あたりの名目ＧＤＰ
労働分配率
家計消費支出 （
実質）
実質賃金
文教予算

創り出してきました。 マスコミの幹

部と食事会を行い、 情報へ
の対策

も積極的に行っています。
アベノミクスの成果

左の図でわかる通り、アベノミク

スによって、 富裕層や大企業が劇

的に潤った反面、その恩恵はまった

く労働者や庶民へ
いきわたっていな

いことが明らかとなっています。安

倍首相が盛んに吹聴していた
「トリ

クルダウン（
大企業が儲かればその

利潤がしたたり落ちて、中小企業

や地域が潤う）
」はまったく起き

ず、格差と貧困がさらに拡大して
いるのが実態です。

大企業の役員報酬額 （
報酬１億円以上）
富裕層上位４０人の金融資産

大企業の経常利益
自民党への企業 ・団体献金

大企業の配当金
役員報酬１億円以上の人数

貯蓄ゼロ世帯数
富裕層 （
資産１億円以上）の金融資産

大企業の内部留保
過労自殺 ・精神疾患 （
労災請求件数）

非正規労働者数
軍事費

ワーキングプアの労働者数
非正規雇用の比率

復の雰囲気づくりを官民総動員で

策」を前面に打ち出し、支持率を 安心につながる社会保障、という
得てきました。その支持率を背景 「新３本の矢」を打ち出し、景気回
に、 国家権力や軍事力を強化す

２０１２年を１００とした場合の
２０１６年および直近データの指数

大変重要な事柄を数の

力で強行しようとしてい

ます。
安倍首相は、 ２０１９

年１０月の消費税１０％

へ
の引き上げを表明して

いますが、国民生活が一

向に上向かないことを逆

手に取って、「消費税増

税延期の信を問う」と

衆参同時選挙も視野に

入れています。野党統一

候補の擁立が進む前に衆

参同時選挙に打って出る

ことで議席を確保し、憲

法改正へ
の動きを加速さ

せようとしています。野
党の了解もなく開いた憲
法審査会にも、その狙い

安倍政権の７年

今の政治を振り返り、私たちの要求との比較で政治選択の基

政治活動であるとともに、主権者としての意思表明の場です。

挙と高知県知事選挙が控えています。投票行動は最も身近な

が実施され、７月末には参議院選挙、１１月には高知市長選

主権者としての選択～安倍政権を振り返る①～
が隠されています。

アベノミクス「３本の矢」の成果
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３本の矢の正体

安倍政権が進めてきた「３本の

矢」の正体を明らかすれば、安倍

政権が誰に向けた政治を推し進め

ているのかが分かります。

①大胆な金融政策

日本銀行が株を大量に購入する

ことで株価を引き上げるととも

に、マイナス金利によって、企業の

設備投資を喚起し、 ２％のインフ

レを打ち出しました。株価は２０１

２年の倍近い２万円台となっていま

すが、その恩恵を受けているのは、

株を保有する株主に限られてお

り、私たち庶民にはその恩恵どこ

ろか、インフレによる物価上昇が大

きくのしかかっています。

②機動的な財政政策

民主党政権時代の
「コンクリート

から人へ
」
とは逆行する
「大規模公

共事業」の復活を指します。公共

事業を増やすことで、自民党の支

持基盤であるゼネコンは大きな利益

を上げ、 その利益は自民党へ
の企

業 ・団体献金へ
となっています。

③民間投資を喚起する成長戦力

民間へ
のアウトソーシングを指しま

す。 今まで公的な機関がになって

いた事業を民間へ
移管することで、

企業を儲けさせる狙いがありま

す。しかし、民間に移管すること

で、 労働者の賃金の低下が進み、

公的な事業の安心・
安全が脅かさ

れています。

日本の軍事化を進める安倍政権
憲法改正で戦争する国をめざす
安倍政権のもう一つの特徴は、
「日本の軍事化」です。安倍政権発足後
の動きを見れば、
「国民の生命と財産を守る」
のが目的ではなく、他国
に攻めることができる日本を作っていくことが目的であることは明白で
す。

が施行されています。さらに、２

と一緒に、 集団的自衛権を盾に

安倍政権は、軍事力の強化に予

軍事力強化から見えるもの

どの法律も、警察などの国家権

算をつぎ込む一方で、社会保障の

地球の裏側まで戦争を仕掛けられ

機購入することを決定しています。

力を強化するもので、見られたく

削減と国民へ
の負担増を押し付け

０１７年には、 戦前の共謀罪とも

機体の購入費と維持費の総額は

ない情報を隠し、 国民へ
の監視を

ています。第２次安倍政権発足後

安倍政権は、「史上最も高額な

６・２兆円を超えます。

強めるものです。 戦前の日本に

の６年間で、社会保障費が少なく

る国になっています。

さらに、地上配備型迎撃システム

も、 隣組や共謀罪といった政府の

とも３兆８８５０億円削減されてい

言われる
「テロ等準備罪」
が強行成

「イージス・アショア」にも総額６０

政策に反対するものを監視し取り

ることが明らかになっています。限

兵器システム」
と言われる米軍の最

００億円以上をかけて配備するこ

締まる制度が作られ、多くの反戦

定的となっている高校授業料の無

軍事力強化で社会保障が削減

ととしていますが、当初の３倍近い

活動家が投獄され命を奪われてい

償化や保育料の無償化も、 現在

立されています。

費用がかかることも判明していま

ます。

の過剰な軍事費を削れば実現可

新鋭ステルス戦闘機のＦ３５を１４７

す。それに加え、自衛隊の護衛艦

集団的自衛権容認を強行

「いずも」の空母化など、
「専守防

能な政策となっています。

衛」
を大きく上回る軍事力の強化

勢があります。２つ目には、憲法

るアメリカ言いなりの日本政府の姿

リカの軍事システムを言い値で買い取

負担を押し付けるとともに、アメ

費を削減し、日本などの同盟国に

その背景の１つには、自国の軍事

行使は憲法違反とい

も集 団 的 自 衛 権 の

衛」が原則で、政府

の下では、「専守防

す。現行の憲法９条

権 の行 使 容 認 」 で

化は、
「集団的自衛

れにより、日本はア

行採決しました。こ

法改悪などによるカット （給付費） 2013 年～ 2018 年

安倍政権下で行われた最大の軍
事力 ・国家権力強

９条を改正し、自衛隊を軍隊にし

う姿勢を貫いていま

する
「特定秘密保護法」が施行さ

メリカなどの同盟国

▲2兆2950億円

「特例水準解消」
年金 「マクロ経済スライド」
物価変動を踏まえての減
医療 70～74歳まで2割負担
一定所得以上に2割負担導入
介護
施設の住居費・食費負担増

▲1兆5900億円

生活保護の生活扶助費削減
生活保護の冬季加算削減
診療報酬の削減
介護報酬の削減
後期高齢者医療の保険料値上げなど

が図られています。

たい安倍首相の悲願を受け、軍事

した。
しかし、安倍政権

力を強化している日本政府の姿勢
です。

原則を捨て、 憲法

はこの
「専守防衛」
の
安倍政権発足後、警察などの国

違反 の集 団的 自衛

国家権力の強化の先に
家権力の強化が急速に進められて

れ、２０１６年には、通信傍受法

います。 ２０１４年には、 政府に 権の行使を容認する
とって都合の悪い情報を非公開と 「安保関連法」を強

の改正による通信傍受の対象拡大

予算編成過程での自然増カット （国費） 2013 年度～ 2018 年度
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高

平和行進 ・ 高知市網の目行進を実施

緑地には１３０名が集まりま

した。

集会では、民青同盟、新

婦人、 民医連から平和へ
の

想いなどが発言されました。

網の目行進中には、升形で

○元号の秘密は、とても参考になりました。こうち生協労組（Ｋ・

民医連のピースランのメンバー

（Ｍ ・ Ｈ）

へ
エールを送りながら、宣伝

平和な年になるといいなぁと改めて思ったことでした。自治労連

も行いました。

○ 「元号の秘密」 を読み、 勉強になりました。 新しい元号が

来年は、 ＮＰＴ再検討会

くなるのでは？。 自治労連 （Ｋ ・ Ｔ）

議が開催される節目の年と

が、 終身雇用制度が崩壊したら、 安心して人生設計ができな

なり、 私たちの取り組みの

○先日、 経団連の会長が終身雇用守れぬ発言がありました

前進が重要となります。

た顔に見えるんですかど…。 自治労連 （Ｓ ・ Ｙ）

当選 者の 発表

な自民党議員の雑なこと！官房長官の表情がますます間の抜け

行進が実施されました。集

○国民栄誉賞を辞退したイチローに比べて、言動がでデタラメ

２２０号の答えは「テント

じめようかなと考えています。 自治労連 （K ・ Ｍ）

結集会の場となった丸の内

のタイミングで、何か新しい、子どもと一緒に楽しめる趣味をは

５月１２日、高知市６か所

会えない時は、本当につらいです。新元号も令和に決まり、こ

で国民平和大行進の網の目

○父親になり３ヵ月、毎日が学びの連続です。残業で子どもに

ウムシ」でした。当選者は以

下の方です。

【当選者】

おたよりの紹介

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、

さん

――無用

町田 健太

を切る ⑭難局を見事――する。 ――策 ⑯いいわけ。

（自治労連）

記号はＡｕ ⑧使いみち ⑩辞典 ⑫「知らぬ存ぜぬ」と――

さん

①兄弟姉妹の息子 ③厚手の対 ⑤豚肉のカツレツ ⑦元素

（自治労連）

【ヨコのカギ】

（こうち生協労組）

⑮アウトの対

機関紙の感想、組合名、郵

る ⑬大塩平八郎の――

廣井 和昭

しべの対 ⑪事と――によ

野口 正晃 さん

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。

―― ⑧夏のはじめ ⑨め

便番号、住所、氏名、年齢

館 ⑥世話人。 同窓会の

を記入の上、
県労連書記局

めての――の場所は映画

宛にお送り下さい。

③躁と―― ④彼女との初
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抽選で３名に図書カード

沙汰がない ②陽気の対

連
をプレゼントします。
（ハ

【タテのカギ】①しばらく――

労

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール 高[
知県労連ＨＰに記載してい

並べてできる言葉は？

県
ます ）]締め切りは６月８
日までとなります。

カギを解き二重枠の文字を

知

《応募方法》

(4）２０１９年５月１０日

Ｈ）

川柳コーナー

除名で人心いっしん許さず

まる山にいしんが沈めばよが明ける

投票で変わる現実１票から

コナンくん１０連休は休みなし
ちちけん君）
（

ノリノリの卒業公演指原さん

高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

国民大運動実行委員会 2019 年度総会
2019 年 5 月 25 日(土)14:00 ～
【場 所】 高知城ホール 2 階
【講 師】 梶川 憲さん(京都総評議長)
【内 容】「京都市長選挙、京都府知事選挙の闘い
と教訓に学ぶ」
【日 程】

原水爆禁止四国大会ｉｎ愛媛
【日 程】

2019 年 6 月 15 日～ 16 日

愛媛県男女共同参画センター
【講 師】 土田 弥生さん(日本原水協)
【場 所】

バスを出してツアーを組む予定になっておりますので、
参加費等については、高知原水協へお問合せください

○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。

