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安倍政権をこれ以上許すのか

嘘とごまかしで国民を騙す

では、 なぜ安倍政権が６年の長

いよいよ７月２１日に参議院選挙
り、アベノミクスは日本の二極化を

ロ世帯は３００万世帯を超えてお

３０万人を超えています。 貯蓄ゼ

法の変更、報告書の改ざん・隠蔽

の会食、 基幹調査について調査方

後、内閣人事局の創設、マスコミと

それは、第二次安倍政権スタート

るどころか逆に高めてしまった▲対ロ
外交もひどい。 四島返還から二島

で訪問したイラン。 緊張を緩和す

安倍外交の「ボロボロ」
度が目につく。
「パシリ」
度が際立ったのがトラン
プ米大統領の「お使い」

が行われます。安倍政権の６年間
さらに拡大させています。

期政権を続けているのでしょうか。

に審判を下すのが今回の参議院選
庶民の生活はさらに厳しく

ています。にもかかわらず、年金

さらに１０％へ
と引き上げようとし

の締結を参議院選挙後に引き延ば

受け取り拒否や、 日米通商条約

年金の２０００万円不足の報告書

らしは、 良くなっていないというの

賑わせています。しかし、庶民の暮

後、 聞こえの良い言葉がＴＶ等を

価など、第二次安倍政権スタート

空前の利益、２万円台を超える株

戦後最長の
「好景気」
、大企業の

２の選挙区での野党統一候補の躍

ろうとはしなかった政策ですが、３

な要求です。安倍政権が決してや

い方を変えて行くことで実現可能

す。この要求は、税の集め方や使

活し続けられる社会を求めていま

会、医療費や年金の心配なしに生

ず。 仲良くするどころか徴用工問
題で輸出制限▲戦争を防ぐのは圧
力ではなく対話。 信頼と対話によ
る外交力が問われている （
田）

人の雇用が米国で確保できたと感
謝を述べた▲大阪Ｇ２０では、 大阪
城へ
のエレベーター設置を「大きなミ
ス」と言ってしまい、「バリアフリー
に逆行」と各国首脳のひんしゅく
を買ってしまった。 長口上の安倍首
相、 ヤジは飛ばせてもジョークは飛
ばせない▲米朝首脳の電撃会談も
安倍首相はまたも蚊帳の外。 日本
側に事前連絡もなし。 隣国の同盟
国 の韓 国 大 統 領 とさ え会 談 でき

つかせる始末。 他方、 問題のサウ
ジのムハンマド皇太子には米国の兵器
を大量に購入してもらって１００万

は普天間基地の返還を日本による
「収奪だ」と決めつけ賠償さえチラ

したにもかかわらず、「安保ただ乗
り」 論 で更 なる負 担 を求 められ
た。言うに事欠いてトランプ大統領

ロシアは応じそうにない▲ゴルフに相
撲に炉端焼きとこれでもかと接待

返還へ
転換。「日本固有の領土」の
表現も封印。「領土問題」に格下
げ。二島が返ってくるかと思いきや

挙です。アベノミクスによって私た

は削られ続け、 国保料なども上

すなど、国民を馬鹿にした政治に

の集中と忖度政治を進め、国民を

今回の参議院選挙は、 ６年とい

がり続けています。食料品などの

は、立憲主義や国民主権の考え方

安倍政権は、消費税を５％から

う長期政権となった安倍政権に対

物価上昇に、賃金の引き上げは追

はなく、自分本位、お友達本位の

極め、私たちの要求を実現できる

する評価を下すものです。安倍政

い付かず、実質賃金はこの間下が

姿勢しか見えてきません。 これ以

欺いてきたからに他なりません。

権によって私たちの暮らしが良く

り続けてきました。アベノミクスで

上、国民と国会を置き去りにする

８％に引き上げ、今年１０月には

なったのかを見極め、 政治を選択

庶民の生活は良くなるどころか、

安倍政権を許してはなりません。

安倍政権の評価を下す時

していく必要があります。 その評

さらに厳しくなっています。

クス」
で暮らしは良くなったのか、②

私たちは、平等で公正な社会、８

が実感です。日銀による株価の下

進で、こうした政策の実現に大き

時間働けば普通に暮らせる社会、

支えを受け、株式投資による富裕

く近付けるものです。勝利に向け

のか、 です。

層が増える一方で、非正規の比率

奮闘しましょう。

学費の心配なしに子どもが学べる社

は４割近く、ワーキングプアは１１

格差を広げた「経済政策」

立憲主義を踏みにじる政権を許す

政治を変えて要求を実現しよう

価の基準は、①経済政策「アベノミ

候補者を国会へ送り出しましょう。

ちの暮らしが良くなったのかを見

針路

など、さまざまな手を使って権力

安倍政権の６年間を問う選挙！
８時間働けば普通に暮らせる社会の実現を
ＮＯ．
２２３
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(1)２０１９年７月１０日

自民党の主張②

生産農業所得
「１９年ぶりの高さ」

自民党の主張④

良い数字を列挙しています。都合のいい数字に踊らされる

成し、その中で「アベノミクス６年の実績」として見栄えの

自民党は、２０１９年参議院選挙に向けた政党パンフを作

産が減少しているとしていますが、

りません。自民党は中小企業の倒

り、倒産の減少傾向に変わりはあ

間１０年連続で前年を下回ってお

現役世代の退職者補充による有

います。

が上がっているかのように見せかけて

同様に、数字を改ざんして、実績

勤労統計や国民総生産（
ＧＤＰ）
と

きくなるようにしています。 毎月

方に変更することで、所得額が大

ま生産農業所得にプラスするやり

からは、経常補助金の額をそのま

算出していましたが。２０１５年度

償など）を計算式に含んだもので

までは、経常補助金（
コメの所得補

計算方法を変更しています。これ

２０１５年度から生産農業所得の

中小企業の倒産「２８年ぶりの低水準」

ことなく、私たちの要求を実現できる候補者を選ぶ必要が

従業員数別に見ると、５人未満の

都合のいい数字が踊る
安倍政権の「実績」を切る

あります。 ７月２１日投開票となる参議院選挙では、 安

事業所倒産構成比は過去最高の７

実は、 企業の倒産件数は、この

倍政権が打ち出すさまざまなデータに対し、真実を見極

企業にとっては大変厳しい状況が続

４・３％となっており、 中小零細

自民党の主張①

いています。
倒産が増加に転じたほか、病院・
医

さらに、 １０年ぶりに小売業の

が蔓延しており、そこは一向に改

院の倒産が倍加するなど、地域で
産企業の実状からも明らかとなっ

の消費行動が伴っていないことは倒

善されていないのが現状です。

若者の就職内定率「過去最高水準」
自民党は、 若者の
就職内定率が過去最
高水準 （
大卒９７・６

ています。
また、 倒産はしていないものの、
実態として稼働していない休眠企業
も増加しています。

自民党の主張③

有効求人倍率増加の背景には、

効求人数の増加と少子化による求

厚生労働資料から抜粋

め検証しながら判断することが必要です。

厚生労働資料から抜粋

有効求人倍率「全ての都道府県で１倍超え」
求職者数の減少が大きく関係して

職者数の減少が有効求人倍率を大

そこに加え、 上の図の通り、 ３

います。実際に、２０１３年と２０
が６０万人分増加する一方で、有

年以内の離職率の高止まり（
短大

きく引き上げています。
効求職者数は５２万人減少してい

等は４１・５％にもなる）も、 有

１８年を比較すると、有効求人数

ます。さらに離職者数も１６万人

効求人倍率の引き上げを助長して

求人数 ・ 有効求人倍率 ・ 離職率の推移

％、高卒９８・２％）
であると宣伝していま
すが、 この間の少子
高齢化によって、退職
者の増加と人手不足
が主な要因です。企
業は労働者確保の必
要性によって、高卒か
らの採用数を増やし

平成２３年
平成２４年
高卒 平成２５年
平成２６年
平成２７年
平成２３年
平成２４年
大卒 平成２５年
平成２６年
平成２７年

ています。しかし、若
者の３年以内の離職
率は高卒４割、大卒

増加しているのが分かります （
下

います。

内定率（高校）
内定率（大学）

３割と、 この間高止

図）
。

求人倍率
離職者数

2013年3月
2018年3月 18年-13年
217万8634人 278万2421人 60万3787人
223万6579人 171万6557人 ▲52万22人
0.94倍
1.62倍
0.68倍
717万7600人 734万1100人 16万3500人
97.6%
99.3%
1.7%
93.9%
99.3%
5.4%

求人数
求職者数

３年目までの離職率（％）
１年目 ２年目 ３年目
39.6
19.6
11.3
8.8
40
19.8
11.7
8.6
40.9
20.1
11.8
9.1
40.8
19.5
12
9.3
39.3
18.2
11.6
9.6
32.4
13.4
10.1
8.8
32.3
13.1
10.3
8.9
31.9
12.8
10
9.1
32.2
12.3
10.6
9.4
31.8
11.9
10.4
9.5
卒業
学歴

まりしており、 就職
したとしても長時間
労働や過剰なノルマな
ど、ブラックな働き方

高卒・大卒の３年以内の離職率

ＮＯ．２２３
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(2)２０１９年７月１０日

アベノミクス「６年の実績」を検証する

自民党の主張⑤
なっています。物価上昇に対して賃

０代の可処分所得の減少が顕著と

働者数が増加していることが分かり

に伴い、正規労働者数と非正規労

下図のように、 雇用者数の増加

り、 非正規へ
の置

規雇用となってお

体の約４割が非正

すでに労働者全

し、人手不足を背景に非正規では

０９年を底に、 雇用者数は増加

果のように吹聴していますが、２０

化させています。

密労働をさらに悪

不 足 と長 時 間 過

の合理化が、人手

ア（
働く貧困層）
」

です。不安定で低賃金の非正規雇
域経済をさらに疲

を超え、それが地

の悪循環を加速さ

０１２年から可処分所得は減少し、

権とアベノミクスががスタートした２

で明らかにされているのは、安倍政

を公表しています （
下図）
。その中

れ、それが結果的に可処分所得の

かざるを得ない状況が作り出さ

を補うため、非正規であっても働

ます。つまり、可処分所得の減少

齢者が働きに出たことが挙げられ

を取り出して宣伝しているのが実態

自民党の主張⑦

です。

正確に反映する指標として、国内

そもそもなぜ国内の景気をより

化など、国内総生産 （
ＧＮＰ）を

海外拠点化による国内経済の空洞

る成果と言えます。 日本企業の

きた安倍首相にとって、唯一誇れ

国民総所得（ＧＮＰ）
「過去最高」

安倍政権は、そういったことには

総生産 （
ＧＤＰ）が重視されている

用いることで、不都合な事実を隠

なっています。
全く触れず、都合のいい数字だけ

ＮＰ）を持ち

して成果を強調しているのです。

今回、 自民党がＧＤＰを引用し

り、 ＧＤＰの算出方法を変えたこ

産したものは

支 店 等 で生

企業が海外

あり、 日本

値合計額で

れたＧＤＰは３１兆円もかさ上げさ

されるなど、 ２０１６年に発表さ

費の組み入れや新しい項目が追加

度の算出方法の変更で、研究開発

用しなかった理由です。２０１５年

企業を最大

り、 輸出大

ます 。 つま

得を含んでい

業 全 体 の所

ず、 日本企

内 に限 ら

ＮＰ）は、国

内総所得（
Ｇ

ても過言ではありません。

たのが、アベノミクスの６年間と言っ

企業と裕福層のみが肥え太ってき

た「トリクルダウン」は起きず、大

た。安倍首相が盛んに吹聴してき

ず、 格差は拡大し続けてきまし

れ、 労働者の実質賃金は上昇せ

部留保や新たな株式投資へ
と回さ

た。しかし、その利益の大半は内

福層は空前の利益を上げてきまし

アベノミクスによって、大企業や裕

れています。

限 支 援 して

ん。 逆に国

含 まれませ

ビスの付加価

生産 された とが昨年の国会で取り上げられ、
モノや サー 「ＧＤＰかさ上げ問題」として広く
国民に知られたこともＧＤＰを引

は、 国内で

国内総生 なかったのには、もう一つ理由があ
産 （ＧＤＰ） ります。 それは、 ２０１５年度よ

でしょうか。

出しているの

にもかかわらず、国内総所得 （
Ｇ

減額が可処分所得減少の要因と

子ども手当てなどの社会保障費の

金の伸びが鈍化しているとともに、

正社員有効求人倍率「史上初の１倍超え」

ます。自民党は、雇用者数と正規

労働者が集まらないために正規雇
年収２００万円以

き換えによる職場

用数も増加していることが要因で
下の
「ワーキングプ

大きな問題なのは、非正規労働
は、 １１３０万人

用増加の背景には、自民党政権が
弊させ、経済縮小

規労働者の非正規へ
の置き換えを
せています。

ようやく底を脱したに過ぎないとい

上昇を生み出したのです。
さらに、大和総研の調査では、４

うことです。
また、 この可処分所得増加の要

モデル世帯別の実質可処分所得の推移 （2011年を100とした指数）

労働者数の増加をアベノミクスの成

す。
者数も大きく増加しているという点

この間、大企業の要求に応え、正

推し進めてきた背景があります。

自民党の主張⑥

雇用者数と正規 ・ 非正規労働者数の推移 （労働力調査より）

２０１９年４月に、 大和総研グ 因の１つには、消費税増税や物価
ループが２０１１年から２０１８年の 上昇、 さらに年金の減少によって
「家計の実質可処分所得の推計」 可処分所得が減少し、 女性や高

家計の可処分所得「４年連続増加」

2013年
2018年
13年と18年の比較
5213万人 5596万人
383万人
3302万人 3476万人
174万人
1910万人 2120万人
210万人
雇用者数
正規労働者数
非正規労働者数

ＮＯ．２２３
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(3)２０１９年７月 1 ０日

クロスワードパズル
図書券プレゼント

《応募方法》

す ⑧山の枯草等を焼くこ

クロスワードの答えと、
機関紙の感想、組合名、郵

前号の謝罪
２２２号のクロスワードパ
ズルのパズル部分に誤りがあ
りました。大変申し訳ありま
せん。今回は、パズルの不備
を指摘していただいた手紙を
当選としています。
【当選者】

参議院選挙の仕組み
参議院は、衆議院よりも任期

す。

票所入場整理券が送られてきま

①選挙管理委員会から郵送で投

候補者名を記入

で「候補者名」の得票数が多い候 投票の仕方
補者から順に割り振られます。 【選挙区】

の長い６年で、３年ごとに半数ず ※２０１９年の参議院選挙から
つ改選する仕組みとなっていま 「特定枠」が設けられています。

度の選挙で２回投票します。 選

「比例代表」
選挙の２つがあり、１

②選挙管理委員が指定する投票 【比例代表】

投票の流れ

挙区と比例代表の重複立候補は

所を確認する。

す。参議院選挙は、
「選挙区」と

できないため、
「比例復活」はあ

③投票日に投票所へ
入場整理券を

政党名か比例候補者名を記入

※うす黄色の用紙

投票用紙

りません。

○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。

便番号、住所、氏名、年齢

比例代表は全国区

【日程】 ８月２日 （金） １８ ： ３０～
【場所】 高知城ホール県教組会議室

持って行く。

原水協のチラシをご確認ください。

衆議院の比例代表とは違い、

事前学習会

投票用紙

中 ・ 高校生は料金が違いますので、 詳しくは

④選挙区の投票用紙を受け取り

※高知市出発は前日の１８時です。また、大学生、

参議院は全国１つのブロックでたた

投票

※白色の用紙

【日 程】 ８月７日 （水） ～９日 （金）
【場 所】 長崎市民会館体育館 他
【参加費】 ７０， ０００円 （一般）

投票する。

原水爆禁止２０１９年世界大会

⑤比例代表の投票用紙を受け取

の政党名or 候補者名を記入

かわれます。比例代表では、候

選挙区の候補者名と比例代表

補者名か政党名を書いて投票し

⇒

藤原 昌子 さん

明かり、 上弦の―― ⑮――無援

り投票する。

宣誓書を記入

（自治労連）

をひそめる行為 ⑩桃――三年 ⑫――定規な解釈 ⑭――

ます。獲得した議席数が政党内

期日前投票所で

期日前投票を利用しよう！

⇒
受け取る

さん

⑦証明写真から記念撮影まで手掛ける街の――さん ⑨――

を記入の上、
県労連書記局

有難し ⑥――を天に任

（自治労連）

①うちこわす ③自分の事は――に上げる ⑤病院に通う

宛にお送り下さい。

大な任務 ④――有り、

小田 直人

【ヨコのカギ】

抽選で３名に図書カード

【タテのカギ】①虚礼――

投票・期日前投票に行こう！
投票用紙を

――より量 ⑬相撲で
――を踏む

クロスワードパズル

をプレゼントします。
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を並べてできる言葉は？

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。

と ⑪屁――を言うな ⑫

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール 高[
知県労連ＨＰに記載してい

カギを解き二重枠の文字

ます ）]締め切りは８月８
日までとなります。
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