あなたの力を府職労へ
加入・カンパにご協力を！

「府職の友」
は組合費で作成しています。
組合未加入のみなさんにはカンパにご協
力お願いします。

政治の流れを変えて
ので︑実質賃金は低下してい

物価は５・０％上昇している

︵年度︶

やりがいある仕事と働きやすい職場を実現しよう
もに︑○最低賃金時給１５０

ます︒
大企業がどんなに利益を増

０円の実現と全国一律最低賃

やしても︑結局は大企業の溜

金制度の確立︑○不払い・サ
ービス残業の根絶︑○長時間

め込み利益と役員や株主への

護法︑共謀罪法の廃止など︑

また︑安倍首相は﹁長時間
労働を是正する﹂
﹁不合理な
待遇差をなくす﹂と国会で演

安倍首相が

臨時国会冒頭

での衆議院解

散を表明し

た︒安倍首相

は﹁国難突破

解散﹂ と述

べ︑北朝鮮への対応につ

いて﹁対話のための対話

には意味がない﹂と﹁あ

らゆる手段による圧力﹂

﹁力強い外交﹂を強調し

ている▼米国・北朝鮮を

めぐる最大の危険は︑軍

事的緊張が高まり︑当事

者の意図に反して︑偶発

や誤算から軍事衝突が起

こることだ︒ひとたび軍

事衝突が起これば︑誰も

コントロールできず︑戦

争に発展する危険があ

し︑男女がともに安心して働

を求めるとともに︑憲法前文
説 し︑
﹁働き方改革﹂ を進め

き︑仕事と生活を両立させる

る︒核戦争という最悪の

ことが可能な﹁８時間働いた

事態はどんなことがあっ

ると述べました︒
ところが︑
い

や憲法９条︑地方自治を生か
ま政府が検討しているのは︑

す政治の実現こそ必要です︒
安倍政権は﹁大企業がもう

ら帰る﹂
﹁８時間働けば普通

す︒

らなくなったのは︑あまりに
もひどい政治に対する国民の

﹁残業代ゼロ﹂
で働かせ放題の

ても回避しなければなら

かれば︑いずれ中小企業や労

に暮らせる社会﹂を実現する

いま︑北朝鮮のミサイル発

怒り︑市民と野党の共闘が安

合法化︑月１００時間・年９

ない︒米・朝での軍事衝

働者にも恩恵がある﹂と﹁ア

には︑労働時間の規制強化と

射や核実験などが相次ぎ︑米

倍政権を追い込んだ結果で

生活できる賃金の確立︑性別

突が起これば︑数多くの

６０時間もの長時間残業の合

米軍基地を擁する日本は

法化など︑これまで労働者を

朝両国の軍事的緊張がエスカ
ベノミクス﹂など︑大企業優

レートしています︒当事者た
遇の政策︵大企業減税など︶

甚大な被害をこうむるこ

・雇用形態別の待遇格差を解

ちの意図にも反して︑偶発的
守るためにつくってきた権利

とはまちがいない▼メル

を進めました︒

な事態や誤算などによって軍

ケ ル 首 相︵ ド イ ツ︶︑ マ

消する法改正こそが必要で

ク ロ ン 大 統 領︵ フ ラ ン

を一気に奪い取る﹁働かせ方

事衝突が引き起こされる現実

ス︶︑ 文 在 寅 大 統 領︵ 韓

ところが︑９月１日に財務

の可能性が強まっています︒
業︵ 資 本 金

業代ゼロ﹂や﹁過労死ライン

万が一︑そのような事態が引

国︶をはじめ︑多数の諸
１５年度より

憲法守って
戦争ストップ

す︒

き起こされれば︑その被害は

国の首脳が﹁対話による

改悪﹂
と言わざるを得ません︒

日本にも深刻な形で及ぶこと

平和的解決﹂を求めてい

省が発表した２０１６年度の

になります︒おびただしい犠

る︒にもかかわらず国連

超え長時間労働容認﹂などの

年が毎月１００時間を超える

安倍政権は︑国民に十分な

牲をもたらす軍事衝突は︑絶

で﹁ 米 国 支 持 ﹂
﹁対話否

大手広告代理店﹁電通﹂や

上︶の内部留保は２０

残業を強いられ︑過労自死に

説明もせず︑戦争法︵安保関

対に回避しなければなりませ

新国立競技場建設現場で︑青

・６兆

追い込まれるという事件が大

連法︶や特定秘密保護法︑共

億円以

円増え︑４００兆円を

謀罪法などを次々と強行しま

法人企業統計によると︑大企

超えました︒安倍政権

きな社会問題になりました

がつくられることになりま

︵コ︶

憲法９条をもつ日本政府

が︑これらは氷山の一角に過

す︒ま た︑私 た ち 府 職 員 は
﹁職

ろうか︒

﹁対話否定論﹂に固執する態

が発足した２０１２年

労災請求件数は５年前の年間

務命令﹂によって︑戦争準備

められています︒

こそ﹁対話による平和的

定﹂の演説を行った安倍

加し︑役員報酬も９・

１２００件から１５００件へ

のための仕事をすることにな

度をあらため﹁いまこそ対話

ん︒現在の危機の打開のため

３％増えています︒一

と増えています︒この抜本的

ります︒憲法違反の法の廃止

解決﹂のイニシアチブを

した︒これによって︑政府が

方で︑労働者の賃金は

過労死 ・ 過労自死を根絶

対策こそが急務の課題です︒

に踏み切るべきだ﹂というこ

ぎません︒過労死を含む脳・

３・６％の増にとどま

発揮すべきではないのだ

・９兆円増で

度以降

っています︒この間に

とを米国政府に説くことが求

首相は︑本当に国民の安

（注）資本金10億円以上の大企業の経営データ
資料：財務省「法人企業統計」

には︑米・朝の直接対話が緊

50

﹁有事﹂と判断すれば︑国民

労働法制改悪を阻止するとと

安倍政権が進めようとして

賃金
101.2

100

心臓疾患に関する労災請求件

150

異例の解散総選挙

労働の是正・規制強化︑○出

利益となっているのが実態で

日召集の臨時

国会の冒頭に衆議院を解散す
産・育児・介護のための制度

す︒

安倍首相は

ることを表明しました︒総選

拡充︑○学費の値下げ︑給付

月

私たちの切実な要求実現と働

国会冒頭での解散は異例で
あり︑党利党略と﹁森友・加

きやすい職場づくりをめざし
ましょう︒

計学園﹂疑惑の真相追及から

一方で︑安倍首相がこのタ

言わざるを得ません︒

逃れるための解散・総選挙と

︵安保関連法︶・ 特定秘密保

型 奨 学 金 の 実 現︑ ○ 戦 争 法

挙は
22

イミングで解散しなければな

労働者いじめの
﹁働き方改革﹂

日公示︑ 日投票

28

で行われる見通しです︒

10

い る 憲 法 改 悪 を は じ め︑
﹁残

営業
純益
239.1

200

す︒この間の経常利益

250

全・安心を考えていると

大企業がもうけても
労働者に恩恵なし

経常利益
262.3

300

言えるのか︒世界に誇る

350

急で切実な課題となっていま

400

す︒そのためにも日本政府は

450

の自由や権利はすべて制限さ

500

れ︑着 実 に
﹁国家総動員体制﹂

儲けは賃金に回らず株主と企業の懐に
数は年間８００件前後︑過労

0

10

配当金548.3
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自殺を含む精神障害に関する
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