トヨタ労使は、 春闘から
春闘にかけて賃上げ額を明
示しないとして、春闘の相場
作りからの撤退を明らかにし
ました。そして今年トヨタ労
組は会社からの圧力に屈し、

電話：０２２－２９０－００６９

ホームページ:

※住所と電話番号が変わりました。

業者に違約金を課す」と主
張しています。つまり今の
ままの方が一番「安全」
「安心」と言う事の裏返し
です。
公営事業を維持し、広域
化、余剰設備の統廃合など
によって無駄・無理・ムラ
を省く計画を作る事が重要
なのであって「民営化」で
はありません。公益より金
儲けを優先する民間企業に
公共サービスを委ねてはな
りません。

の始まりにいます。それなのにあなたたちが話して

す。全ての生態系 が破壊 されて、私たちは大量絶滅

『多 くの人 達 が苦 しみ 、多 くの人 達 が死 んでい ま

世界各地で未来の為の闘

ています。韓国をはじめ

の為に若者の闘いは続い

香港では民主化と自治

目標と、それらを達成す

の人に」など の大きな

に」「平和と公正を全て

んなにそしてクリーン

《宮城支部》

いるのは、お金の事 と、経 済発 展 がいつまでも続 く

いが起きており、日本で

水は公共のものであり、安
全な水へのアクセス権は「人
権」であると、国連は大きな
目標の一つに掲げています。
日本では「清浄で豊富・低廉
な水の供給」を掲げ水道事業
を行政主体のものとして進め
てきました。公共交通など水
以外の公共サービスは他の手
段との代替えは可能ですが、
「水」は代替えできません。
水道普及率 ％という中で、
私たちは「命の水」の恩恵に
預かっているのです。
世界には１９６の国があり
ます。その中で「水道水をそ
のまま飲める国はいくつ」あ
るでしょうか？日本、アイス
ランド、ノルウェー、フィン
ランド、デンマーク、ドイ
ツ、オーストリア、南アフリ
カ、アイルランドの僅か「９
か国」しかありません。
村井宮城県知事は「民営化
によって水質が悪化すること
はない」と説明してきました
が、最近になって「水質基準
を守れなかった場合は民間事

とい う お と ぎ 話 ば か り 。恥 ず か し く ない んで す

も沖縄辺野古基地建設

Ｇｓ本来の目的から外れ

効率追及に固執と、ＳＤ

量消費前提の高成長・高

り組みは、エネルギー大

しかし、日本政府の取

軸です。

取り残さず」の精神が基

途上国が主導し「誰をも

『ＳＤＧｓ』はもともと

ターゲット構成です。

る為の具体的な１６９の

か！』『温暖化解決のための具体的な行動を取らな

が、沖縄県民の指摘通り

動サミット」で地球温暖 た。
化に本気で取り組まない
「大人たち」に強く訴え
ました。

万 人 超 が 参 月の国連サミットで採択 をなくそう」「飢餓をゼ

ロンドンなど大都市で数 ズ）』とは２０１５年９ する為の目標で、「貧困

ューヨークやベルリン、 ＤＧｓ（エスディージー ０３０年の 年間で達成

各地で一斉に開かれ、ニ 姿勢が問題とされる『Ｓ む）が２０１６年から２

議活動が 月 日、世界 「大人たち」の取り組み １ ９ ３ か 国 （ 日 本 も 含

策を求める若者たちの抗

年、日本が受賞。トラン

「化石大賞」を２０１９

国に贈る最も不名誉な賞

（ＣＡＮ）が後ろ向きの

「気候行動ネットワーク

不可欠です。

ており、是正することが

万人から

プ大統領の「パリ協定」

積極的な地球温暖化対

加。日本でも５０００人 されたもので、国連加盟 ロに」「エネルギーをみ

す。

動家グレタ・トゥーンベ ００万人以上参加という 設断念を、普天間基地撤
リさんは、国連「気候行 過去最大規模となりまし 去の声も強くなっていま

軟弱地盤対策で２０３０
い若い世代」はあなたたちを許さない。』
年代へ、経費が約３倍の
スウェーデンの環境活 が行進し１６３カ国で４ 一兆円弱にまでとなり移

いのであれば、「結果 と ともに生 きなければいけな

が保有」し３事業の「運営
権」を一括で民間に売却する
と言うものです。売却対象と
なる地域は、上水道が「大崎
広域水道」等２事業、下水道
が「阿武隈川下流流域下水
道」等４事業、工業用水が
「仙台北部工業用水」等３事
業です。関連する流域の住民
は約１９０万人と言われてい
ますが、住民説明会は７月の
シンポジューム（約３００名
参加）、９月の合同説明会の
二回（何れも仙台開催）。そ
れと県の広報誌への掲載の
み。これで県民に充分な説明
と「理解」を得たと言えるの
か？あまりにも拙速であり県
民を置き去りにしたやり方で
す。

「水は公営によってしか
あると考えます。
守れない！」
生活破壊の安倍自公政権打
倒、８時間働けば暮らせる社
あり、断じて許されません。 会実現のために、働く人々が
私達はこのような動きも長期 声を上げ、２０春闘を共に闘
安倍政権による弊害の一つで いましょう。

評価に合わせて賃上げ額が変
わる要求を決定し、会社への
貢献度の少ない労働者は賃上 水は本当に大丈夫か？
宮城県議会 ･･･
みやぎ型
げ無しという制度を容認しよ

本部：宮城県仙台市若林区新寺一丁目5-26
レインボー仙台510号

水道民営化 案( 可)決！
うとしています。
全ての労働者の労働条件を
宮城県 月定例議会の最終
等しく向上させる労働組合の
日に「みやぎ型管理運営方
役割を放棄するもので、会社
式」と呼ばれる水道事業の民
の人事労務部機関の一つに成
営化を導入する条例案が可決
り下がったと言わざるを得ま
されました。県政与党の自民
せん。
・県民会議が単独過半数を占
トヨタは消費税８％の時に
める中で改正案の成立は予想
「輸出戻し税」という仕組み
されていました。しかし、県
によって輸出品の消費税分３
民へ情報が十分にいきわたり
５００億円余りが還元される
「水の民営化」問題に対する
など、安倍政権からの恩恵で
県民の声が吸い上げられたの
企業利益は２兆５５００億円
か？大きな疑問です。
もあります。
民営化される３つの事業
このような動きが拡大すれ （上水、下水、工業用水）は
ば労働者全体で共に賃上げを 県が担ってきました。民営化
目指す春闘を解体するもので 計画によれば施設などは「県
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からの離脱に追随する様に安

国連の自然災害リスク上位 が脅かされる状況が発生して

倍政権は米国と協力し石炭火 の日本は、昨年秋の台風 号 いるのに政府は、２０５０年
力発電と原発に固執し世界に を始め、過去の水準を超える までのＣＯ２ゼロにも２０２

国の責任である「公助」よ しては「臨時・特別の措置」

直撃され、国民の生命と生活 にも参加していません。

拡大しようとする事への批判 自然災害の広域化、激甚化に ０年までの削減目標引き上げ
です。

台風 号の上陸直後に強行
した内閣改造は、安倍側近で りも「自助」やボランティア を年度に続いて設け、１兆７
固めた陣容と共に「記録的な 等の「共助」を強要し２０２ ７８８億円。キャッシュレス
台風被害対策よりも政局を優 ０年政府予算案では、消費税 決済へのポイント還元やマイ
先させた」と被災者から怒り 増税による増収分（約２・４ ナンバーカード保有者への買

は、安倍政権の抑制政策で
受給世帯数は減少させら
れ、２０１８年度では１６
４万世帯で、その ％が高
齢者であり、２０００年か
ら２・５倍と拡大していま
す。年金も毎年のように削
減され高齢者貧困が大きな
社会問題となっています。
さらに消費税 ％へのアッ
プは人々の生活を破壊する
ことは明らかです。
安倍政権による「働き方
改革」が開始していますが
掛け声だけで、４割が非正
規労働者であり雇用形態に
よる格差は殆ど改善されて
いません。長時間労働で過
労死を出した多くの企業で
も、改善が進まずに労基署
からの指導が入るケースが
多発しています。

最長不倒を自認する安倍新 惑、首相補佐官独走などを
内閣では２閣僚が辞任、「桜 次々と問題が誘発されてい
を見る会」に至っては、証拠 ます。
６年たってもデフレを脱
隠滅まで図り、野党の要求す
却できないアベノミクス。
る予算委員会開催も、国会会
トランプ政権追従のみでロ
期延長も無視。
シア領土問題、拉致問題も
「森友」「加計」疑惑と同
未解決。日韓関係では経済
様、ウソを平気でつき、証拠
制裁で反韓感情をあおり関
は改ざん、廃棄する安倍政権 係悪化、ヘイト増長と経済

改善されません。

またしても企業の言いなりか？

労働組合の統一要求となっ
ています。
（参考：時給１５００円で
８時間労働すると年間約３
００万円貧困ラインを超え

月５日閣議決定した、新経済対策 兆円
の内、「東京オリンピック・パラリンピック
後の経済活力の維持など未来への投資を目的
とした対策」で約 兆７０００千億円が割り
振りされており、その中に含まれています。

国一律１５００円の実現を
目指していきます。この要
求は、昨年７月の参院選で
も市民連合と野党５党が合
意したもので、ほとんどの

大内忠雄

電気通信産業労働組合
執行委員長

る。）
その他にも長時間労働の改
善のためのインターバル休暇
の実施や雇用形態による格
差、差別の改善なども求めて
闘っていきます。

この、プログラミング教育には、自宅にパ
ソコン、タブレットを持っていない子ども達
への間で更なる教育格差を生み出そうとして
います。
全国どこでも平等に教育を受けられるため
に、教科書の無償配付と同じように、「パソ
コン、タブレット、メンテナンス、セキュリ
ティ・更新、ソフトの導入、通信費」の全て
を国が全額負担した無償配付することです。
教科書無償化と同じ様に、国が全ての額の
負担するように要求していきましょう。これ
からは「身の丈に合った」教育ではなく、誰
でも平等に教育が受けられるような闘いをし
ていきましょう。
最後に、このことは絶対に忘れてはならな
いことです。字を書くこと、暗算すること、
筆算すること、そして本を読むことです。

萩生田光一文科大臣を始めとした、日本会
プログラミング教育が始まるが ･･･ 議 派 の 人 達 は 、 教 育 基 本 法 の 改 悪 を も く ろ
み、その中の氷山の一角として「英語検定試
験」「大学入試」問題があります。教育改革
プログラマーが不足するという予測のもと の名の元に「教育を企業に丸投げ」の改革で
で、平成 年３月、文部科学省が、「プログ プログラミング教育も、この流れの中から出
ラミング教育」を含んだ「新学習指導要領」 てきていることは間違いない事です。
を発表しました。この学習指導要領には、小
学校は２０２０年、中学校は２０２１年、高
プログラミングに必要ならば、
校は２０２２年から開始されます。
無償で全員に配付せよ！
特に、小学校の場合にはプログラミング教
育を盛り込んだ教科ごとの内容が記されてい
ます。 そこには「児童がプログラミングを
体験しながら、コンピュータに意図した処理
を行わせるために必要な論理的思考力を身に
つけるための学習活動」と記述があり、これ
を各教科で行うとあります。目的は理解でき
ますが、そもそもプログラミング教育が必要
になった背景や、具体的な実現方法は不明確
です。

プログラミング教育を考える

消費税増税後の景気対策と 為のギマン予算案です。

は「予測に比べ、まずまずに 方、防衛費は５兆３１３３億 乗して消費税増税分を景気対 も地域格差は埋まらず、生活
収まった」と被災者を逆なで 円と最高額を更新しました。 策と防衛費等まで上乗せする 苦、困窮化、貧困問題は何ら

しました。

デフレ脱却を掲げたアベ
ノミクスは株高誘導により
大企業と富裕層に恩恵をも
たらしただけで、７年間の
安倍政権によって人々の生
活は破壊され続けてきまし
た。
日銀の調査によると、預
貯金無しというのは、 代
で ％、その他の年代でも
％近くということです。
最低賃金でダブルワーク、
トリプルワークで生活を維
持せざるを得ない状況で、
貯蓄も出来ない経済状態に
追い込まれているのです。
更にブラック企業や企業
内でのパワハラの拡大実態
を厚労省も把握しているも
のの、改善が図られていま
せん。生活保護に関して

電通労組は、 春闘を、 ンのもと「けんり春闘実行
「８時間働けば生活出来る 委員会」に参加し闘いを進
賃金を！８時間働けば暮ら めていきます。
せる社会を！」のスローガ
具体的には最低賃金の全

一方では「震災便乗型」
の村井宮城県政に代表され
る、公共サービス、公務労
働の委託・民営化、非正規
化が進められ、保育、医
療、教育等での労働条件の
切り下げや、水道事業など
公務サービスの劣化が地域
住民にまで強制されていま
す。
２０２０年は、こうした
課題にも挑戦しましょう。
社会を変えて行きましょ
う。

と官邸主導政治は、関電原発 活動にも影響が広がってい
疑獄、郵政不正問題、ＩＲ疑 ます。

消費税増税のなかで、実質

を呼びかける中、甚大な被害 入学金・授業料への支援措置 ・減災対策には１兆１４３２ 賃金は低下、非正規雇用が増
が出ているのに、二階幹事長 （４８８２億円）に留まる一 億円を計上、まさに災害に便 え続け賃金格差も拡大。最賃

で気象庁が「命を守る行動」 来年４月に始まる高等教育の で、さらに災害に対する防災

を東電に押し付け。台風 号 の無償化（３４１０億円）、 億 円 と 増 税 分 と 同 額 の 対 策

が噴き出すと復旧遅れの責任 兆円）に対し幼児教育・保育 い物ポイント付与に５１７３
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