核兵器のない平和で
新宮町へ引き渡されま
日は警固公園にて

歓迎集会が行われ、「核

〈樹木剪定事件〉

水爆禁止国民平和大行

各地をリレーする「原
たが、車で行進横断幕

行進はありませんでし

今年は昨年と同様に

横断幕やプラカードを

イナに平和を」などの

府も批准を」
「ウクラ

正問題に関する申入

兵器禁止条約

進」の行進横断幕が、
をリレーし、市役所・

掲げ、核兵器のない公

れ」を行い、刑事告発

日本政 福岡市が刑事告発へ
高島市長は政治責任で解任を

日に春日市から
全区役所などで出発式

正な世界の実現をアピ

日に「樹木剪定不

福岡市に引き継がれま
を行い、また、アメリ

ールしました。
（編集委員 松尾）

の７割に関与している

福岡市は、この事件

を要請しました。

月

した。
カ領事館・九州電力・

７月

福岡市でのリレーは
日から７月
を行いました。

航空自衛隊に要請行動

した。
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日

７月
日に

１５

（ＨＰはこちら）
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公正な世界をめざして

政府は核兵器禁止条約の批准を
で行われ、同月

株式会社幸陽庭園土木

に 対 し て、
「長期間に

わたって本市等に多額

の被害を生じさせた悪

質な案件である」と判

断し中央警察署に刑事

告発しました。

市議会では、高島市

長に対して不正事業者

行っており、遡れる５

事業者が

し請求は市内１２３事

に発覚しました。水増

水増し請求が今年２月

剪定委託事業者による

福岡市の公園の樹木

し使いまわしているこ

収書のコピーを繰り返

した。しかし、同じ領

かのように言っていま

してもらえば問題ない

のミス」であり、返還

当 初 は、「 事 務 処 理 上

にもかかわらず、発覚

り、高島市長は、福岡

なることは明らかであ

長選挙の争点の一つに

題は今年

否しています。この問

務はない」と答弁を拒

たが「明らかにする義

のか質問が上がりまし

購入に関与していない

が市長のパーティー券

年間だけでも委託件数

とからミスとは言い難

市政治倫理条例に沿っ

日の市

の３割に当たる４５０

く、市民の税金を詐取

て明らかにすべきです。

月

件の不正が明らかにな

したことは見過ごせま

編
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重要な全国一律最低賃金と公務員賃金引き上げ

が高く地方が低けれ
ば、労働者は最低賃金

８月はじめに人事院は

８月号が職場に届く
勧告は７７０万人の労

うして出された人事院

事院勧告」になり、こ

額が「官民格差」＝「人

れた差額でありその差

員賃金との比較で出さ

生計費を基本にした方

の国家公務員労働者の

国家公務員法の通り

ります。

ていることに問題があ

ない民間賃金に準拠し

勧告が、賃金が上がら

北海道から沖縄の離島

ほかに、地方の職場が

東京にある中央省庁の

国家公務員の職場は

なります。

の賃金が上がることに

「地域手当」です。

れている国家公務員の

地方部は人口が減少し

し、最低賃金額が低い

額が高い都市部に集中

政府と国会に国家公務
働者の賃金に影響を与
式に切り替えることが

方の疲弊に手を貸して
いるのが東京と地方で

必要です。公務労組連
行政サービスを行って

り、全国の職場で同じ

まで全国津々浦々にあ

組合福岡県協議会）は、

国公（国家公務員労働

九州ブロックと福岡県

国家公務員労働組合

％の差がつけら

絡会や国公労連は日本

いますが、東京と地方

人事院九州事務局との

最大

の労働者の賃金を引き

％もの賃金差

東京より ％低い

経済も疲弊します。地

員の給与として勧告し
えます。

人事院勧告は正規
労働者の標準 賃 金

ます。そのため人事院

上げるための政策的賃
で最大

勧告は国家公務員の賃

日本の労働者の賃金
金引き上げをすべきと

に「民間準拠」方式の
ば７７０万人の労働者

人事院勧告が上がれ

要求しています。

つけられています。

名称で２００５年から

が「地域手当」という

一律最低賃金の運動

実施しています。全国

交渉で毎年要求交渉を

ＩＰＰＣ（気候変動に

０２１年に公表された

地球温暖化について２

所長の高野清治氏は、

天気象庁気象研究所

せん。その要因の一つ

全国のブロックの各
人事院勧告がありま

当時労働組合は、ど

組みにあります。

人事院地方事務局の職
の賃金を引き上げるこ

関する政府間パネル）

す。７７０万人の労働

民間労働者の賃金を４

効果ガスの排出が大幅

炭素及びその他の温室

う数十年の間に二酸化

う 余 地 が な い 」「 向 こ

させてきたことには疑

海洋及び陸域を温暖化

「人間の影響が大気、

触れました。数値シミ

鍋淑郎さんの功績にも

理学賞を受賞された真

あるとし、ノーベル物

ュレーションの役割が

の要因として数値シミ

りになったことの一つ

世紀中に、地球温暖化

し、物理法則をもとに

気と海を格子で分割

ュレーションとは 大｢

は１・５℃及び２℃を

計算」する気候モデル

に減少しない限り、

超える」という書きぶ

により、スーパーコン

ピューター上に気候を

再現することです。真

鍋さんは大気と海洋か

らなる気候モデルの基

礎をつくり、二酸化炭

素による地球温暖化研

究を発展させたことが

評価されてノーベル賞

を受賞されました。

惠藤）

す。物価が急騰する中、

（編集委員

１次作業部会報告書で

最賃制１５００円など

今年も４月から年金は

の第６次評価報告書第
（編集委員

める年金保険料と税

大幅賃上げが必要です。

引き下げられました。

惠藤）

２０００年代以降労

金、労働者は原則厚生

年金制度は度々改悪

年間で年金支給

な差がある最低賃金

ず、実質賃金は下がっ

働者の賃金は上がら

年以上労

割を超え、その５割は

額１６，５９０円）が

し、
国民年金保険料（月

きない労働者が拡大

は、厚生年金に加入で

非正規労働者の拡大

スライド制に変更しま

に、年金を下げる物価

は大きいほうに基準

も賃金も下がった場合

いほうに合わせ、物価

数と賃金指数を比べ低

す。（ 年 金 者 組 合 福 岡

していく必要がありま

者も力を合わせて改善

す。高齢者も現役労働

の国民の老後のためで

年金制度は、すべて

引き下げられています。

額は、実質６・７％も

この

に年金を下げ続けま

ド」を導入し、将来的

「マクロ経済スライ

働法制の規制緩和が急

年金に加入し企業と折

され、物価も賃金もプ

を、全労連と全国の県

ており、年金問題と大

支払えない労働者が増

した。さらに、自動的

マクロ経済スライドで
下がり続ける年金

激に進められ、労働者

半して、年金保険料を

ラスの場合は、物価指

一労働同一賃金」原則
から、２００５年当時
全国の国家公務員労働
組合が強く反対する運
動を行いました。しか
し当時の小泉政権によ
って強行導入され現在
も継続しています。

派遣法が改悪され、今

負担しています。

労連は「全国一律最低

きくかかわっています。

えています。労働者の

県本部

女性です。

賃金実現」をめざして

今の年金制度は、国

に年金を引き下げる

都市部と地方で大き

運動を展開していま

安定雇用と、全国一律

木原）

民基礎年金は個人が納

全国一律最低賃金
実現と共同の取り
組みが重要

では非正規労働者が４

り組みが重要です。

員が、春闘で確定した

真鍋博士のノーベル賞の意義
と、
「地域手当」廃止

気候モデル基礎をつくった

こで仕事をしても「同

〈労働組合と地球環境問題を考える⑦〉

とができ、民間労働者

が、実態は「日本の正

金と理解されています
規労働者の標準賃金」
は 年間上がっていま

生計費重視の人事
院勧告を要求

です。理由は勧告の仕

２０

２０

者に影響がある人事院

３０

の運動の協力共同の取

月中旬から６月中旬に

かけて、直接民間企業

に足を運び（コロナ禍

では郵送など）各企業
の賃金など労働条件の
聞き取り調査をしま
す。通常「民調」と呼
んでいます。

２０

す。最低賃金額は都市

１０

民間調査の内容は
人以上の規模の公務の
職場に働く所長、
課長、
係長などの経験年数な
どと同等規模の民間企
業職場との比較ですの
で、日本の正規職員の

標準賃金になります。
また比較方法は、今

年の春闘で決まった民

間賃金と、昨年の公務

２０

５０

２１
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