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皆さんへアピールするスタ
ンディングと、病院と保健
所を増やしての「いのちを

署名」のはがきのポスティ
ングを行いました。

しました」最後に「若者も
高齢者も安心できる年金制
度、最低保障年金制度の創
設に向けて、一歩でも二歩
でも前進することが出来る
ことを強く願っています」
と訴えました。
報告集会では、弁護士か
ら「年金減額は憲法 条及
び社会権規約（国際規約）
の後退禁止原則に反してい
る」「引き下げをわずか３
日の国会審議で決めるなど
手続き上問題がある」「中
澤秀一准教授の証言で、高
齢者世帯の生活実態は憲法
でいう『最低限度』に満た
ない」など説明がありまし
た。
最後に岡村事務局長が
「公正な判決を求める署名」
の取り組みを進めていこう、
年金者組合の方針で団結し
ていこうと訴えました。

０万人対話を進める。「全
戸配布チラシ」を全国で進
める（このチラシで労働相
談があった）非正規労働者
の組織化。労働相談の強化
など、コロナ禍でこそ、工
夫し悩み苦しむ労働者に行
動を、と訴えました。
参加者から、技能実習生
の組織化や、地域労連の運
動、若い人の組合離れなど
の問題点が出されました。
原氏は、科学的な方針を
立て、職場で要求に基づく
多数派形成をすることが大
事ではと話されました。
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年金裁判『結審』
判決 ７月２日

月 日、静岡年金削減
裁判第 回口頭弁論が静岡
地裁で開かれ、今回が『結

10

弁護 士 会館 で報 告す る 弁 護
団＝ 日

職場で要求の多数派形成をと訴える原さん（画
面）＝2月6日、静岡市教育会館

メーデー

審』となりました。
法廷では、全日本年金者
組合静岡県本部の岡村雄馬
事務局長が最終意見陳述を
行い「この裁判は５年７か
月、今回で 回の口頭弁論
を行う中で『国民年金では、
生活が出来ない』『女性の
低年金と無年金の実態』
『最低保障年金制度の創設
が必要』などが明らかとなっ
た。また、年金受給者の声
『国民年金のみで生活でき
ない、あまりにも冷たい。
国民の命をないがしろにし
ないでほしい』『健康で文
化的な生活とは何だろうと
考えてしまう』などを紹介

組織拡大に向け
１５０万人対話を

原氏は、全労連
は毎年約 万人の
拡大をしているが、
退職や組合をやめ
る人がそれを上回っ
ている。年間 万
人の組織拡大が求
められている。そ
のために全労連の
組織拡大方針の骨
子について説明し
ました。
組織拡大を前進
させるために１５

加しました。全労連の原英
彦常任幹事が「組織拡大の
展望について」講演しまし
た。

22

第92回

21

組織を大きくしよう交流集会

6

2

10

2

月 日、静岡市の教育
会館で組織拡大交流集会を
開催しました。会場には
名、オンラインで 名が参

6

静岡県労働組合評議会
〒420-0851
静岡市葵区黒金町55番地
交通ビル3階
TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973
Eﾒｰﾙ kenpyo@ mail.wbs.ne.jp
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は 可能 だ 「 春 闘 は 『 コ
新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、医療・
ロナ禍だからこそ賃上げ』
福祉の現場では深刻な影響を及ぼしています。この
のたたかいに確信を持ち、
ような状況での 春闘は、コロナ禍で不安な社会を
労働者・国民の団結で格差
「安全・安心」な社会へと転換し、すべての労働者
をなくし、コロナ危機を克
の賃上げ・底上げ、格差をなくし、 時間働けば誰
服し希望のもてる社会につ
もが人間らしくくらせる社会の実現をめざさなけれ
なげよう」とあいさつしま
した。
ばなりません。
激励・連帯のあいさつで
静岡県評・国民春闘実行 した。
は、静岡県商工団体連合会
委 員会 は 月 日 、中 部
主催者を代表して菊池仁 の西野雅好副会長は「新型
地区では静岡市青葉公園で、 静 岡 県 春 闘 共 闘 会 議 議 長 コロナで仕事も減り大変な
西部地区では浜松ふれあい （県評議長）は「今、新型 状況になっている、倒産や・
公園で「２０２１年国民春 コロナで国民や中小企業は 廃業が５万社もある。景気
闘静岡県決起集会」を開催 大きな影響を被っているが、 をよくするために春闘を頑
しました。
政府は十分な対策を講じて 張ってもらいたい」と述べ
静 岡 会 場 は 約 名 が 参 いない。経団連の中西会長 ました。また日本共産党の
加 し 、 午 前 時 よ り 開 催 は日本の賃金水準は国際的 島津幸広元衆議院は「総選
し、集会とスタンディング、 にみて下位にあると認めて 挙では野党連合政権を目指
『安全・安心の医療・介護 いる。それなら大幅賃上げ し、国民の願いを実現する
の実現と国民のいのちと健 を正面に据えるべきではな 政治に変えていくために頑
康を守るための国会請願署 いか。財源はある、４５９ 張る」と語りました。
名』（いのち署名）はがき 兆円ともいわれる内部留保
集会後、青葉公園前でパ
のポスティングを実施しま の一部を取り崩せば賃上げ ネルを持ち通行中の市民の

21春闘の取り組み状況を報告する組合員＝21日、浜松市東
ふれあい公園

21

今年は新型コロナ禍とい
うこともあり、パレードを
行わず、各労組・団体のリ
レートークを充実させ の
組合・団体が、春闘の取り
組み状況を熱く
語り、交流を深
めました。最後
に、地区労連に
結集する労組と
地域の仲間は、
総力をあげて
国民春闘を闘う
ことを確認しま
した。
集会後、全労
災病院労組の職
場での実態の訴
えに賛同し「い
のちと健康を守
る」はがき署名
のポスティング
を行いました。

15

16
21

8

日、東ふれあい公園で
開催され、新型コロナ禍で
したが、集会には家族連れ
を含め１００人が参加しま
した。

21

西部地区決起集会
春闘要求のボードを掲げ、21春闘を闘っていこうと団結を固める参加者
＝2月21日、静岡市葵区青葉公園
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『コロナ禍』だからこそ
賃上げを
―国民春闘静岡県決起集会―

17

世論の力で政府に批准を迫ろうと訴える菊池県評議長
＝20日、教育会館

建設アスベスト訴訟
クライマックス

訴訟について国同様の最
高裁判決が下り、２０２
１年 月 日には大阪訴
やメーカーなどの責任を 訟についても同様の最高
問う訴訟に立ち上がって 裁判決が出ました。横浜
いました。京都、大阪、 訴訟の最高裁は結審され
東京、横浜、札幌、福岡、 判決を待つ状態です。今
仙台、（静岡）の７（８） 最高裁に、かかっている
地裁で始まりました。
のは以上の 件ですが、
争点は①国の責任②メー 残り札幌、仙台、福岡も
カーの責任③一人親方の 同じような結果になると
救済の三つです。
言われています。こうし
地裁から高裁へ、そし てようやく建設アスベス
て最高裁と戦いは続き、 ト事件は勝利的なクライ
２０２０年 月 日、最 マックスを迎えています。
高裁が東京訴訟において
ただし、全国には更に
国の責任を確定させまし 無数の建設アスベストの
た。そしてメーカーの責 被害者がいます。いまや、
任については２０２１年 裁判に訴えなくても、国
月 日に大法廷が口頭 とメーカーの出資で被害
弁論を実施しました。こ 補償基金制度を実現し、
れはメーカーの責任を認 広く、早く救済を行うこ
める方向を示すもので、 とが求められています。
近々判決の予定です。２
０２１年 月 日、京都

任命拒否問題を、こうした
安倍政権から菅政権へと引
き継がれた反憲法的姿勢の
現れとしてとらえる視点が
重要だ」と強調しました。

2

海外の大学
で学ぶことを
通じて、彼ら
静岡県労働研究所
の他国に対す
る認識やアイデンティティー
はどのように変わるのか？
日中韓の大学間交流プログ
ラムである「キャンパス・
アジア」への参加者を対象
に行ったアンケート調査の
結果から
考えてみ
ます。
２００
９年の日
中韓サミッ
トにて

24

「キャンパス・アジア」
の設置が決定され、２０１
１年からパイロットプログ
ラムが開始されました。そ
の目的としては、①地域を
視野に入れた人材育成、②
東アジア共同体を視野に入
れた相互理解の促進があり
ます。２０１９年 月～２
０２ ０ 年 月 に 、神 戸 大
（日本）復旦大（中国）高
麗大（韓国）を対象に、ア
ンケートを依頼し、約１０
０の有効回答を得ました。
「キャンパス・アジア」へ
の参加は友好的な対外認識
や地域的なアイデンティティ
の形成を促すことが明らか
になりました。東アジアに
おける大学間交流は学生の
国際認識という点において
該当地域の協調に貢献し得
ることが言えます。

2

介されました。
最後に集会アピールを採
択し閉会しました。

かつて建設現場には
アスベストを含む建材
があふれていました。
難燃で、安いため、壁・
天井・屋根裏・配管な
どの多くの材料に含ま
れていました。１９６
０年前後の高度成長期
を中心に、大工・左官・
電気工事・配管工など
の建設労働者がアスベ
ストを吸入し、 年～
年後、中皮腫や肺が
ん、石綿肺などの発症
が多発しました。アス
ベストによるこれらの
疾患はよくなることは
なく、やがて著しい呼
吸困難を経て死に至り
ます。
被害者は全国でアス
ベストの規制を怠った国

りがみられる』など支離滅
裂な理由を持ちだすことは、
法治主義に反し、議会制民
主主義を愚弄するものとし
て断じて許されない」。
「今回の学術会議会員の

30

済が全くされておらず、今
遺族も含めて国家賠償裁判
が行われていることなど紹

反憲法的姿勢
安倍政権から菅政権へ
憲法を守り・いかす静岡県共同センター

と初めに強調しました。
小沢氏は、学術会議の
「連携会員」の経験から、
どのような活動をしている
のか説明され「北海道の寿
町で問題となっている『核
のゴミ』の処分問題につい
て、学術会議は原子力委員
会へ『現時点で入手可能な
科学的知見には限界がある』
『一端白紙に戻し見直さな
ければならない』など提言
してきた」。
「菅総理が任命拒否につ
いて『民間出身者や若手が

22

28

12

1

奏でジョンレノンのイマジ
ン等を聴き豊かな気分になっ
た一方で、映画「マーシャ
ル諸島のいま」の坂田雅子
監督の話と映像から、自然
豊かだった島が核で汚され
た現実の厳しさを突き付け
られました。
また、被災された大石又
七さんのメッセージが紹介
されました。
高知県下で、被ばくされ
たマグロ漁船乗組員達の救
月 日、静岡県憲法共
同センターの２０２１年度
総会を静岡市葵区の労政会
館とオンライン併用で開催
し、講演を日本学術会議会
員の任命を拒否された東京
慈恵会医科大学の小沢隆一
教授が「日本学術会議任命
拒否問題と学問の自由への
侵害」と題し行いました。
主催者あいさつで林克共
同代表は「戦争法強行以降、
権力の恣意的な運用が激し
くなってきた。今回の学術
会議問題もその流れの中に
ある」と述べました。
小沢氏は「この間、憲法
を守る運動は前進してきた。
前安倍内閣は、２０２０年
までに改憲すると企んでい
たが、多くの人たちの運動
で阻止してきた。しかし
『敵基地攻撃』の予算を通
そうとするなど火種を菅首
相に託している。憲法を守
る声を上げていかなければ」

静岡県安全健康センター No.79

定例研究会が 月 日に
行われ、杉村豪一氏（写真）
が「日中韓の大学間交流に
よる学生の対外意識の変化」
と題して報告しました。
本研究では、留学経験が
学生の国際認識に与える影
響を明らかにします。日中
韓の国際関係の悪化や人々
の間の相互不信が問題視さ
れており、この問題解決の
糸口として大学間交流の役
割に注目が集まっています。

12

20

18

4

3

職場の安全衛生を実現するために

少ない』『出身や大学に偏 留学が友好的な
対外認識を促す

13

25

No.６８

オンライン併用で開催された憲法
共同センター総会＝20日

感染で感染症専門医
が必要だが不足して
いる。
日本の病院経営は
厳しい。患者と病院
は青息吐息なのに薬
品会社・医療機器メー
カーはもうかってい
る。
世界では医療費負
担は無料が当たり前
となっている、など
日本の医療制度の問
題を指摘しました。

2

20

県社会保障推進協議会 総会

月 日、静岡社
保協は定期総会と講
演会を国労会館で開
催しました。
記念講演を外科医
の本田宏氏が行い、
現在、日本の医療体
制は OECD
と比較する
と、医師数で約 万
人も少ない。また、
静岡県の医師数・看
護師・ベッド数とも
全国平均より低い。
いま、新型コロナ

23

の成果であり大きな前進で
あること、核なき世界に向
けて力を合わせようと呼び
かけました。
世界大会実行委員会共同
代表の野口邦和さんの報告
から、２０２１年が大事な
年になることが改めて実感
させられました。
小島太郎さんのピアノ演

持する世論に押され、議論
を進める国があり「日本で
も政府に批准を求める世論
を大きく盛り上げていこう」
と呼びかけました。
総会では「地域ごとに目
標を持つ。定期的宣伝・署
名行動に取り組む。署名目
標を 万筆」などの活動方
針が採択されました。

2

核兵器のない世界に向け
運動の先頭に

20

15

23

された時『生きていてよかっ
た』と心から喜びを分かち
合いました。一刻も早い核
兵器の廃絶を求め残された
時を皆さんと共に歩みます」
と決意を述べました。
記念講演を、日本平和委
員会常任理事の川田忠明氏
が「核兵器禁止条約の発効
の意義と市民社会の役割」
と題して行い、アメリカの
同盟国でも、条約参加を支

30

米国が１９５４年３月１日ビキニ環礁で爆発
させた水爆は広島型原爆の１千倍の威力があり、
操業中だった第五福竜丸の乗組員 人が被曝し
ました。半年後に無線長の久保山愛吉さんが死
亡し、ほかにも多くの漁船や貨物船が被爆し、
現地住民、米兵も後遺症に苦しんでいます。

2

今年のビキニデーは、新
型コロナ禍ということもあ
りオンラインでの集会とな
り、約３０００名の参加で
開催しました。
県原水爆被害者の会の大
和会長、国連の中満軍縮担
当上級代表、被団協の濱住
事務局次長らが、核兵器禁
止条約発効について、運動

署名推進静岡県連絡会

月 日、静岡
県教育会館にて、
日本政府に核兵器
禁止条約の批准を
求める署名推進静岡県連絡
会の結成総会が開催されま
した。会場は団体代表 名、
オンラインで 名が参加し
ました。
よびかけ人共同代表の大
和忠雄県原水爆被害者の会
会長が「国連で条約が採択

2

３・１ビキニデー

一刻も早い核兵器の廃絶を
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