戦争法廃止・安保条約廃棄
愛知県労働組合総連合

補助金バッサリ
愛知県・補正予算編成方針であきらかに

愛知県は五月二十六日に
六月県議会に提案される補

を打ち出して以降︑﹁県民

村への補助金カットの方針

って︑今年度予算案で市町

料や利用料負担など県民

の介護保険の導入で保険

療の改悪や来年四月から

上最悪となり︑年金・医

介護保険

です︒﹁万博・空港こそ見

の生活は苦しくなる一方
直 せ︑
く ら し・福 祉 の 充

来年四月からスタートする

前での早朝宣伝行動をス

者︒利用する時は介護認定が

れるのは六五歳以上 の 高 齢

事業︑
市町村に対する補助

とどめるものの︑その他の

は︑前年度予算の九〇％に

続けられ︑
子どもが保育園

らない︒
親が安心して働き

になったが︑
来年度はわか

度は犬山市が補填すること

ら八〇〇万円も減額︒
今年

た︑今後愛労連は県議会

行 動 が 組 ま れ ま す︒ま

議行動をするなど︑一日

各団体が波状的に県へ抗

集会・デモ︑午後からは

体の座り込み︑昼休みは

る﹁みなみ医療生協・みなみ

そこで︑訪問看護をしてい

がってきています︒

って介護はなし﹂と不安が広

明らかになり︑﹁保険料を払

料の負担増など︑問題が一層

宗教者・陸海空港の仲

ざし︑国会解散・総選挙

映される国会の実現をめ

みた介護保険の問題点を聞き
ました︒

高高くくななるる費費用用負負担担！！

用負担と介護保険後の予想さ

や福祉の利用状況︑現在の費

護利用者六〇人に︑在宅医療

ンでは︑去年の八月に訪問看

みなみ訪問看護ステーショ

わる大問題です︒それ以上の

スも予想されます︒命にかか

が受けられずに悪化するケー

保険下では︑必要なサービス

在宅介護になりますが︑介護

三ケ月で病院から追い出され

サービスは︑お金を出して買

えということなのです︒

介介護護保保障障充充実実のの

がでます︒認定されても︑い

みなされ認定されないおそれ

しか見ないので︑﹁自立﹂と

険では︑認定調査が身体状態

いる状態です︒しかし介護保

て︑なんとか一人で生活して

提供する制度にすることが重

る人に必要なだけサービスを

ません︒サービスを必要とす

けられない人を作ってはいけ

払えないためにサービスが受

がいたり︑保険料や利用料を

介護保険から除外される人

運運動動をを地地域域でで

まよりサービス量が低下し︑

遣料は現在は無料です︒とこ

非課税世帯で︑ヘルパーの派

また︑六人中五人が住民税

高齢者福祉の制度を充実して

し︑上のせサービスなど市の

たものにする︑下支えや横だ

たり︑介護認定を実態にあっ

施設やヘルパーなどを増やし

そのためには︑利用できる

要です︒

ろが︑介護保険では一割の利

いく運動が必要です︒

南区でも生協や労働組合が

用料が必要です︒実際に認定

地域の人たちと一緒にあんき

すすめています︒

に暮らせる会を作って運動を

るか計算してみました︒する

ービス量でも悪くなる実態が

行制度より費用負担でも︑サ

私たちのこの調査でも︑現

もでてきました︒

とに五倍の負担増になった人

された時の費用負担はどうな

なってしまいます︒

在宅で生活することが困難に

ヘルパーの家事援助 を 受 け

の人たちは︑配食サービス︑

を訪問看護していますが︑こ

六人の一人暮らしの高齢者

ました︒

れる介護費用などの調査をし

できません︒患者さんたちは

要なサービスを受けることが

め︑介護される人が本当に必

が細かく決められて い る た

に区分︶サービスの内容や量

︵身体状態によって︑六段階

また︑認定の段階に応じて

います︒

ぐらい出るのではと言われて

ゆう高齢者が全国的にも一割

浮き彫りにされました︒こう

問題山積み



実実態態にに合合わわなないい認認定定基基準準

みなみ訪問看護ステ
ーション
石川まち子所長

のくらし・福祉と経済に重
ットは中止せよ﹂と愛知県

介護保険は︑ 四〇歳以上の

育園の保母さんは︑﹁補助金

タートとして障害者三団

のサービス料を支払うという
実施が近づくにつれ︑サー

ものです︒

金や︑
私学助成︑
福祉関係の

で生き生きと生活できる保

ない介護認定︑保険料や利用

補助金すべてが三〇％〜全

戦後最悪を記録し続け

間をはじめ国民的な共同

２
０
０
０年
月施行

必要なだけ実施を

大な影響を及ぼす補助金カ
知事に対する要請や署名を

知知っっててまますすかか？？

会が開会されます︒この

介介護護保保険険

県議会に向けて︑六月二

すべての国民が保険料を払う

六月二十三日から県議

実を﹂
は県民の願いです︒

協や各組合が取り組んだ署

︵労働者は健康保険料に上乗

五月二十五日には︑社保

取り組んできました︒

名を共同で愛知県知事宛に

十一日には﹁県の補助金

せ︶ 介護サービスが受けら

カットに反対する共同連

提出行動に参加した福保

絡会﹂︵仮称︶が︑県庁

提出しました︒
労の組合員で犬山さくら保

ました︒これによれば︑税
カットで︑
年間三〇〇万か

正予算の概要を明らかにし
収落ち込 み で 公 共 事 業 費

ビス基盤の遅れや実態に合わ

必要︑ 利用するたびに一割

弱い者いじめするな
共同の運動が広がる

額カットされる予定です︒

に協力動員させる﹁有事

る失業︑収入の落込み︑

はいっきに高まった︒マ

とむすび︑私たちは﹁断

長石川まち子さんに現場から

訪問看護ステーション﹂の所
ことにしています︒

法制﹂化など戦争法の具

深刻さを増す不況︑国や

愛知県の失業率も統計史

憲法の平和・民主主義

体化は︑まさにこれから

スコミも強行した後とは

じて戦争協力をし ま せ

サービスを必要とする人に







育予算を﹂
と話しています︒ への要請署名を取り組む

愛労連は昨年末︑愛知県

の原則を根底からくつが

である︒尊い犠牲と反省

自治体財政の破綻など現

が﹁第三次行革大綱﹂に添

えし︑戦争しない国から

状の困難を打開するたた

る︒

﹁戦争する国﹂に日本の

のうえに築き上げた憲法

かいとともに︑民意が反

第九条を︑歴史を逆行さ
この暴挙に対する国内

せてはならない︒

歴史を逆流させた︒
外からの抗議と怒りの声

閣と自民︑自由︑公明の

の広がりや宣伝・署名行

愛労連
議長談話

三党が新ガイドライン関

動︑集会などへの青年や

ん﹂を合言葉に︑職場や

いえ︑戦争法の問題点や

地域からたたかいを更に

危険性について一斉に報

組織に属さない一 般 の

連法︵周辺事態措置法︑

方々の参加など︑たたか

強めましょう︒

自衛隊法改悪︑日米物品

法案は成立したもの

いが大きく前進し て い

じた︒
ゆる戦争法案を強行成立
させた︒

の︑自治体や民間を戦争

役務相互提供協定︶いわ

﹁戦争協力はしない ﹂
の声を職場・地域から

五月二十四日︑小渕内



６月２３日（水）１８：３０〜
・場所

若宮ひろば（矢場町交差点西側）
１
９
９
９年６月１
０日

はしないで
補助金カット
団体のデモ
者
と訴えた障害
で）
６日 県庁前
（５月２



・２３愛知県民集会（仮称）
名古屋市熱田区沢下町８−１
８
労働会館第２ビル
ＴＥＬ ０
５
２−８
７
１−５
４
３
３
ＦＡＸ ０
５
２−８
７
１−５
６
１
８
e-mail airouren@lilac.ocn.ne.jp
発行人 見 崎 徳 弘

・日時
第７
５号

第７
５号

連
労
愛
１
９
９
９年６月１
０日
（１）

地地労労委委・・労労働働者者委委員員﹁﹁５５・・ 判判決決﹂﹂をを武武器器にに

動を展開する﹂と決定︑意

月﹁﹁﹁﹁﹁﹁﹁公
公公公公公公公正
正正正正正正正任
任任任任任任任命
命命命命命命命﹂
﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂へ
へへへへへへへの
ののののののの大
大大大大大大大運
運運運運運運運動
動動動動動動動を
ををををををを
﹁﹁﹁﹁﹁﹁﹁﹁
公公公公公公公公
正正正正正正正正
任任任任任任任任
命命命命命命命命
﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂
へへへへへへへへ
のののののののの
大大大大大大大大
運運運運運運運運
動動動動動動動動
をををををををを
か﹁
ら

に 注文 をつけました︒

組織内はもちろ

画・準備の段階から当日

論などもおこない︑﹁企

﹁連合﹂に独占させ一〇年

知事が労働者委員を全員

て読み上げたこの 注文

たが︑裁判長が法定であえ

た点では原告﹁敗訴﹂でし
労働部長交渉︒最終的に

十二日副知事︑六月一日

推薦手続きは九月

開始する︒

から要請・署名を

団体に訴え︑七月

めた広範な労組・

ん中立・連合も含

ことを思ったことありま

か﹂︒みなさんはこんな

にしたらいいんだ ろ う

ない︒どんなことを大切

ど︑なかなかうまくいか

たい﹂﹁役員になったけ

したら解決できるか知り

ことばかりだけど︑どう

判決紹介パンフ・ビラ

は知事交渉も︶
︒
を作成︑学習と宣伝を強
める
︵二五日朝︑
県庁前宣
伝︶
︒
県議会要請にも活用

は六〜七月の世論づ

働部に決断を促すに

労連青年協・愛労連婦人

高教・医労連・国公・愛

備会には︑自治労連・愛

れまでに四回開かれた準

かさねられています︒こ

座実行委員会の準備会が

くりがカギ︒﹁５・

協・名古屋市職労・学習

す る︒︵全 県 会 議 員 に 郵

判決﹂を組合員の

協などから一四名の仲間

次期委員候補は二名に

学者・弁護士や現・元労

送︑
二八日に陳情する︶
︒

ら一斉に知事・労働

し︑
知事要請をおこなう︒ 確信に高め︑職場か

働者委員にも協力 依 頼

部への要請を集中す

が参加しています︒月刊

然界から吸収してきたと

化そして心までもこの自

からという理由だけでな

なくなったから︑貴重だ

とはただ単に個体数が少

準準備備会会
すすすすむむ

﹁労働組合に入って何

愛愛労労連連労労働働組組合合講講座座
年か経つけどわからない
ことがばかり⁝﹂﹁政治

に な り ま す が︑先 の﹁判
の意味は重く︑判決後﹁実

以降で集会・座込み

でも職場でも︑頭にくる

決﹂から一カ月︒地労委民

決﹂は︑﹁差別を受けてい
質的には勝訴﹂﹁常識的に

など大運動も秋にな

運動を意思統一しました︒

主化会議はこの間に判決報

る労働者が対立している系
はもう連合独占は続けられ

名古屋地裁の﹁５・ 判

告集会︑幹事会︑総会を相

統の労組推薦の委員を信頼
ないはず﹂との感想・意見

せんか︒

県交渉を強める︵五月

次いで開き︑五月三十日に

できないのは無理

りますが︑知事・労

思統一しました︒

は合宿もおこなって︑十二

からぬこと﹂と今
が相次ました︒

損害賠償請求が棄却され

月の次期委員任命へ向けた

後の任命につい

連の市民権確立と一体であ

破は差別行政の転換 愛労

絞り︑愛労連は阿部議長

ることが重要です︒

ちょっとしたことで巣を

いっても言い過ぎではあ

食物連鎖の頂点に立つ

参加する人みんなが関わ

って﹃労働組合の運動っ

てこうやってつくってい

くんだ﹄ということも体

験できる労働組合講座に

しよう﹂﹁キーワードは

参加する人みんなが実行

委員だね﹂と話し合われ

ています︒七月中旬には

﹁新ガイドライン問題を

中心とした日本の 状 況

を︑歴史と憲法をふまえ

て学び︑労働組合・労働

者としてどう対応 す る

か﹂をテーマにしたプレ

学習企画を予定し︑多く

の実行委員を募っていく

本番の開催は︑秋に二

ことにしています︒

泊三日程度の合宿形式で

予定し︑できれば春にも

開催していくことが検討

されています︒

平和行進・毎年歩きつづけて

身近に平和をアピールする機会

﹁学習の友﹂を使った討

を推薦する︵他に愛労連

瀬戸市﹁海上の森﹂で
放棄してしまいます︒

以外から一名を推す︶︒

﹁自然との共生﹂をうた

く︑生物の多様性を守る

い文句にした万博予定地

りません︒にもかかわら

変化と裏腹に︑この一〇年

オオタカが営巣している

を重ねるにつれ恥ずかしさ

内で︑絶滅が危惧されて

平和行進に参加するよう

で平和問題は非常に危険な

こと︑すなわち知識や文

情勢となってきています︒

化そして心など人間の存

も感じなくなりました︒が

ず︑当たり前のようにい

その分体力の衰えを感じる

たメダカすら絶滅が危惧

になってもう一〇数年にな

ことは︑海上の森にそれ

ります︒初めの頃は手を振

を支えるだけの豊かな自

続の土台を守るという大

木から数百メートル以上

しています︒オオタカと

然があるということを示

ほどの間に多くの生き物

うに︑わずかこの半世紀

されたことに見られるよ

守る努力が求められてい

見直し︑海上の森全体を

新住宅市街地開発事業を

の森の万博開催をやめ︑

毎年︑北海道・根室からヒロシマ・ナ

ガサキへと日本列島を縦断する反核ライ

ダーは今年で一二年目を迎えます︒県内

では︑例年約七〇名前後の仲間が参加し

﹁平和を運ぶ風になろう﹂と自治体要請

や宣伝行動︑アピール走行などにとりく

んでいます︒

今年は︑
列島縦断のリレー方式でなく︑

各県 実 行 委 員 会 が と り く み や す い 日 程

で︑いっそう充実した行動にしようとい

う全労連青年部提起をうけ︑愛知では例

年の行動とあわせ︑静岡と合流し長野県

にある松代大本営跡を見学するコースと

なっています︒自家用車などでの参加も

よびかけていますので︑ぜひご参加を

も と で の 市 場 開 拓 を と︑

紀をアメリカの世界支配の

政府・財界は︑二十一世

そしてアジアを中心とした

戦禍を繰り広げています︒

を支配しようと世界各地で

要です︒そのためにも︑平

法を実行させない運動が必

大きく包囲し︑今後この悪

たが︑平和を求める勢力で

﹁新ガイドライン﹂関連
置くため 打 ち 出 さ れ た の
が︑﹁新ガイドライン﹂
です︒ 法は強行成立させられまし

地域をアメリカの支配下に

和行進のような国民に地道

に回そうとしています︒

そのお金をアメリカや財界

福祉予算ををカットして︑

行政サービスを低下させ︑

今年もまた元気よく平和

民の間に浸透しています︒

じて︑平和運動は大きく国

ースも増え︑参加者も多く

なさんと共同で行進するコ

です︒最近は市民行進のみ

にアピールする行動が大切

空 直樹

全法務名古屋支部・

行進に参加します︒

なりました︒平和行進を通

を強化し︑公務員の削減で

﹁行革﹂
の名の下に内閣機能

アメリカは冷戦後の世界

きな意味を持って い ま

の取り囲む森がないと安

同様に人間も生態系の頂

が人間の手によって滅ぼ

ます︒

こんな自分自身の呑気な

ようになってきました︒

心して繁殖することがで

点にいます︒人間は長い

されたり︑今まさに絶滅

日本野鳥の会会員・

かしかったものですが︑年

りながら行進するのも恥ず
国や県は︑オオタカが

す︒
安心して繁殖を続けられ

きません︒オオタカは視

歴史の中で多様な生物相

されようとしています︒

る環境を作るため︑海上

覚や聴覚が非常に発達し

に依存し︑食物だけでな

森森をを
かかええししてて

いるオオタカの営巣が確
認されました︒
オオタカは鳩ぐらいの
大きさの鳥を餌にしてい
る猛禽類で食物連鎖の頂
点に立つ鷹です︒オオタ
カは赤松の木に巣をかけ

ている上に︑繊細で警戒

岩倉市職労・長谷川洋二
オオタカを保護するこ

ていますが︑巣をかけた

いま︑愛労連では秋の
開催にむけて労働組合講

地労委の﹁連合独占﹂打

・透明性を担保す
り︑結成一〇年の愛労連に

初期の目的を達したのです

とっても最重要課題です︒

べて終結させ︑判決を武器

準 の 作 成・公 表

持される︑適切で

に十二月の 期任命へ大運

を﹂﹁より多くの

合理的な選任方法

総会・合宿では﹁裁判は

の検討を﹂と知事

労組・労働者に支

るためにも任命基

構成を﹂﹁公正性

性をもたせた委員

統を考慮し︑多様

て︑﹁労働界の系

知事は裁判所の
﹁注文﹂
を正しく受け止めよ


１
２




９
８反核ライダーにはのべ７
０人の仲間が参加










く︑いろいろな知識や文

PEACE WIND９９ 反核ライダー

７月２
３日（金）
愛労連事務所集合（８：
３
０）
名古屋市・愛知県・豊橋市な
どに要請
宿泊（浜名湖周辺）
７月２
４日（土）
静岡の仲間と合流・宿泊
（長野県北部）
７月２
５日（日）
松代大本営見学・
名古屋で解散
●参加費：１
８，
０
００円程度
（２泊４食）
※ガソリン・高速代などは各自
●申込み：愛労連事務局
０
５
２−８７
１−５
４３
３

みんなで走ろう

９
９反核ライダー
愛知県コースの予定

１２




３
５

学び成長して、いきいき活動したい

今年も元気に歩いて市民にアピールす
る空さん（６月８日、平和町コース）
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心が強く︑機械の音など

カ
オオタ
が住む
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