おさなみひろくに

週刊

週刊新社会号外 2008 号 新社会党へのご連絡は長南博邦 ℡ 7125-2627 E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp 第三種郵便物認可

新社会

2 月 25 日

2020 年号外
野田市 版

振替 00140-0-149727 １ヵ月 600 円〒 168 円 １部 150 円〒 42 円

http://www.sinsyakai.or.jp/
発行所 : 新社会党 E-mail/honbu@sinsyakai.or.jp
〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-10 三辰工業ビル３F
Tel.03-6380-9960 Fax.03-6380-9963

3 月議会は 3 月 3 日～ 26
日。誰でもいつでも傍聴
できます

東葛各市一斉に市主催イベント中止

相当低いが、高リスク者である基

新型コロナ対策どうする？

入院患者では重症化の確率が高く

21 日に千葉県北西部で 60 代の男性が新型コロナウイルス感染者
と判明したことが報道されると、野田市も含めた東葛各市は一斉に
市主催の各種行事の中止や延期を決め、公民館等での市民活動の自

礎疾患保有者、高齢者、要介護者、
なるため、リスクに応じて対応法
を変えることが童要だと指摘して
いる。
日本国内での感染の拡大はある
程度避けられないが、早急に着

粛を求めた。

手すべきは、高リスク者の新型コ
ただし、野田市の一部では公民

は①の盾が破られ、③～⑥の盾は

ロナウイルスによる死亡率の抑制

館等を使わせないかのような行

まだ有効に機能しないか、存在し

と、医療機関の機能維持だという。

き過ぎた自粛を求めたことがあっ

ていない状況であり、いずれ多く

そのために必要な具体策は、①

た。すぐに訂正されて市民に再度

の方が新型コロナウイルスに感染

体調管理、②テレワークや電子的

連絡されたようだが、初動の意思

することを前提として、行動する

ツールの活用、③消毒や手洗い、

統一に不備があってはならない。

ことが必要とする。

マスク着用など、④時差通勤や人

政府の大型クルーズ船での患者

その上で感染の状況を知る臨床

混みを避ける工夫、⑤ウイルスに

発生での対応は、人権に配慮して

医の話として、感染者の多くは症

罹ったか心配して不用意に病院に

いない、かえって船内感染を蔓延

状が軽く、普通の風邪のような症

行かない、⑥健康メモ（体調や体

させたとして批判を受けている。 状があるだけのようだと紹介し、 温、行動内容や移動範囲などのメ
文字通りの「水際作戦」は失敗し、 小児や若者は重症にいたる確率は
国内のあちこちで感染者が発生

休業等の生活や賃金補償は必須

し、亡くなった方も出ている。
この時点で役に立つと思われ
る、東京大学大学院総合文化研究
科長で教養学部長でもある太田

モ）をつけることを提案している。

そこで出てくるのは生活保障

仮に各企業が政府の要請に対応

だ。イベント中止や休業等の時、 したとしても、非正規労働者もそ

くにひろ

邦 史氏が 18 日に科内に「免疫も

そこで働いている人の賃金補償が

の対象に含まれるのだろうか。労

研究している生物学者としての私

されるのかどうかだ。時給や日給

働組合はその機能を果たせるのだ

自身の知見も踏まえ」て出した「お

で働いているものはとりわけ困

ろうかという疑問は消えない。

願い」の要点を紹介する。

る。

現状認識として、新興病原体に

そもそも厚労省は非正規労働者

加藤厚労相が経済団体に対し

が省庁でダントツに多い役所であ

対する有効な防御法には、①検疫、 て、新型コロナウイルス感染症の

る。全体の 53％、3 万 4722 人は

②公衆衛生的な管理、③迅速な診

拡大防止に向け、労働者が安心し

休めば賃金が出ない。職業紹介を

断法、④ワクチン、⑤治療法・治

て休むことができるよう収入に配

するハローワークの窓口職員は非

療薬、⑥各人の免疫システム の 6

慮した病気休暇制度の整備を要請

正規職員で占められている。まず

つの「盾」があるが、今の日本で

した。

はお手本を見せてもらおう。
おさなみ ひろくに

生活苦や労働苦はあなたのせいではない！ まずは相談を長南博邦前議員へ 090-2639-8002 e-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp

週刊新社会号外 野田市版 2008 号

1988 年 1 月 18 日第三種郵便物認可

日弁連が全国一律 ・ 生活費保障の最賃意見書提出

加重平均額は全国一律の韓国に抜かれた
日弁連が 21 日、最低賃金制度
について初めて意見書を厚労相や

韓国の最低賃金（時給）の推移（2010 年～ 2020 年）

中央最低賃金審査会会長、衆参の
厚生労働委員会に提出した。
内容は①現在の地域別最賃から
全国一律最賃に変えること、②一
定の猶予期間を設け高いところを
引き下げることなく引き上げ、充
実した中小企業支援策を構築する
こと。
これは 11 年 6 月に最賃に関し
て意見書を公表して以来、継続し
て改善を求め、昨年は「最低賃金
の大幅な引上げを求める会長声
明」を公表したが、小幅引き上げ

日本貿易機構（ジェトロ）サイトから転載

にとどまり、地域間格差も解消さ
れていないという壁を打ち破ろう

とするものだ。

最賃に週休手当が上積みされる韓国
日本の改善が遅々として進まな

給の「週休手当」があり、最低賃

ムン ジェイン

い反面、韓国では文在寅政権発足
後、政権公約（20 年に 1 万ウォン）

金にはそれが加わる。週労働時間
が 15 時間以上の労働者に支給され
るもの。その結果、最低時給は 943
円となる。

地方は住居費安いが自動車保有かさむ

の最低賃金の大幅引き上げで、す

日弁連は先の意見書で、連合の

また月額 22 ～ 24 万円という水

でに日本の最賃より実質高くなっ

リビングウェイジや中澤秀一静岡

準は、月に 173.8 時間働くと仮定

ている。

県立大学短期大学部准教授の調査

すると、時間給換算で 1,300 円～

韓国の最賃は全国一律である。 で、食費や住居費、水光熱費、家

1,400 円に相当し、現在の全国加

ムン政権になって初の最賃引き上

具家電用品費、被服・履物費、保

重平均額 901 円を大幅に上回ると

げは 16.4％、2 年目は 10.9％と大

健医療費、交通・通信費、教養娯

指摘する。

幅に上昇。しかし、肝心の 20 年は

楽費等、労働者の生活に最低必要

米国の州単位を除くと、多くの

2.87％と、1 万ウォンをはるかに下

と考えられる費用の試算では、月

先進国の最賃は全国一律。最低賃

回り、文大統領は決定時に「申し

額 22 ～ 24 万円 ( 租税公課込み ) と

金は、
「健康で文化的な最低限度の

訳なく思う」とのコメントを出し、 なり、都市部か地方かによってほ

生活」を営むために必要な最低生

労組は裏切ったと声明を出した。

計費を下回ることは許されない。

そ れ で も 韓 国 の 今 年 の 最 賃、

とんど差がなかったと紹介。
地方は住居費が安いが、公共交

ただ中小企業については韓国の

通機関が乏しいため、自家用車の

ような雇用安定資金支援制度等で

。 保有が生活費を引き上げているた
円
（1 ウォンは 2 月 23 日現在 0.916 円）
ところが韓国には日本にはない有 めだ。

支援すべきと主張している。労働

8590 ウォンを日本円にすると 786

組合の本気度が試されている。

おさなみ前議員のフェイスブックは http://www.facebook.com/hirokuniosanami

