第７ ８回 高知県

中央メーデーは、
昨年に 続き 高知市
中央公 園で 開催さ
れ、７００ 名が 参
加し まし た。
雨の なか での会
場準備 とな りまし
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ると雨 も小降 りにな りまし
た。
高橋 県労連 執行委 員長は
主催者 を代表 して「憲法 改
悪につ ながる『国民 投票法
案』が連休 明けに 重要な 局
面を迎 える。戦争す る国づ
くりを 許さな いたた かいを
強 化 し よ う 。『 ワ ー キ ン グ
プア』をなく すため の最低
賃金引 き上げ を求め るたた
かいを 強化し よう」とよび
かけ まし た。
新婦 人高知 県本部 の松尾
さんは 女性の 権利を 守るた
たかい 、自治労 連松繁 書記
長は「国民 投票法 案」の廃
案を求 めるた たかい 、高知
一般山 崎書記 長が未 組織労
働者を 組織し 、要求を 実現
してき たたた かいの 報告を

おこないましたが、それ
ぞれの報告は確信となる
内容 でし た。
商工団体連合会の入江

た。左は、第一位の座を奪

付けにてんてこ舞いでし

ホール駐車場で車の飾り

デー当日早朝に高知城

前夜祭もあり、メー

合が第一位に 輝きました。

クールは高知一般労働組

恒例のプラカードコン

てく れま し た。

来賓としてあいさつをし

定候補の村上信夫さんが

化し、大企業経営の好調さ

は４ 月 段 階に 入 っ て 本格

県 労 連 加盟 組 合 の 春闘

％（５ 月 中 旬 現在 ）です 。

額は６７７４円・２．０２

の０ ７ 年 春闘 賃 上 げ 平均

員会（全労連、中立懇など）

となりました。春闘共闘委

職場 春 闘 にき び し い 情勢

入れるなど、後に続く中小

た、これを当該組合が受け

賃上 げ 額 しか 示 さ ず 、ま

わず か １ ００ ０ 円 程 度の

電機、鉄鋼などの大企業が

増やしているＮＴＴ、大手

をは じ め 軒並 み も う けを

をし て い るト ヨ タ 自 動車

の２ 兆 円 もの ぼ ろ も うけ

０７年春闘は、史上最大

場集会 での要 求実 現の意

に不満 を示し なが ら、職

大きく 下回る 第１ 次回答

組は、会社か らの昨 年を

たうえ で妥結 。ミロク 労

時金回 答に上 積要 求をし

上げ（定昇込み）、年間一

電労組 は、昨年並 みの賃

（定昇込み）で妥結。宇治

る４５００円の賃上げ

昨年を １００ ０円 上まわ

した。特殊製鋼所労組は、

０７年 春闘を 妥結 をしま

旬にか けて各 関係 組合が

もとで 、４月初 旬から 下

持たれ ました 。こうし た

回る賃 上げ実 現に 期待が

製造業 職場で の昨 年を上

い兆し の見え る鉄 鋼関係

いくら か経営 状況 の明る

メーデー前夜祭に５０名

県労連と高知一般労組教宣文化部が共同

憲法改悪のた

めの「国民投票

法案」が自民党・

引上げなどの大きな成果

金５．２ケ月という大幅

０，０００円、年間一時

境事業分会は、賃上げ１

もとで建交労・高知市環

大幅賃上げ実現が困難な

ています。０７年春闘で

ぼ昨年並の回答が示され

地本などに定昇など、ほ

療支部、建交労鉄四国道

協労組、高知一般労組・医

連・精華園労組、こうち生

を勝ち取りました。医労

し、一時金の全額支払い

撃を１年間かけてはね返

金０．６５％切り下げ攻

会は、理事会からの一時

保育労・土佐希望の家分

した。５月に入って、福祉

一時金額とも妥結をしま

りましたが、賃上げ、年間

ち取り、昨年を若干下回

第１次回答に上乗せを勝

強く団体交渉を重ねて、

高知自治労連は自治体

記長が強調し た問題点だ。

会で高知自治労連松繁書

明した。これは、中央公聴

弁を引き出したことを解

に運動ができるという答

員と公務員が規制されず

仁比参院議員の質問で教

田中幹事長は日本共産党

その中で、自由法曹団の

の強化を意思統一した。

法を守る運動のいっそう

まり、運動の到達点と憲

全国から３２００名が集

で開催された国民集会は

５月１６日に日比谷野音

での強行採決であった

怒り・疑問が渦巻くなか

いることなどへの国民の

運動規制が盛り込まれて

きること、教員・公務員の

論形成をはかることがで

莫大な資金を投入して世

しまうこと、改憲勢力が

賛成で憲法が変えられて

う。

支援を行っていきましょ

すべての組合から激励・

にむけた奮闘とともに、

組合の今後の賃上げ実現

激励しています。未解決

どの 労組 が・・？（高 ）

さて、次はどんな課題で

動に続くものであった。

本法での高知県教組の運

動でリードした。教育基

「投票法案」に反対する運



を勝ち取るなど、県労連

キャラバンもおこない、

く、わずか５人に一人の

「最低投票率 の定め」がな

で強行されて成立した。

公明党の数の力で参議院

針路

加盟組合の０７年春闘を

がんばる仲間たち

還し、喜びの記念写真で

とは 裏 腹 に県 内 企 業 経営

思統一 をはか り、ねばり

博孝事務局長、参院選予

す。

が総 じ て き びし い も と で、

07春闘

してメーデー前夜祭が開催されました。映
画『ドレイ工場』の上映、センター合唱団の
うたごえ、２月に青年部がおこなった『最低
賃金生活体験の報告』などがおこなわれま
した。今回の『生活体験』には大学生も加わ
り、「自分の親が最賃になれば教育を受ける
こともできない。こんな社会はおかしい！」
と感想を述べました。

なくせ！格差と貧困
たが、集会が 始ま
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ストップ！戦争をする国づくり

最賃闘争の前進を

が共通の要求に

額１０００円以上という要求を支持

たち全労連・県労連の最低賃金時間

され、これをうけて日本共産党は、私

ぶりに最低賃金の見直し法案が提出

付ける情勢として、今国会に４０年

チャンスを迎えています。それを裏

低賃金引上げ実現にむけて、最大の

０７年最賃闘争は、過去最高の最

今後の要求実現にむけた、たたかい

ことはたいへん大きな意義があり、

ンターの「要求」がはじめて一致した

における日本の２つのナショナルセ

円要求」を確認しています。最賃闘争

に続き、連合も最賃「時間額１０００

法案を提出しています。また、全労連

域最低賃金」の設定ができるとする

金」を定め、それを越える額で、
「地

た、社民党も最賃時間額１０００円

以上の要求を支持しています。民主

党は、格差と貧困の解消を政府側に

も先進諸国最低となってしまった日

などを理由にして難色を示しながら

政府内では、中小企業の支払い能力

幅な最賃引上げを求める攻勢に対し、

面会を“拒み”続けており、賃金室

た。労働局長は一貫して私たちとの

働局長への要請行動をおこないまし

議会委員の公正任命などを求めて労

９時からは○最賃引き上げ、○審

べ、参加者を激励しました。

本の最低賃金をこのままにしておい
長が対応しました。

ません。こうした野党、労働組合の大

ていいのかとの声もあがってきてい

参院選で改憲勢力に厳しい審判を！

格差と貧困の是正

の解消のため最低賃金の大幅引上げ

きるものではありませんでしたが、

り、私たちとしてはとうてい納得で

日本を戦争する国にむけて、憲法９

法改悪に賛成です。

最賃闘争の到達点を示しており、こ

たが、
『意見陳述』の実現は県労連の

要請団は「報告会」をおこないまし

③安全・安心な地域社会を実現する

し、格差と貧困の是正をはかること、

つらぬくこと、②働くルールを確立

「戦争をしない、参加しない日本」を

の言葉もなかった！冷たいもん

て座り込んでいたのに『お疲れさま』

もおらん！僕が雨の中空腹を我慢し

た。なかには、
「事務所に帰ったら誰

ホールで「反省会」をおこないまし

ハンスト座り込み終了後、高知城

税が２倍になります。自民党、公明党

定率減税の廃止でこの６月から住民

争点に押し上げることが大切です。

います。また、くらしの問題を大きな

はますます大きな意味を持ってきて

に述べた全労連の「政党選択の基準」

「国民投票法」が成立したもと、先

５月２５日、高知県労連は、最低賃

声を上げ選挙にぶつけることが必要

です。また、依然として、ホワイトカ

ラーイグゼンプションの法制化をは

じめ解雇の金銭解決など労働法制の

あったのも特徴です。

家庭 内と 事務 職か らの 健康 相談 も

した。また、初めて直接従事者でない

業種は造船関係者が半数を占めま

て相談に来た人も。

は、三原村、四万十市から鉄道に乗っ

いて、順番待ちも発生しました。遠く

があり、開始前から待っている人も

した。相談件数は前回の倍近い相談

よる「アスベスト相談会」が開かれま

センターで「いの健センター」主催に

５月２０日、高知市三里ふれあい

アスベスト相談会に１９件

げましょう。

参議院選挙勝利にむけて全力をあ

ます。

院選挙は大事なたたかいの場となり

心な地域社会を実現するために参議

など社会保障制度の拡充で安全・安

雇用と暮らしを守る政治を

参議院選挙投票日まであと２ケ月

をめざして、
「いまこそ集中の時」を

ただ一つ、
「今年も『意見陳述』をやっ

条改悪を最大の争点にすることを言

賃金室長の『回答』は例年通りであ

合い言葉に、すべての職場でのいっ

ていただく・・・」という『回答』を

明しています。公明党も民主党も憲

ます。格差と貧困（ワーキングプア）

そうの取組み強化をはかりましょう。

引き出すことができました。これで

足らずとなりました。

県労連は、全労連の全国統一行動

『意見陳述』が５年連続して実現する

今回の参議院選挙で、安倍首相は、

の提起に呼応し、３次にわたる「最賃

５）を設定し、それぞれの行動日に

れまでの「最賃生活体験」、
「異議申し

ことの３点から、私たちの要求実現

全 労連 は第 ２２ 回定 期大 会で ①

は、さまざまな取組みをおこないま

出」などをねばり強くおこなってき

と政治の関わりをとらえることを決

ことになりました。

す。節目節目の行動をみんなの力で

た成果であり、引き続き頑張ろうと

定しました。

デー」
（５／２５、６／２０、７／２

成功させましょう。

参加者を勇気づけました。

じゃ！」と若干キレた人も。誰がぼや

ハンスト座り込み

金６１５円に合わせて朝８時から夕

今年も『意見陳述』の確約を引き出す

雨のなか

（参議院議員会館で開催された全労連の最賃集会）

求める国会質問で最低賃金時間額１

０００円以上の実現がその大きな役

割を果たすなどの質問を行っていま
す。一方で、
「労働者及びその家族の

615 分

【最賃第一次統一行動】

し、全国一律最低賃金制度の確立を

野党も支持

の大きな力となることは間違いあり

全労連
連合

求める姿勢を明らかにしました。ま

時給千円
生計費」を基本として「全国最低賃

方６時１５分までの「６１５分ハン

人は次回

に対する大きな怒りをもって批判の

いたのかは内緒です。
心当た

朝からあいにくの雨でしたが、１

「お疲れさ

改悪がねらわれており、働くルール

確立にむけても参議院選挙に勝利し

なければなりません。ムダな税金の

使い方を是正させ、医療・福祉・介護

相談にのる建交労森岡さん

スト」をおこない、労働局前での座り
込み行動をおこないました（職場で

６名が労働局前で「最低賃金の大幅

ま」の声

りのある

引き上げを！」のプラスターを持っ

をかけて

ハンストをした組合員も）
。

て座り込みをおこないました。８時

あげてく
ださい。

からは突入の集会をおこない、高橋
委員長が最賃闘争の意義と課題を述

（ビールとご馳走で労をねぎらうみなさん）

高 知 県 労 連
ＮＯ．１００
（２）２００７年５月２９日

