政治を変えよう！県民集会

【日時】 5 月 25 日(金)18 ： 00

【場所】 高知市役所前

※集会後、 中央公園までデモ行進

年金者組合の竹村委員長が、年金
改悪が医療改悪とあいまって高齢
者の生活を破壊していると批判、
年金問題は高齢者だけの問題では
なく若者の問題であると奮闘を呼
びかけました。自治労連保育部の
小橋さんが、子ども子育て新シス
テムの問題点を指摘、こどもの目
線にあわせた保育が出来なくなる
と訴えました。高知一般の前田組
合長は、非正規労働の不当性を訴
えました。最賃プラス五円の六五
〇円の賃金で安く使う自治体関連
の清掃職場。教員の大半を期限付
き雇用にしているＡ大学法人。前
田氏は、底上げのための全国一律
最低賃金制度の確立を訴えまし
た。
最後に、 メーデースローガン、
メーデー宣言の提案を行い、採択
されました。集会後、参加者はデ
モ行進を行いました。

要求実現

第八十三回メーデー高知県中央集会が五月一日、高知市中央公園で
開催され、一〇〇〇人が加盟組合や友好団体から集まりました。今年
は、労働者の決起の場であると同時に消費税引き上げ阻止など要求諸
課題での県民総決起の場、文字通りの県民集会として開催されました。

まず最初に県国公の小松議長が公
務員の違法な給与削減を批判。裁
判闘争で闘う決意を表明。続いて、

ミロク労組の藤川委員長が開会
宣言。続いて、県労連の西山委員
長が主催者あいさつ。「
二十九日
に起きた観光バスの事故の背景に
は、人減らしと長時間過密労働、
それをあおる低価格競争がある。
そういう点では、労働者も犠牲者
だ。 今こそ労働のあり方を見直
す時期だ」
「
消費税引き上げと社
会保障の一体改悪、ＴＰＰ参加、
原発再稼動などどれをとっても国
民に大きな犠牲を強いるもの。こ
のような政治では、ドジョウはす
くえても国民は救えない。解散総
選挙で政治を変えよう」
と呼びか む会長、消費税各階連絡会議を代
けました。
表して高知県商工団体連絡会の東
来賓として日本共産党高知県委 谷勝喜会長、平和委員会の徳弘嘉
員会の春名なおあき元衆議院議 孝理事長が行いました。それぞれ
員が、国民的諸課題で連帯して共 消費税、ＴＰＰ参加、社会保障の
同を広げようとあいさつ。尾崎正 改悪、原発再稼動に反対し、生活、
直高知県知事、岡崎誠也高知市 営業、安全、福祉、地域を守ろう
長などからメッセージが寄せられ と訴えました。
ました。
労働者の決意表明

諸団体から決意表明
食健連を代表して農民連の土居
篤男会長、県社保協の田中きよ

消費税増税、 ＴＰＰ参加、
社会保障改悪、原発再稼働許すな！

第 回高知県メーデーを開催

メーデーの様子
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メーデー後のデモ行進の様子

消費 税 率 の十 ％ への引
き上げが、特別委員会

で論議される。 「
一体」
な ら ぬ十 一 法 案 の
「
ごった煮」論議である

とあいまって、 人から 「
大きなコン
クリート」へ
逆戻りしている▲「
高新
川壇 宮本時彦選集」に次の２句
を見つけた。一九八九年、消費税
が導入された当時のものである。
「
消費税へ
ぽつんと妻の独り言」「
消
費税百三円のアジを焼く」
。 何と
なくまだ牧歌的ではある▲しかし、
今や妻の独り言は地域の悲鳴とな
り、 「
財政のため」「
社会保障のた
め」のまやかしに国民が気づきつつ
ある▲ 「
三を五に五を八にして十
にする」そして将来、 一七にする
たくらみである。 消費税がかつて
三％であったことを、 遠い記憶の
彼方に追いやってはならない。（
田）

したのであろうが、ぶれないよう心
棒を握っているのは、 財界と財務
省▲民主党三人目の首相、 四人
目の国交大臣にして次々と大型公
共事業が復活。 社会保障の改悪

いようのない状況▲しかし、 「
政治
生命」どころか 「
命」を掛けると
言う。これまでの短命内閣から 「
ぶ
れない」ことを教訓として引き出

一％。 世論と党内の造反に挟み
撃ちされ、 ドジョウ内閣は、 すく

▲内閣支持率は、 二六 四･％ （
共
同通信四月末調査）
。 三〇％の危
険水域を割り込んだ。野田内閣の
消費税引き上げ案に反対は五四 ･

針路

インターナショナル
やはり最初は、 「
インターナ
ショナル」
。一八七一年のパリ・コ
ミューンの労働者の蜂起を歌った
もの。一八八八年に曲がつけら
れ歌われだしました。蜂起自体
は短期間で弾圧されたが、労働
者の連帯を表す歌として世界中
で歌い続けられています。戦前の
日本では禁止されていました。
「
起て飢えたる者よ 今ぞ日は
近し 醒めよ我が同胞 はら
( から )
暁 あ(かつき は来
) ぬ
暴虐の鎖 断つ日 旗は血に燃

労働歌を知らない労働者が増
えています。戦いの中で歌が生ま
れ、歌が戦いを励まし、勇気づ
けてきました。今日は本当に貴
重な機会だと思います。歌を紹
介しながら、戦いの歴史にも触
れてみたいと思います。

県労連の春の講座での岡村さ
んの話を数回にわたり紹介しま
す。

岡村 万里

公布。ところが四七年、中国大陸
で国共 （
国民党と中国共産党）内
戦が起きると「
逆コース」と呼ばれ
る民主主義を弾圧する動きが出て
きます。労働組合も 「
革命勢力」
として弾圧の対象に。四七年 GHQ
によるゼネスト中止命令。四九年、
国鉄労働者を弾圧するための下
山、三鷹、松川の列車転覆の陰謀
事件。五〇年には職場から組合活
動家、共産主義者を排除するレド
パージ、警察予備隊の創設、全労
連解散命令、朝鮮戦争へ
と突き進
んでいく。五一年にはサンフランシス
コ講和条約が結ばれ見かけ上は日

地解放、そして労働組合の奨励。
四五年労働組合法、四六年憲法

かった。しかし、敗戦を契機に日本
は民主化されます。財閥解体、農

えて 海を隔てつ我等 腕 か(いな ) 守れ メーデー労働者 守れ メー
結びゆく いざ闘わん いざ 奮い立 デー労働者」
て いざ あぁ インターナショナル
我等がもの いざ闘わん いざ 奮い
敗
戦から戦後へ
立て いざ あぁ インターナショナル
一九四五年の敗戦当時の平均寿
我等がもの」
聞け万国の労働者
続いて 「
聞け万国の労働者」
。
元々 「
歩兵の本領」と「
アムール河
の流血」
という軍歌でしたが、池貝
鉄工所の労働者がメーデーで歌う
為の行進歌として作詞し、一九二
二年の第三回メーデーで発表され
たものです。ストライキに蜂起した
労働者が労働の価値に目覚めると
いう原曲とは真逆の歌として、労
働者を鼓舞する歌です。
「
一、聞け 万国の労働者 とどろ
きわたるメーデーの 示威者（
じい
しゃ）
に起こる足どりと 未来をつ
ぐる鬨 （
とき）の声 二、汝の部
署を放棄せよ 汝の価値に目醒むべ
し
全一日の休業は 社会の虚
偽をうつものぞ 五、われらが歩
武の先頭に 掲げられたる赤旗を

命は、男子が二三．九歳、女子が
三七．五歳。 戦争の惨禍は大き

高知センター合唱団

歌とメーデー
たたかいの中で生まれた歌（一）
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本は独立を取り戻すものの、事実
上の占領政策の延長である日米安
保条約が締結されます。 憲法と
矛盾する日米安保、再軍備の流れ

もされました。 当時は、 メー
デー歌が盛んに公募されていま

した。
「
一、太陽は呼ぶ 地は叫ぶ

心は 美しくなって行く 吹けよ
北風吹雪 その中を僕らはかけ

たたかいの中に
一九五二年の第二三回メー
デーは、「
血のメーデー」と呼
ばれます。朝鮮戦争、警察予
備隊の創設に対する再軍備反対
の緊迫した情勢の中でデモ隊と
警官隊とが衝突、労働者二人
が殺されました。その一人であ
る高橋正夫さんの残したメモを
元に林光さんが作曲したもので
す。
「
たたかいの中に 嵐の中に 若
者のたましいは 鍛えられる た
たかいの中に 嵐の中に 若者の

が生れます。
立て逞しい労働者 働くものの
赤い血で 世界を繋げ花の輪に
晴れた五月
我等未来を語るもの 世界を一
一九四六年五月一日、第一七 つに結ぶもの 二、若者よ今 旗
回メーデーとして戦後初のメー 高く 行け爽やかな朝風に 乙
デーが開催されました。「
晴れた 女の髪に花香り 解放の鐘は鳴
五月」は、記録映画 『
メーデーの り響く 我等未来を語るもの
歴史』
（
一九四六年）
の主題歌一位 世界を一つに結ぶもの」
入選曲です。「
新メーデー歌」と
して発表され、長く苦しい戦争が
終わり、自由な中で再びメーデー
を迎える喜びが明るく表現されてい
ます。
「
一、晴れた五月の青空に うたご
え高くひびかせて 進むわれらの先
頭に なびくは赤い組合旗 二、歴
史も永いメーデーの 血でそめられ
たこの旗は ああ万国の労働者 団
結せよと叫んでる」

世界をつなげ花の輪に
「
世界をつなげ花の輪に」は、第
一八回メーデーに向けて、産別会
議、総同盟、国鉄労働組合と民
主主義文化連盟、ＮＨＫが提携し
て公募した新メーデー歌の第二席
入選作。ＮＨＫラジオで歌唱指導

て行こう くちびるに微笑みを
もって 僕らはかけて行こう」
（
つづく）

原発再稼働問題で県交渉
安全協定に向け研究する
四月十三日、国民大運動高知県実行委員会が県交渉を行いました。
会場は、県の保健衛生総合庁舎。県側の出席者は、新エネルギー推進
課の塚本愛子課長ら四名。国民大運動側は、県労連などから十一名
が参加し 「
四国電力と安全協定を結べ」と迫りました。

安全協定の問題について県側は、
「
国の防災指針の見直しもあり、
ＰＰＡといわれる防護区域が五十キ
ロメートルまで拡大され、四万十
市や梼原町の一部が入ってきた。
防災計画の見直しも必要である
し、 一旦重大事故が起きれば大
きな被害を及ぼす。 四国電力と
の安全協定については締結する方向
で研究をしたい」
と答えました。
大運動からは、「
防災指針の範囲
は、大事故発生時の緊急の避難 ・
対処範囲。その拡大は良いことで
はあるが、私たちが言うのは、『
地
元』という考え方の転換。放射能
の拡散状況からすれば、 高知県
そのものが地元。その立場で県民
の命と安全、財産を守るためには
県独自の方針と手段が必要。 愛

さんさんテレビ、テレビ高知、高
さ
つを行いました。
知新聞、 朝日新聞などの報道機
塚本課長が、県としての見解を
関が取材に訪れるなど、注目の高 説明。意見交換に入りました。
さが伺われる中、会を代表して西
防災計画の見直し必要
山潤代表委員が「
県民の命と健康
を守るため、伊方原発の再稼動に
反対の立場を明確にし、四国電力
と安全協定を結んでほしい」
とあい
新エネ課との交渉 の様子

1 月 17 日の集会の様子
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媛県と伊方町任せでは、ダメ。高
知県民を守ることは愛媛県民を守
ることにもなる」
「
国は伊方原発３
号機を早ければ夏に再稼動させる
方向だとも言われる。高知県とし
ての意思を反映させ歯止めをかけ

専門家入れ独自の判断を
伊方原発三号機の再稼働問題に
ついて県側は、「
国の安全審査や四
国電力の取り組み、愛媛県、伊方
町の判断を受けて、県独自に判断
する。 四国電力とは勉強会をし
て、情報の収集、把握をしている。
これまで５回開催した」と答えま
した。
会側からは、「
ストレステストの一
次評価だけで不十分。また、暫定
基準、新基準とは言っても二日で
まとめたもの。更なる安全対策は
実施していなくても計画さえ出せ
ば、ＯＫというお粗末なもの」「
国
の判断を受けてと言う姿勢では、
これらの基準を認めてしまうことに
なる」
「
福島第一原発の事故原因の
究明もなされていない。政府の検
討会の地震、津波高の一次報告も
新基準には反映されていない。県
として現時点で再稼動は許すこと
は出来ないという態度に立つべき」
と迫りました。
また、「
県として独自の判断をす
るためには外部の専門家に委嘱する
なり、四県そろって安全協定を締

締結しないのか」
「
あの事故を本当
に重く受け止めているのか」
など、
厳しく追及をしましたが、県側は
前回と同じ回答で、「
県独自に国、
電力会社などから話を聞き、 判
断する」
というものでした。
県は県民の安全を守るという理
念は掲げています。それを実行す
る手段としての安全協定の締結を
県に迫る運動を今後も強めて行か
なければなりません。

るためには、その前に四国電力と
会からは、「
電力会社任せでは勿
協定を締結すべき」と強く求めま 論だめだが、情報隠しの問題もあ
した。
り国任せでもダメ。四国には四電
課長は「
持ち帰り検討させてほし 以外にも電源開発（
Ｊパワー）
、住
い」と答えました。
友共電、 県営の発電など豊富な
発電資源がある。四県、四電、各
電力会社と協力して、独自に四国
結し同じ土俵に立った上で、愛媛で
の
電
力
の
需
給
状
況
の
客
観
的
で
信頼
組織している専門家も入れた四国レ できるデータをつかむべき」
「
また、
ベルの対応をするなり検討してほし 自然エ
ネルギーへ
の転換を中長期に
い」と要望しました。これについて 強力に進めると同時に、節電・
省
も、「
持ち帰り検討させてほしい」 エ
ネを行政としてももっと進める、
と課長が答えました。
現在大きく依存している火力の効
県独自に需給状況の確認を 率化、 ＣＯ２低減対策をすすめ
る。そうすれば、四国は不足する
状況にはないことは明らか。そう
して時間的な余裕を作っておいて、
福島第一原発の事故原因の解明、
地震津波の新知見、信頼にたる新
基準を踏まえた安全確認を十分
行うべき」と提言しました。

四国の電力の需給状況に関して県
側は、 「
国の新たな需給見通しが
近々出される予定。四国電力に対
しては、情報開示を求める必要が
ある」
「
県独自の見通しの資料はな
い」と答えました。

再交渉を実施

五月八日には、危機管理課も加
わり、 二度目の交渉を行いまし
た。前回、安全協定の締結へ
向け
て研究するとの回答を得ていました
が、今回明らかになったその中身
は、原発で事故が起きた後の対応
についてのみで、事故を未然に防ぐ
ための安全協定は検討していないと
いうものでした。会側は、「
事故が
起きてからでは遅い、なぜ協定を

足しても、 （アチャ！！） 毎月３万円家計が不足し、 親の夕食は、

キャベツの千切りと言っていた頃を思い出しました。

組合員 （Ｉ ・ Ｗ）

雇用問題についての要請で働く場の改善が出来たらいいです

当選者の発表

第２部 １２年度総会
15 ： 10 ～ 16 ： 00
ネ！！川柳コーナーも楽しみに見ています。

○講演
ＴＰＰ参加反対と高知県農業の展望
○講師 田内 成幸 氏
（ＪＡ高知中央会総務企画部長）
山本 純二郎 氏 （同上次長）
キャベツ。 子供たち３人が大学に在籍した時期、 ２人分の給料を

クロスワードパズル

シャキシャキ柔らかく、 甘く、 サラダをてんこ盛り食べたくなる春

第１部 学習講演会
14 ： 00 ～ 15 ： 00
県教祖 （Ｙ ・ Ｍ）

１４０号・クロスワードパ
ズルの答えは「ハルキャベツ」
でした。当選者は左の方々で

脱原発で政府も動いているかと思いきや、 再稼働 ・ ・ ・ 。

図書券プレゼント
チャレンジ

■ところ 県立大３５１号教室
■内 容
雇用の場でもあるわけで一筋縄では行きませんね ・ ・ ・ 。

《応募方法》

反対。○○益 ④ダンス ⑥
――老い易く学成り難し ⑧
規定と――の演技 ⑩――な
ことでお詫び申し上げます
⑪これで○○借りなしだ ⑬
○○をもって○○を制す

■と き ５月１９日 （土） １４ ： ００～
室戸市職労 （Ｈ ・ Ｋ）

クロスワードの答えと、 す。おめでとうございます。
機関紙の感想、組合名、郵 《当選者》
便番号、住所、氏名、年齢
を記入の上、
県労連書記局
村上 やよいさん
宛にお送り下さい。
（県教祖）
抽選で三名様に図書カー
川口
遥 さん
ドをプ レゼン トし ます。
（室戸市職労）
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー
松岡 鈴代 さん
ル）
締め切りは六月三十日
（香美市職労）
までとなります。
カギを解き二重枠に入る文
字を並べてできる言葉は何
でしょう
【
タテのカギ】
①♪山田の中
の一本足の―― ②この上
ない趣。美の―― ③無の

クロスワードパズル
七士の―― ⑪
地獄の沙汰も○
○次第 ⑫試合
という意味も。好
―― ⑭つらい
経験
【ヨコのカギ】 ②
ルービック・――
⑤かりの名 ⑦
私利―― ⑧利
いた○○な口をき
くな ⑨赤穂四十

ＮＯ．１４０
連
労
県
知
高
(4）２０１２年５月１０日

国民大運動総会＆学習会
おたよりの紹介

労働歌を 歌う様子

春の講座を開催中

四月二十七日、高知
城ホール一階にて、県
労連 『
春の講座』を開
催しました。メーデー
前 夜 祭 と位 置 付 け、
①労組の歴史②労基
法・
労組法③歌にみる
メーデーの歴史の三部
構成で行いました。五
月十八日と六月二日に
も開催します。

川柳コーナー

ミサイルで余計混乱エムネット
（
高橋狸）

（
高橋狸）

ミサイルが飛んでも鳴らぬジェ
イアラート

汚染された大地の声を聞きなさい
（
幸泉）

草原にとおい地雷が未だ眠る

（
幸泉）

長生きをせよと神様言うてはる
（
幸泉）

命まで規制緩和で軽くなり

（
源朝光）

消費税上げても上がらぬ税収入
（
源朝光）
名ばかりの 「
新基準」で再稼動

（
源朝光）

時事川柳を募集中！

