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高知県労連は六月二十九日、
二〇一二年度の地域最低賃金の
大幅引き上げを目指して、最賃
デーを実施しました。七時三十

役員提案

分から十八時十五分までハンガー
ストライキを行いながら集会、

労働局前交渉の様子

七月二十五日、中央最低賃金審
議会の小委員会は二〇一二年度の
地域別最低賃金の引き上げ幅の
「
目安」
をまとめました。高知県は
四円アップ。全国平均では七円の
引き上げとなりました。目安にと
らわれない大幅な引き上げを求め
る運動を強く大きくしていかなけ
ればなりません。八月一日には高
知地方最低賃金審議会で意見陳述
を行います。

【時間】 午前１０時開始
【場所】 人権啓発センター 6 Ｆ
【議題】 方針提案
決算 ・ 予算

六日に開催され、七月二十六日に
は目安が出される。全労連四国地
区協で今年は最低生計費調査を
行った。六月二十二日には全労連
四国地方協で中賃の今野委員長に
も要請した。他方、地方の経営者
団体は連名で引き上げ抑制の申し
入れを中賃にしており、 これから
一月あまり、激しいツバ競り合いと
なる。全力で大幅引き上げを取り
組もう」と報告しました。
続いて高知一般の前田組合長が全
国一律最賃制の重要性を、高知自
治労連の杉村書記長が自治体関連
の職場からワーキングプアをなくす
決意を、自交総連高知地連の横田
書記長がタクシー現場の最賃割れ
是正の闘いの決意をそれぞれ語り
ました。
続いてグリーンロードでハ
ンガースト
ライキを行いながら、座り込みと
宣伝行動を展開しました。また、
今年は希望する最低賃金についての
シール投票を行いました。
結果は、一九四人中、八〇〇円
はほしいという人が、九十三人。一
〇〇〇円以上と答える人が九十五
人でした。

【日程】 2012 年 9 月 9 日 （日）

交渉、座り込みを行いました。
八時三十分からの労働局前での
集会には十七人が参加。ＲＫＣ、
ＫＵＴＶ、サンサンＴＶのＴＶ局三
社と高知新聞が取材に訪れまし
た。
西山委員長は、「
東京とは、百
九十二円の差がある。 同じ仕事
をしてこれほどの格差は許せない。
最低生計費の調査では、高知県
だから安く暮らせるということで
はないことが明らかになった。 単
身者二十五歳で高知県でも月二
十二万円は必要と出ており、東
京と大差はない。 消費税が十％
もあげられたら生活できなくな
る。消費税の引き上げを阻止し、
大幅な最賃の引き上げを勝ち取
ろう」と檄を飛ばしました。
その後、田口書記長が「
中央最
低賃金審議会（
中賃）
が六月二十

第２５回定期大会告示

六四五円じゃ生活できない！
最賃デーで世論にアピール

労働局前集会の様 子

高知
県労連
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二〇世紀は戦争の世

紀と言われる。 戦争犠
牲者は一億六千万人と

の推計もあり、 それ以

前 の世 紀 とは比 べ物 に

ている。 （
田）

は、 まさにそのことを教えてくれ

く」
。 首相官邸前の市民的な行動

という。 「
人々は民主主義のプロセ
スを通して民主主義に適合して行

に適している国、 適さない国はない

声以外にない▲センは、 民主主義

れる世界的な経済危機。 この破局
を救うのは民主主義の力、 国民の

上げ、 オスプレイ配備、 繰り返さ

ている▲原発再稼働、 消費税引き

会的 破 局の防 止に、 積極 的 な役
割を果たすことができる」とも述べ

「
政治的 ・市民的権利は経済的 ・社

くなるからだと説明する。 更に、

りを修 正 さ せられ、 飢 えの苦 痛
を軽減する政策を取らざるを得な

由なメディアが存在し、 政府は誤

い、 そこには批判勢力や比較的自

は、 「
独立民主国家で本格的な飢
饉が発生した国は一つもない」と言

い切っている （
貧困の克服）▲セン

は、 民主主義の台頭である」と言

数 々 の発 展 を成 し遂 げた。 しか
し、 その中 で最 も際 立 っているの

ティア ・センである。 「
二〇世紀は

でノーベル経 済学 賞を取ったアマル

る 「
二〇世紀は民主主義の世紀」
と位置付けたのが、 インド生まれ

る▲しかし、 それと真逆とも取れ

ならない数字だけに納得させられ

針路

産を守るため再稼働判断に影響が
行使できる安全協定を四国電力と
結ぶべき」との要求には、「
稼働自
体に係わる協定を結んでいるところ
は全国土どこにもない」
と一旦、形
式論で答え、協定締結自体には後
ろ向きの姿勢を示しました。
しかし、「
愛媛と高知で判断が
食い違った場合は、国に申し入れを

伊方原発の再稼働をさせるな、と県交渉
国、愛媛県、四国電力任せではない独自のアクションを

が整えられると認識している」
と答
えました。
更に会側は、「
一旦事故が起き
れば、高知県にも甚大な被害が及
ぶ。高知県も地元。県民の生命財

する」
「
高知県の判断基準は、四電
にも愛媛県にも伝えている。ルール
ではないが、一定の担保となると
考えている」と自信を覗かせまし
た。また、「
一旦事故が起きた場合
の通報連絡については、安全協定を
結びたい」
と述べました。
専門家からなる安全委員会の設
置については、「
県内には原子力の
専門家がおらず、難しい課題だ。
県の立場というのは、国の判断を
監視するという役割分担によるべき

七月十八日、「
消費税
増税反対」の横幕をボ
ディーに貼った自動車が
五十台、中央公園に結
集しました。
消費税増税法案の参

議院での審議が始まり
ましたが、国民世論の多

数 派 は消 費 税 増 税 反
対。民主党の分裂もあ

り、野田政権の政権基
盤は崩壊寸前です。

この日は、 ＴＶ取材も
あり、市内を四コースに

分かれ宣伝カーを先頭

に、のぼり旗を立てた農民連の
軽トラありで、賑やかにアピール
しました。
例え、 参議院で法案が通って
も実施されるのは二〇一四年の

ではないかと考えている」
と答え
ました。
全体としては、国、愛媛県の
対応待ちの姿勢から脱しておら
ず、会側から最後に、①県と
して、実効性をもって監視して
いく委員会などの体制を構築す
べき。 ②県として、 国、 愛媛
県、四電に対し再稼働反対の能
動的なアクション起こすべき、と
強く求めました。

四月。 来年八月は衆議院の任
期満了であり、実施前に国民が
審判を下す機会があります。
粘り強く引き上げ反対の運動
をしようと意思を固め合いまし
た。

中央公園集会の様子

伊方原発再稼働反対集会に四〇〇人
原発をなくし、自然エネルギー 合、民主団体、市民団体など四
を推進する高知県民連絡会は、
〇
〇
名が集まりました。
七月二十二日、 丸の内緑地にて
集会参加者からの発言では、東
「
伊方原発再稼働反対高知集会」 京から避難してきた方が 「
夫婦は
を開催しました。会場には労働組 別々に過ごす事になったが、子供
にマスクを付けさせることなく過ご
すために高知に避難 しi てきまし
た。」と原発事故による不安と憤
りを涙ながらに訴えました。
壇上に上がって発言した方の多く
が、「
今のままではいけない」「
何か
立ち上がらなくては」
という想いを
持って集会に参加しています。首相
官邸前に集まった市民も、私たち
と同じ想いを持っています。今こそ
原発依存からの脱却に向けて大き
な世論で政治を動かしていきましょ
う。

消費税増税反対！
自動車パレードに５０台！

「
伊方原発の再稼働を許すな」
と原発をなくし、自然エネルギーを推
進する高知県民連絡会は、七月十八日、高知県に申し入れを行いまし
た。
県側は、林業振興・
環境部杉本
副部長、塚本新エネルギー推進課
長ら五人が対応。会側からは四十
人余りが参加しました。
会側から、 伊方原発の沖合六
㎞の活断層が動いた場合、Ｍ八ク
ラスの地震発生の可能性があり、
その際二〇〇〇ガルを超える揺れ
が想定される。伊方原発の耐震地
震動は五七〇ガルであり、地震動
自体によって、制御棒挿入の失敗
など緊急停止機能が稼働せず、
福島原発事故を上回る事故を引
き起こす可能性があると指摘。
県側は、「
中央構造線における
地震、三連動地震へ
の対策が必要
と認識している。四電からは、Ｍ八
の地震に対する安全性を確認して
いるとの説明を受けている。新たな
知見を反映した上での安全性の確
認を要請している」
と答えました。
また、「
（
現行の）安全委員会が
稼働していない現状での再稼働判断
はないと考えている。九月発足予
定の新規制庁で新たな安全基準を
作るなど、機能を発揮できる体制
デモ行進の様子

ＮＯ．１４３
連
労
県
知
高
(2)２０１２年８月１日

職場と地域の枠を超え７５名が参加

流集会ｉｎ
高知」
を大川村の白滝の
里にて開催し、四国各地から青年
を中心に、七十五名が集まりまし
た。

「
働くもの」集合写真

ります。
今回のテーマは 『
人間らしく生きる』
。この
テーマに沿って、講演 ・レクリエーション・交流
会 ・活動報告 ・ワークショップを行い、学習と
交流を深めました。
実行委員会では、「
普通の権利が守られてい
ない状況が普通」
な青年に、「
しょうがない」
と
諦めるのではなく、人間らしい労働や生活とは
何なのかを考え、今持っている不満や不安が実
は要求なのだと気付けるような内容を心がけ
ました。
参加者からは「
職種が違っていても悩みは一
緒だということに気付いた」
や「
諦めずに運動
することの大切さが分かった」
などの感想が寄
せられました。
次回の 「
働くもの」は徳島での開催となり
ます。職場と地域を超えた交流で、多くの仲
間の運動や考えに触れる機会にること間違いな
し。ぜひ参加しみてください。

高知県食健連は、七月七日 土( )
に、二〇一二年度総会を開催し
ました。総会では、議案提案の前
に会長の岩佐和幸教授より 「
高
知市内回転寿司業界に見る食の
グローバル化」と題して学習講演
を行い、近年高知市内で連立し
ている回転寿司店の実態調査か
ら、利益追求を第一目的とした
企業のグローバル化が地域や社会

氏（
県労連）を再任しました。

にどのような影響を与えるのか
について学びました。議案は拍手
で採択され、参加組織や団体
からの発言で方針が補強され、
今後も高知県の食糧と健康、
地域守る活動がますます求めら
れる情勢にあることを確認しま
した。会長に岩佐和幸氏（
高知
大教授）
、事務局長に中岡健太

「食と地域の再生を！」食健連総会

六月三十日から七月一日にか
け、「
第十四回 働くものの学習交

第１４回
『働くものの学習交流集会』
in 高知

この「
働くものの学習交流集会」
（
以下 「
働くもの」
）は全労連四国
ブロックと学習協が主催し、楽しく
学んで次世代育成を行おうという
もの。青年が主体となって、四国
各県が持ち回りで開催してきまし
た。高知県での開催は三回目とな

樫やん奮戦記

ち（
保育士）です。年休が取れ
ない理由は雇用主（
教育委員会）

目です。職場の状況はほとんど
が正規雇用 （
同一労働）の人た

用契約は空白 （
期間）なく６カ
月ごとに反復更新し今年で５年

勤務するＡさんの雇用形態は有
期雇用で短時間パートです。雇

休付与差別問題を取り上げまし
た。公立保育園で保育士として

組に加入しました。今回の事例
紹介はパート労働者に対する年

性三人、女性一人）
が労働相談
センターの紹介で、高知一般労

五月、六月は、サービス業と製
造業で働いている人たち四人（
男

23

からパートには年休はありません
と言われ雇用の調整弁として取
り扱われていたこと。Ａさんは正
規職員の年休取得日の代替要員
の役割を果たす一方、自身は年
休が取れずに働いてきていたので
す。当然のことですが、有期雇
用・
短時間（
パート）労働者にも
労働基準法が適用されます。労
働基準法（
三十九条）
はパートタ
イム労働者の年休 （
付与）につい
て、フルタイム労働者（
正規雇用）
と原則として同様に扱うことと
規定しています。つまり、雇入

れ時から六カ月経過をすれば

パート時間 （
週勤務日数）に応
じて年休が付与されなければな
りません。また、パート労働法
は、通常の労働者と同じ働き方
をしている者にはその待遇につい
て差別してはならないと規程し
ています。今回のケースのよう
に「
パートには年休はありませ
ん」は、雇い主の身勝手な理屈
で違法です。問題解決にむけ組
合加入を勧めるとともに労働基
準監督署へ
の申告をアドバイスし
ました。

1人 不明
18人
9人
組合加入
3人 加入
4人
1人
5人

労働条件切り下げ
労働時間・年休
パワハラ
労災
その他

2人
2人
1人
7人
4人
21人

20代
30代
40代
50代
60代
不明

雇用形態
5人 正規職員
11人
10人 パート・契約
8人
3人 臨時・嘱託

件数と男女・年齢構成
相談内容
5月-6月
19件 解雇・雇止め
男性
20人 賃金・残業代未払い
女性
17人 社会･雇用保険
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きの悪夢がよみがえります。 県教組 （H･O）

○安売りの航空会社、 それだけではない、 守るべきものがあると思い

ます！四万十町職労 （Y･I）

時事川柳を募集中！

（
牧師）

（
源朝光）
安全や原発の上飛ぶオスプレイ
（
源朝光）
我慢 できんちょっとの秘 密はＳＮＳ

官邸で国民の声を音と聞く
（
石丸虎子）
オオイ辞めろ叫びたくなる再稼働
（
高橋狸）
ラジオでは訳が分からぬサッカー中継
（
高橋狸）
かき氷ワイルドだぜと一気食い
（
高橋狸）
梅雨 明 けて雷 鳴となれデ モの声

川柳コーナー

くて面白味がない句ばかりではあり
ません。人情の機微や感銘を受け
る句が多く、またユーモアやおかし
みのある句も作られています。そ
れらは良質のユーモアがある句で、
くすりと笑わせる文芸性をかもし
出しています。次の例句を味わって
みてください。
・
父の名を呼び捨てにする迷子の子
麻生道郎
・
香典は親父がすぐにとり返す
土居耕花
・
命までかけた女でこれかいな
松江梅理

川柳を作ってみませんか 二( )～楽しみは頭をひねって五七五～

○オスプレイの配備に絶対反対します。 大川村に米軍機が墜落したと

笠原望）
改めて、皆さんは川柳にどんなイ
メージを持たれていますか。おそら
く、テレビのバラエティ番組などで取
り上げられている、例えば 「
いい家
内十年たったらおっ家内」
また「
小便
は無用と書いて大をされ」
などの駄
洒落や語呂合わせなどを使った面白
おかしいもので、文芸的なレベルは低
いものと、思っておられる方が多いの
ではないでしょうか。しかし、現在の
川柳は、人間や社会などを真面目
に詠む立派な文芸です。でも、堅

紙！！県教組 （Y･M）

当選者の発表

災害４０年」 が目に飛び込んで来ました。 さすが県労連の機関

クロスワードパズル

おえて、 この機関誌をひらいたところ、 川柳コーナー 「忘れない繁藤

図書券プレゼント

○繁藤災害の教訓忘れまじ！！亡くなられた方のご冥福を祈る集会を

１４２号の答えは
「センプウ
キ」
でした。
当選者は以下の方
です。
おめでとうございます。

万十川アピール」 すばらしい！！香美市職労 （M･K）

《応募方法》

るようになりましたね。 自然エネルギーへの転換を強く望みます。 「四

マキ さん
（香美市職労）
やよい さん
（県教組）

○原発再稼働反対の大きなうねりを感じます。 マスコミもとうとう取り上げ

佳幸 さん

といきです。 県教組 （H･O）

私の川柳の兄弟弟子に小笠原望とい
う方が居ります。彼は自らを 《
田舎
医者》と自称し、《
四万十川、赤鉄
橋、すぎそば》で、《
何でも話せる診
療所》
（
大野内科）
を開設しています。
そんな診察 （
受診）の日々の中で、患
者さんとの会話から拾ったことば、つ
ぶやき、表情などをメモ用紙に書き
取り、診察室の壁いっぱいに貼り、そ
れをもとにして川柳を作り続けていま
す。・急ぐなよ癌にささやく午前二
時・
病室の夜退屈の鶴を折る・
もうい
いじゃないおめでとうありがとう （
小

○原発再稼働反対の流れは次第に大きくなっています。 ・ ・ ・ もうひ

（県教組）

―― ③３割３分３○○ ④被
災。 ――証明書 ⑥――募
金、――墓地 ⑧硬貨。――
ロッカー ⑩――話、――体、
――離れ ⑪○○に泥を塗る
⑬投稿が○○になった

おたよりの紹介

クロスワードの答えと、 【当選者】
機関紙の感想、組合名、郵
便番号、住所、氏名、年齢
国沢
を記入の上、
県労連書記局
宛にお送り下さい。
村上
抽選で三名様に図書カー
ドをプ レゼン トし ます。
島田
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー
ル）
締め切りは八月二十五
日までとなります。

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夏の暑さ。
――払い ②体重 100
㌔の

クロスワードパズル

日の――は吉
と出た ⑪○○
が立つ言い方
⑫良妻――
⑭列車が――
して大事故に
なった
【ヨコのカギ】 ②
先輩の――で就
職できた ⑤宴会
の――として手品
を披露した ⑦外
出――証 ⑧○
○は盲目 ⑨今

ＮＯ．１４３
連
労
県
知
高
(4）２０１２年８月１日

