雇用問題で県交渉を実施
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『いかんぜよ。 原発再稼働！高知集会』

日時

十月十九日の三党首会

談は解散時期の明示が

なく決裂。 野田首相は

「
寝言でも言わない」姿

勢を貫いた。 世論に見放された首

については、産業振興政策とその他の様々な施

その緊急雇用で行っており、 中期安定の雇用

を要望している。当面短期の雇用については、

実施する。国に対しても緊急雇用政策の実施

財課、土木部などが対応。回答を紹介しま

を行いました。県側は、雇用労働政策課、管

大きさなどによって左右されるため、やってい

確保を評価基準に入れるというのは、企業の

総合評価としているが、若者や高齢者の雇用

入札については、金額や技術力だけではない

公契約条例の制定、入札制度の改善

討している。

労働団体や経営者団体が参加し、 対策を検

参加さていない。しかし、介護・
福祉分野では、

しているので、労働団体や経営者団体の代表は

雇用対策本部は県庁内部の組織として設置

雇用対策の推進に労働団体の参加を

検討を進めたい。

ない」「首(相は 約)束を違える人で
はない」と年内解散をちらつかせ、

けに解散したら、 『
近いうち』じゃ

▲前原国家戦略担当相は、 「
年明

月二十九日から十一月三十日まで

ま、 臨時国会の召集を決めた。 十

案などの成立の目途が立たないま

発行法案、 衆議院の定数是正法

ないからだ▲仕方なく、 赤字国債

相に残されたものは、 解散権しか

策と連動させていきたい。また、ジョブカフェハ

ない。仕事の空白期間をなくす為の複数年に

誘い水を向ける。 しかし、 先は見

えない。「
選挙恐怖症」の民主党議

員にとって早期解散は禁句。 衆議

院過半数割れの時限爆弾も抱える

▲復興増税の 「
目的外使用」
。消

生や若者向け労働基本権のリーフレット作成に

から学校に出向いて行っている。しかし、高校

ドブックがあり。教育についても、ハ
ローワーク

労働基本権については、厚労省が作成したハ
ン

国の公契約条例については、議員からの質問も

告を求めることなども現在は考えていない。全

の調査などもしているので、新たに文章での報

することはなじまないと考えている。労務単価

付けについては、民間と民間の契約に県が介入

くり。 引き上げ分５％にも色はつ

費税の現行五％は公共事業に 「
流

ついては、 有効と考える。 検討していきたい。

いていない▲西の橋下、 東の石原。

費税引き上げだけのやらずぶった

「
話し」
。「
一体」とは名ばかり。消

概 算 要 求 論 議 での社 会 保 障 削 減

用」せよとの財界筋の声。 来年度

「
三年以内既卒者」
対策の強化とフォローについ

昨年末の総務省の法令改正や建交労からの

「
予想はされるが、対策は取っていない。動向

何か対策は取っているのか」という質問には、

加停止などによって雇用不安が心配される。

その他に、 「
県の官製談合問題で、 入札参

点を明確にし早期に国民に信を問

スプレイ、 格差と貧困問題など争

消費税引き上げ、原発再稼働、オ

た政党が救えるとは思えないが▲

持率低下を 「
立ち上がれ」なかっ

日本 「
右傾化」の象徴。 維新の支

要請を受け、高齢者向けの随意契約について

を見ながら対応していきたい」と答えました。

高齢者雇用の改善策について

研究中である。高知市についてはかなり進んで

早急な対策を求めました。

時 （
田）

うべき。 国民の選ぶ力が試される

いる部分があるので、そちらも参考にしながら

度等によって実施している。

ては、臨床心理士による相談や求職者支援制

あり、研究はしている。

県独自の緊急雇用政策については、来年度も

働く場の確保の強化を

す。

ローワークとの連携したり、 中小企業向けの

渡る事業発注については、検討の必要があると

審議拒否も辞さない構えの自公に

人材育成授業を行っている。

考えている。入札業者へ
の賃金の規制等の義務

やっている。庁内の発注状況を洗い出しながら

針路

若者の県内定着策などについて

十月二十九日、雇用の確保 入･札制度の見
直しと公契約条例の制定について県へ申し入れ

雇用の確保 入･札制度などで交渉
雇用確保などの分野で前進

県交渉の様子
2012 年 11 月 11 日（日）
午前 1 0 時～
場所 丸 の 内緑 地 公園

社会保障の充実を 訴え
全県キャラバンを 実施
十月十五日から、社保協と高運連が主催する「
くらしと医療を守る
全県キャラバン」
がスタートしました。国保問題や社会保障と税の一体
改革など、八項目の要求について各市町村に申し入れを行い、意見交

が森林で、林業を守る為に補助金
を出している。消費税増税は林業
に影響を及ぼすのではないか。
芸西村の対応
国保の滞納については、 滞納者
と連絡を取って面談を行い、 役場
まで来れない方については直接訪問
を行って相談にのっている。資格証

高知県労連は、十月十九日 （
日
り組みや基本的立場について懇談

ようとしています。各自治体の取

十三年の三月に広報でお知らせを

窓口負担の軽減制度については、二

ている。国保法四十四条に基づく

換しました。

高村→いの町→土佐市）と二十二
しました。紹介します。

はできるだけ出さないように対応し

日（
馬路村→安芸市→芸西村）を

生活の状況を確認していく中で、

行い、相談は二件あった。しかし、

国保法四十四条に基づく窓口負

二件とも生活保護を紹介すること

安芸市の対応

国は社会保障と税の一体改革の中
担の減免の制度は所得激減者対象

の多くが、生活状況の調査をする

担当し、市町村を訪問しました。
で、社会保障は 「
自助」「
共助」を
である。恒常的な低所得者は、生
活保護ということになる

と生活保護の対象となっていること

となった。 窓口負担を払えない方

基本とし、国の財政負担を削減し

が、 窓口で相談にのり、

が多い。

けていない場合には受けて
もらい、また、医療機関

県労連は、ルネサス高知工場

応しました。

で働く七二四人 （
七月時点）の

半数以上が非正規雇用であるこ

とを挙げ、「
縮小になれば、非

正規の不安定労働者が真っ先に

解雇される。 雇用と地域経済

を守る立場で対応してほしい と｣
要請しました。香南市は 「
市と

しては、雇用も重要だが、まず

は十月二十五日、ルネサス

表。これを受け、県労連

千人リストラ計画」を発

ルネサスは全国「
一万四

し、労働者の雇用を守る運動を

県労連としても、動向を注視

応していきたい」と述べました。

いる。 ルネサスと連絡を取り対

くなったが、縮小はすると聞いて

は存続と考えている。撤退は無

高知工場のある香南市へ
申

続けていきます。

めたい」
。

談できる体制の整備に努

連携した対応で気軽に相

応について周知徹底し、

制度や支払困難者の対

のあったように医療機関へ

の対応はしている。 提案

絡を取るなどできるだけ

〇名が参加しました。集会では、平

ざまな団体や政党など、 約二五

レイいらない』の看板を掲げたさま

薄暗くなりかけた会場には『
オスプ

する高知県連絡会が開催しました。

配備 低空飛行訓練に反対する高
･
知県集会」
を郷土の軍事化に反対

広場にて「
ＭＶ２２オスプレイの強行

十月二十三日、 高知市役所前

と報告されました。

の地は無いのか。」と憤りを覚えた

訓練の爆音に驚き、「
日本に安住

けたとほっとしていたが、低空飛行

やく安心して過ごせる土地を見つ

本山町へ
疎開してきた母親は、よう

射能から避難するため、埼玉から

を起こすなどの実態報告もされま

ため、昼寝をしている子供がパニック

た。

議決し、帯屋町をデモ行進しまし

し入れを行いました。香南

市側は商工水産課長が対

本山町の保育園では、現在も米

馬路村の対応

和委員会や平和センターの他に、

軍機の低空飛行訓練による爆音の

地 元 のＪＡも そう だ

集会では、オスプレイの強行配備

した。さらに、原発事故による放

が、 危惧しているのは林

オスプレイ反対県民集会

香南市への申し入れ

と低空飛行訓練に反対する決議を

のソーシャルワーカーと連

ルネサス問題で香南市と懇談
日本共産党 社･民党 ・新社会党が
連帯の挨拶を行いました。

業へ
の影響。村の九六％

オスプレイ反対の声を挙げる参加者

国保料の法定減額を受

安芸市との懇談の様子
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労働相談センター
二〇一二年度総会を開催
十月十五日 （
月）
、高知市丸の内・高知城ホールで高知県労連・こう
ち労働相談センターの二〇一二年度総会が開催され、十二年度の方針
を確認決定し、新役員を選出しました。
協などと協力して、「
くらしあった
域相談所の立ち上げ。 国公関連

二〇一二年度の主な運動・
活動
以上、②相談を通じた直接の組合
職場で働く非正規労働者の組織

か村」相談会を全県に広げる。地

員拡大五〇人以上、③相談者加
化にむけた 「
拡大専任者」の配置

方針では、 ①相談者数三〇〇人

入後、 当該関係組織と連携して
などを打ち出しました。センター
長に樫原正彦氏（
県労連）
を選出

長に岡原孝氏 （
県国公）
、事務局

一五〇人以上の組合員拡大をめざ
す、という目標を掲げました。
具体的な方針では、「
打って出る
しました。

書記長 金子竜太氏 （医労連）

れました。 最初に受け取った賃

業規則の有無 も(ちろん内容周
知）
についても説明されず雇用さ

業です。雇用契約書もなく、就

各種衣類のアイロンがけやプレス作

されました。仕事内容は、主に

す。この相談者 男(性）は、一九
九七年、クリーニング会社に雇用

と、訴えてきた事例を紹介しま

に労働条件を切り下げられた

で働いてきたうえに一方的不利益

今回は、雇用時から最低賃金

樫やん奮戦記

委員長 野瀬貞暁氏（土佐市民病院）

金 時給額）は六〇〇円 当(時の
(
最低賃金）
でした。その後の賃金

書記長 細木澄人氏 （県教組）
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委員長 澤田直弘氏 （本山町職労）

的（
不利益）に労働条件を変更で

意や合理的な理由がなければ一方

す。労働契約法では、労使間の合

術を身に付けている熟練工（
者）
で

が失敗した物を修正するなどの技

は、 ミスもなく、 むしろ他の同僚

ますが、クリーニング作業について

でした。相談者は難聴障害があり

ならないほどの理由は見当りません

化 減(って）はなく、会社の経営上
も労働条件を切り下げなければ

ありました。仕事量もそれほど変

減り生活困窮に陥ったということに

きないとしています。相談者は、

労働相談センターの紹介で高知

委員長 戸田博之氏 （医労連）

低賃金（
額）
の六四五円 今(年一〇
月からは六五二円に改定）です。

書記長 川村五博氏 （自治労連）

一般労働組合に加入し、会社に

10/13 県労連青年部第 18 回定期大会

問題点は、半年ほど前からの会社

書記長 中島将史氏 （土電ハイヤー）

対し、従前の労働条件に戻すこ

委員長 竹村友孝氏 （県観光労組）

側のパワハラとあいまって、 勤務日

書記長 山本敦夫氏 （農林支部）

とを要求していくこととしていま

委員長 武田孝子氏 （県本部）

数を半減 （
一カ月一〇日程度）に

書記長 高月陽生氏 （県本部）

す。

委員長 筒井敬二氏 （土佐町職労）

され、これに伴って賃金 （
収入）も

10/27 須崎労連定期大会

6人
7人
1人
1人
8人

委員長 東裕行氏

は、毎年改定されてきた最低賃

事務局長 田内友和氏（国交省労組）

30代
40代
50代
60代
不明

書記長 中岡健太氏

金の引上げ額に準じて支払われ

植野慎司氏 （県教組）

部長

小松貴徳氏 （全法務）

議長

雇用形態
4人正規職員
11人
4人パート等
5人
2人契約
2人
2人不明
16人

大会･ 総会が開かれる
てきました。 現在の時間額は最

自交総連第 31 回定期大会
10/7

建交労高知県本部第24 回定期大会
9 /24

医労連第 41 回定期大会
9/15

こうち生協労組定期大会
9/8

高知自治労連第 64 回定期大会
9/21

2５

10/24 県国公定期大会

件数と男女・年齢構成
相談内容
9月-10月
35件解雇・雇止め
男性
14人賃金・残業代未払い
女性
21人退職金支払い
20代
0人労災

7人労働条件切り下げ
5人パワハラ
7人長時間労働
4人労働安全衛生
13人その他

備考
新
新
再
新
新
新
所属
県国公
県労連
年金者組合
高知一般
県労連
県労連
氏名
岡原 孝
田口 朝光
畑山 佳代
前田 研
樫原 正彦
牧
耕生
役職
センター長
副センター長
〃
〃
事務局長
事務局次長

戦略的拡大運動」の重視、医療生
総会の様子
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いの健学習会の様子
書記長 山下法政氏 （土佐町職労）

高
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クロスワードパズル

図書券プレゼント

クロスワードの答えと、

機関紙の感想、組合名、郵

便番号、住所、氏名、年齢

を記入の上、
県労連書記局

宛にお送り下さい。

抽選で三名様に図書カー

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

当選 者の 発表

１４５号の答えは「サツマ

イモ」でした。当選者は以下

の方です。おめでとうござい

ます。

【当選者】

（土長教組）

松井 智恵 さん

吉村 裕美 さん

（越知町職労）

山本 由子 さん

○定期大会の記事を読み、 各組織それぞれの様子が

（安芸市職労）

おたよりの紹介

連
ル）
締め切りは十一月二十

法、 ――人

労

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

裁。 ○○のいい

る案 ⑭――療

県

五日までとなります。

⑧体

――に苦しむ ③人生○○に

い門出

⑫難局を――す

カギを解き、 二重枠に入

の害 ⑪左派の対

⑦勇ましく雄々し

感じる ④――を一心に集め

暦 11 月の異称

る文字を並べてできる言葉

す汚染、騒音など

る⑥小児の臀部のあざ。 黄

げる―― ⑤旧

は何でしょう？

200kg を持ち上 の活動が引き起こ

は広いな ⑬○○の張り合い

言葉 ⑨企業など

【
タテのカギ】①美声で一流 色人種に多い⑧――の２割引
の― ― に成 長 ② 心 理 的 き ⑩画家の世界 ⑪♪○○

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】 ②

知

《応募方法》

(4）２０１２年１１月１日

ワンクリック！あなたも県労連の一員です
ホームページをご覧ください！

分かり、 代表者の皆さんのおかげで我々も心強く活動
ができると、 頭の下がる思いがします。 皆さん、 お世

○職場の多忙化、 目白押しの組合行事・ ・ ・。 参加したくても体が、

話様です。 自治労連 （Ｙ･Ｙ）

こころがついて行かない。

○大会での発言内容を読んで、知らないことも多く、勉
強しておかなくては･･･と感じました。 県教組 （Ｃ･Ｍ）

○また、 職場に組合員は一人だけ。 思いはあっても誘いづらい職場
の雰囲気 ・ ・ ・( > < )

○大会での発言を読んで、どの組合も頑張っていること
が分かりました。･･･大変な中･･･。 県教組 （Ｏ･Ｈ）
○オスプレイ通過に抗議する決議が県議会で否定され
たことに怒りを覚えます。 県教組 （Ｙ･Ｈ）

県労連はホームページを開設しています。「高知県労連」で検索

して下さい。 まず、 県労連の取り組みを知ってください。 それも重
要な組合活動です。

○福島から移住してきた方から事故直後の報告を聞き涙

県労連の取り組みを紹介する「Web・NEWS」。県労連の取り組みや

しました。 伊方原発再稼働を阻止することが 3･11 の教

民主団体の行事を紹介する 「カレンダ」。 県労連、 民主団体等の行

訓につながると思います。 自治労連 （Ｍ･Ｋ）

事のチラシを に紹介した 「行事案内」。 県労連の方針、 行政への

あたたかいゆげの向 こう に秋 の空
（
村上やよい）
米兵の野 蛮行為は許せない

（
石丸虎子）
もう 解 任 ？ 顔 も名 前 も知 らぬ間 に
（
石丸虎子）
黒き目に涙日中四十年
（
源朝光）
わが空と思って飛ぶかオスプレイ
（
源朝光）

時事川柳を募集中！

川柳コーナー

要求、 学習会の資料などを紹介した 「方針」。 県労連が月１回発行
する「機関紙」のコーナー。「労働相談センター」「労働者の権利」「最
低賃金」 コーナー。 そして、 県労連が現在行っている 「署名 （アン
ケート）」 のコーナー。 「経営分析」 コーナーなど。
ワンクリックで、ホームページに行けば、県労連の運動や今後の活
動予定も分かります。
まずはここから、県労連運動に参加してください。
また、 青年部のブログもあります。
「高知県労連青年部 ブログ」 で検索
してください。 青年部の取り組む企画
の案内などもあります。

