第８４回メーデー高知県中央集会の様子

高知
県労連

『賃上げで デフレ脱却』掲げ
メーデーに一〇〇〇人が結集
晴れ渡った５月１日、第８４回となる 『
メーデー高知県中央集会』が
中央公園にて開催されました。労働組合をはじめ、３９団体１千人が
参加し、『
賃上げでデフレからの脱却』を訴え 『
消費税増税』などの悪
政に反対し、労働者と県民の団結で生活と権利を守り、平和と民主主

て、第８４回メーデー高知県中央

ロク労組委員長）
の開会宣言によっ

午前１０時、藤川代表委員 （
ミ

びかけました。

者の団結で解決しようと力強く呼

鋭い対決が続く国民的課題を労働

発、 消費税、 オスプレイ、憲法、

義の高知県を目指すことを確認しました。

集会が高らかに開催されました。

連帯の挨拶は、 消費税廃止高

が行い、 県民の生活といのちを危

主催者挨拶では、田口代表委員

本は歴史の大きな曲がり角にある。 対）
、高知県農民連（
ＴＰＰ参加反
ファシズムへ
の戸口、戦争をする国へ 対）
、高知県平和委員会 （
オスプレ

険にさらす悪政に立ち向かう、共

知県各界連絡会 （
消費税増税反

イなど米軍機の低空飛行訓練反

（
県労連執行委員長）が、「
いま日

対）
、高知憲法会議（
憲法改悪）
な

１位となりました。

カードコンクールを行い、新婦人が

デモ行進終了後は恒例のプラ

と電車通りをデモ行進しました。

組委員長）
の閉会宣言後に商店街

た。千崎代表委員（
特殊製鋼所労

提案され、 拍手で採択されまし

案は高知一般の牧田執行委員から

メインスローガンとメーデー宣言

決意表明が行われました。

地域と職場を守る闘いに奮闘する

ち生協労組から県労連へ
結集し、

南国市農協労組、医労連、こう

その後、県国公、年金者組合、

の戸口に立たされている。 憲法改

ど、諸課題の最前線で闘う４団体

悪阻止のためには２つの柱がある。

任委員が訪れ、青年が集めたアン

来賓には日本共産党から浜川常

ました。

引き上げを阻止しよう」と挨拶し

挙で勝利し、憲法改悪、消費税の

を徹底的に明らかにし、参議院選

ことだ。アベノミクスのバブルの実態

参議院選挙で過半数を取らせない

ノミクスの本性を徹底的に暴露し、

なくてはならない。２つ目は、アベ

グを広げて大きな共同を作っていか

を広げ、 ９６条問題では右ウイン

１つ目は、９条を中心に左ウイング

同と連帯を呼び掛けました。

福祉保育労のプラカード

第８４回

ケートなどを紹介しながら、 原

集会後のデモ行進
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映画 「
放射能を浴びた
Ｘ年後」
。 高知高教組
が上 映 会 に取 り 組 ん
だ。ビキニ水爆実験によ
る被曝実態を克明に調査し、 責任

イングを大きく広げ、 共同を推進
するとき。 言葉と行動の 「
しなや
か」さ、従来にない事態には従来に
ない対応が求められている。 （
田）

が、放射能と同様 「
不可逆的」事
態を社会にもたらすとしたら。 私
たちは、今に生きる者の務めとして
それを防がなければならない▲放
射能と違い悪政は見える。 感じる
ことができる。そしてＸ年後を （
確
実にあるいはだいたい）
予測できる▲
憲法改悪、 ９条、 ９６条が狙われ
ている。 社会の質を変えてしまう。
引き返せなくなる戸口に居る。 ９
条で左のウイングを９６条で右のウ

が、 この非人道的な大量殺人兵器
の世界からの廃絶を遅らせている▲
悪政のもたらす 「Ｘ年後」。 それ

タの収 集 に熱 心 であった。 また、
「
人に厳しく自分に甘い」その体質

モニタリングしていた。ヒロシマでもビ
キニでもフクシマでもこの 「
おトモダ
チ」は、 人を助けることよりデー

の恐ろしさを知らせなかったアメリ
カは、 放射能の拡散状況を各国で

ず 「
きのこ雲を見た」と自慢してい
たという室戸のマグロ船員。 その人
にも確実に 「
Ｘ年後」が訪れた▲そ

の追及と償いを求める。 フクシマに
通じる▲放射能の恐ろしさも知ら

針路

平和憲法守る共同の闘いを

り、 私たちは大きな国民世論で

壊すことだという声が上がってお

憲法九十六条を変えるのは憲法を

まで改憲派に立っていた方からも、

違反というほかありません。これ

決まりを変えるのはまさにルール

権回復の式典を強行しました。切

るために、天皇を政治利用して主

下で成立したことを浮き彫りにす

を達成した日ですが、憲法が占領

基地を存続させる、形だけの独立

などを切り捨てて、日本中に米軍

コ講和条約で沖縄 ・小笠原 ・奄美

四月二十八日は、サンフランシス

育基本法を変え、 改憲手続法

ません。七年前に安倍内閣が教

たちは決して油断することはでき

案には道理がありませんが、私

く学ばれています。自民党改憲

の日本国憲法の素晴らしさが深

の声を上げています。 同時に今

転に、学習した人の多くが怒り

条以外の部分でも憲法原則の逆

務、国民の権利の制限など、九

につれて、 その反動的な内容に

改憲案にストップをかけなければ

り捨てられた人々の怒りが判らな

を強行可決したことを忘れるわ

法に違反しており、本来は罷免に

なりません。

い内閣に未来はありません。ＴＰＰ

けにはいきません。安倍首相は、

えたいなら具体的な項目を挙げて

マスコミを利用して世論誘導

やオスプレイ、原発、消費税、社

今回は失敗しないように世論の動

驚きの声が広がっています。天皇

安倍首相は五月五日に、読売

会保障などでも暴走を始めた安倍

向を見ながら、着々と手を打っ

を元首にし、国旗国歌の尊重義

巨人軍の選手であった長嶋茂雄氏

内閣に、私たちの力でストップをか

てきていると思われます。 憲法

値するものです。

と松井秀喜氏に国民栄誉賞を授

けなければなりません。中国や韓

改悪に反対する幅広い戦線を構

国民の声で悪政にストップを

員三分の二の賛成で憲法改正の発

与するセレモニーを開き、 自分は

国からの批判が強まっている歴史認

国民の多数が賛成するような活動

主党の様々な失政へ
の国民の怒

議ができる」としています。これは

九十六番の番号のついたユニフォーム

識や靖国参拝問題での対応について

を行うべきであって、変えるための

りと小選挙区制のマジックで、自

国の最高法規である憲法が、 その

を着て見せました。安倍首相の背

築して、改憲のたくらみを必ず

県労連は、『
憲法をくらしと職場に活かす運動』を活動の中心に据

民党が大量の議席を獲得し、第

時の多数党の意向によって変えられ

後に、子どもたちに親しみを持た

も、しっかりかみ合った国民からの

打ち破る、 そのための学習と運

えてきました。その憲法がいま、変えられようとしています。貧困を

二次安倍内閣の誕生を許してし

せる演出など、マスコミを使って安

批判が求められています。

であり、衆参両院が 「
それぞれ議

義という考え方に立って、権力の暴

昨年十二月の総選挙では、民

高知憲法会議事務局長 徳弘嘉孝

憲 法改 悪の かつ てな い攻 撃と たた かお う

日本国憲法施行六十六周年の年に

めていきます。

て、安倍内閣が狙う憲法改正の手口とそれを阻止する闘いについて深

なくし、住み続けられる地域と戦争をしない さ･せない日本を守る運
動を大きくしていかなければなりません。今回は、２回の連載を通じ

ることがないように歯止めをかけてい
まいました。
昨年四月に 「
憲法改正草案」 るものです。近代憲法は、立憲主

倍人気を煽るよう動く人たちの存

を発表していた自民党は、維新

走を縛る役割を持っています。この

は各労働組合へ
。）

連帯が広がっています。（
詳しく

和憲法号」
を走らせます。共同 ･

す。平和運動センターなどは「
平

からのカンパの協力をお願いしま

５日まで走らせます。みなさん

「
憲法９条号」を５月から８月１

県 労 連 など３団 体 が主 催 で

す。

動を大きくすることを訴えま

の会やみんなの党など改憲勢力

ような憲法の束縛を権力の側が緩い

きも出てきました。国民の目をく

自民党改憲案の中身が知られる

学習を重ね運動の強化を

の力を借りて、まず憲法九十六

ものに変えようとすることを許す

らまして支持を獲得する戦術には
注意が必要です。
憲法尊重義務違反
憲法九十九条によって、天皇、
国務大臣、国会議員、裁判官そ
の他の公務員は憲法尊重義務が負
わされています。 首相や官房長
官などの大臣が憲法を変えるとい
う発言を繰り返すこと自体が憲

憲法９条号

改憲を参議院選挙の争点にする動

在をうかがわせます。 九十六条

条の憲法 改正 規定 を変 更し、

自民党などは、アメリカやドイツ

わけにはいきません。

「
国民投票で有効投票過半数の

の憲法がたびたび変えられているこ

「
国会議員の過半数の賛成」
と、
賛成」で憲法を変えることがで

ますが、 これらの国も憲法を変え

とをあげて、日本国憲法が一度も

日本社会の基本法である憲法

るためには日本以上の厳しい要件を

きるようにしようとしています。

が簡単に変えられることがないよ

課しており、 日本だけが特別に厳

変えられていないことを攻撃してい

うに、憲法改正には普通の法律

しいわけではありません。憲法を変

憲法九十六条とは

と異なる 「
特別多数決」が必要

守ろう９条･世界の宝！
憲法９条号にご協力を

ＮＯ．１５２
連
労
県
知
高
(2)２０１３年５月１０日

なったように、日本で生活していく

連四国地区協の調査でも明らかに

でしかありません。全労連や全労

収２００万円以下のワーキングプア

地方最低賃金は毎年１０月に改

最賃闘争は今から本番

させなければなりません。

引き上げで内需主導の政策へ
転換

す。今年は四国地区協として、香

に四国全体が引きずられていま

に香川が引き上げられ、その金額

必要です。また、四国内では最初

年収１００万円時代の到来にくさびを

『
ユニクロ』で知られるファーストリテイリングの柳井会長が、朝日新聞

川と高知で最賃引き上げのキャラ

で、大幅引き上げを目指します。

定されます。今月から審議会が開

であれば５割以上の増賃金が支

には、最低約２３万円が必要です

金６５２円で、 早急な引き上げが

払われているかなどの確認。 違

のインタビューで『
世界同一賃金』の導入を打ち出し、新自由主義の本

す。労働契約法では使用者に、有

法行為も疑われれるし、長時間

質をむき出しにしてきました。果たして、「
年収１億円か１００万円」
の

義路線へ
くさびを打ち、最低賃金

期雇用契約の場合は契約更新の有

労働が常態化しているようなの

バンを実施し、経営者協会と労働

マスコミは、安倍政権の 『
アベノミ

無の明示と更新する場合又はしな

で、健康被害が心配される。早

樫やん奮戦記

い場合の判断基準を明示すること

期の改善 （
要求）が必要で労働

局へ
申し入れや、ハ
ンガーストライキ

インタビューでは 『
世界 同一 賃
クス』によって株価上昇が実現され

を義務づけています。 相談者は、

組合加入を勧めました。今回寄

始されており、これからが本番で

金の導入で途上国の優秀な人材を
たともてはやしてます。しかし、ア

４月５日 （
金）
、県労連 こ･うち
労働相談センターは、１３年春の全

事実無根の理由によって契約更新

せられた相談は、いづれも弱い立

す。高知県は全国最下位の最低賃

確保』
と会長は語っていますが、本
ベノミクスによる成長戦略の基本が

国一斉「
何でも労働相談ホットライ

を拒否され納得できませんと涙声

場の労働者が雇用主の都合によっ

（
機関紙１５１号掲載）
。私たちの

当の狙いは 『
途上国並みの賃金体
『
新自由主義』であることを忘れて

ン」
を開設しました。今回の労働相

で語りました。雇用契約更新の有

運動で、グローバル企業の新自由主

型へ
の移行』です。グローバル化に

談ホットラインでは、雇止めや一方

無については不明でした。福祉保育

時代に未来はあるのでしょうか。

よって、賃金が発展途上の水準ま
はなりません。『
自助 自･立』『
４０
歳定年』『
雇用の流動化』などに見

アベノミクスの本質

で下がることを 『
世界同一賃金の

られるように、国民と労働者より

狙いは賃下げ

導入』
によって正当化しようとして

的な賃金切り下げ、 配置転換な

て不利益な取扱を受けているこ

7人労災･職業病
42人その他

も国と企業の負担を減らすことが

労組で対応してもらうことにしまし

とが強く感じ取れます。

60代
不明

います。 『
仕事を通じて付加価値

ど、労働者が不利益な取り扱いを

た。製造業で休日労働を強要され

5人
7人

がつけられないと、低賃金で働く

受ける可能性もあることから、主

ている相談では、２年前まで休日で

6人労働時間･休暇
11人セクハラ･いじめ

最優先されています。
低すぎる最低賃金

にこれらの諸 問 題 での相 談 受 付

あった土曜日を勤務シフトに組み込

40代
50代

途上国の人の賃金にフラット化する

（
解決）を目的に開設しました。４

まれ１カ月６０時間以上ものオー

の内容を確認すること。そのうえ

4人臨時・嘱託
6人その他
7人不明

そもそも、 現在の日本の最低賃

人の相談者から、①雇い止め （
女

バーワークを強いられている。生活

で１年毎の雇用契約で次回の契約

で、休日労働の必要性、法定休日

42人労働契約違反
2人社会･雇用保険
9人労働条件切り下げ

ので、年収１００万円のほうになっ

性）
、②休日労働の強要 （
男性）
、

い。と、休日労働の苦痛を訴える

更新もできるものとして考えていた

と所定休日の区別の確認、実際の

女性
20代
30代

5人
3人
24人

77件解雇・雇止め
35人賃金・残業代未払い

金ですら、フルタイムで働いても年
フランスの最低賃金
日本の中小企業支援
引き上げの中小企業支援
総額 62 億円
（2011 年度予算概算要求） 7,600 億円 （2005 年）

ていくのは仕方がない』と、格差と
貧困を拡大させる新自由主義の理
論をむき出しにしています。

③長時間 労働 不
･ 払い残業 （男
性）
、 ④売上 （
不足）金の賠償強

切実な相談でした。次のようにアド

にゆとりがなく身も心も、持たな
要（
女性）をめぐる相談が寄せら

ところ、３月末になって施設側から

時間外労働数が当該協定内に収

れました。 雇い止めにあった女性 バイスを行いました。労基法３６条
は、障害者施設 （
グループホーム） （
時間外労働）協定 （
締結を含め）

身に覚えのない理由で４月からの契

まっているか、１カ月６０時間以上

17人正規職員
26人
14人パート・契約 19人

１月-４月
男性

3人
14人

『
生計費原則』の立場で
しかし、 私たちには憲法２５条
で保証された、『
健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利』
があ

ります。普通の生活をし、子供を

育てる。果たして、この日本にお

約更新を拒否されたというもので

雇用形態

相談内容

件数、男女別等

オランダ
1,296 円
フランス
1,265 円
イギリス
1,099 円
アメリカ
831 円
日本
730 円

いて年収１００万円でそのような生

活が可能でしょうか。企業のコンプ

ライアンスが問われる中で、 この

『
世界同一賃金』は憲法すら無視

した、極めて企業的な戦略です。

ケタ違いの中小企業支援
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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。

当選 者の 発表

１５１号の答えは 「
ニュウガ

ク」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】

白瀧 知之 さん

（県教組）

清水 晶子 さん

（自治労連）

中西 良太 さん

今回は多くのご応募ありがと

（ミロク労組）

うございました。当選率はお

抽選で三名様に図書カー

キ、 ＦＡＸ、 ｅメール）締め

かげさまで３割代となりまし

ドをプレゼントします。（
ハガ

切りは５月２５日までとな

た（
それでも高確率ですが）

②○○虚。○○席 ③時間と

ります 。 （応 募 期 間 が短

カギを解き、二重枠に入る

空間。――を超越 ④共犯者

く、ごめんなさい）

文字を並べてできる言葉は

凄腕のホ テル 密健診

が―― を合わ せる ⑥人の

に――なし ⑨ ⑮人間――で精

何でしょう？

実の略 ⑦学問 ○○糸を垂れる

⑩――多売 ⑬♪蛍の光、

自習 ⑤当選確 する人 ⑭静かに

――をうかがう ⑧ほらあな

山○○ ③―― 策したり指図したり

【
タテのカギ】①♪柱の傷は

○○の雪

○ ○ の 細 道 。 と○○ ⑫影で画

――の五月五日の背くらべ

クロスワードパズル
【ヨコのカギ】 ① ――人 ⑪オモテ

知

《応募方法》

(4）２０１３年５月１０日

○電気料金の値上げヒジョーにイタイです！！しかし原発０を目指

おたよりの紹介

すなら仕方ナイ ・ ・ ・ 。 いったいどーしたらいいのでしょうか？？
○春になりましたね！うちの猫もお外に出はじめ日なたでぬ～
くぬくころがっています。先日は寒かったので娘が猫をこたつ
に入れようと連れてきたのですが、 私は目をキリッとさせ 「オ
パールちゃん！ハウス！！」 と叫びました。すると、猫はしっ
ぽをぷんっと振ってスタタタタッと寒～いオパールのお部屋に
かけこんでいきました。ちょっとかわいそうだったかな？佐川町

（汗） 南国自治労連 （Ｋ･Ｕ）
○高知県は他県に比べて病院とレストランの数が多いですが、１人
当たりの月収は最下位を競っている状況を昔から不思議に思ってい
ます。宵越しの金は持たない県民性が経営を支えているのでしょう
か？香美市職労 （Ｓ･Ｙ）
○来年は、 孫も小学１年生。 １１００グラムで産まれた小さな小さな

職労 （Ｈ･Ｆ）

中央郵便局前での早朝宣伝

命が、 大きく育ちました。 今の医療はすごいですね。 越知町職
○婿がルネサスに勤めています。 早々と６月のボーナス０回
答があり、 リストラは逃れましたが、 本当に困っています。 こ
んなので景気は良くなるのでしょうか？自治労連

○高知の最低賃金が少しでも多く引き上がるよう願います。 ミロク
製作所労組 （Ｒ･Ｎ）

○選挙制度、 何か変わりそうな気がしてきました。 今は苦し
まぎれの５減ですが、 限界は近いですよね。 たぶん比例代
表制にする以外、 解決はできないはず。 高岡教組 （Ｔ･Ｓ）

○景気がよくなった実感もないまま、電気料金の値上げと物価が上
がると実質賃金は下がるばかりです。 消費税の増税もやめてほし
いですね。 越知町職労 （Ｎ･Ｏ）

【総会･学習会のご案内】
政権は万里の先か民主党

時事川柳を募集中！

（
高橋狸）

トリあえずうがい手洗いインフル対策

（
高橋狸）

（
源朝光）

〇 ・六七数字踊れどセイキなし

背番号九六が泣いている

（
源朝光）

一〇〇万の年収時給五〇〇円

（
牧師）

（
牧師）

核不使用ノーとは被爆の民怒る

川柳コーナー

労 （Ｍ･Ｆ）

○県労連 『初級講座』
①５月１７日（金）
１８：３０～
『ワークショップ』

②５月２４日（金）
１８：３０～
『社会発展史』

③５月３１日（金）
１８：３０～
『労組法･労基法』

県教組会議室 高知城ホール２階
県教組会議室
※新入組合員向けとなっています。

④６月０７日（金）
１８：３０～
『労働組合の力と
産別組合･県労連』
県教組会議室

○国民大運動総会
５月１８日(土)14:00 ～県立大 205 号室

○社保協総会
６月０１日(土)14:00 ～県立大

ルネサス前での早朝宣伝の様子
※地域や労働組合の運動を考える機会になります。 ぜひご参加を！

