労働 局前 集会 の様 子

高知
県労連

が語られました。

また、 国家公務員の賃下げに

訴えました。

度さえ否定する賃下げの不当性を

う小松議長から、人事院勧告制

争議支援集会では、国公労連の

ＪＡＬ原告団からは、 現在のＪ

議支援集会を開催しました。高知県国公や高知大教組からも争議支援

ＪＡＬ不当解雇撤回裁判原告団

ＡＬ職場で実施される労働強化に

違憲賃下げ裁判で原告団として闘

（
ＪＡＬ原告団）と県労連が共同す

より、職員は疲弊し、退職者が後

国キャラバンを実施し、今回は四国

た。 不当判決を受け、 ＪＡＬは全

化を目的に組合員が狙い撃ち解雇

れました。また、労働組合の弱体

が二の次にされている現状が報告さ

２１日で、東京地裁で「
解雇妥当」 を絶たず、人員不足 過･密労働に
よって、 最も優先されるべき安全

本来は法人化によって独立してい

告と訴えがされました。

高知大学教職員組合からも、 報

法として、 返還請求訴訟を闘う

よって、 賃金が減額されたのは違

キャラバンとして来高しました。

高支持率にご満悦の安

倍首相の頭の中に去来

する言葉一つ。 「一〇

年宰相」。 それでやり

たいこと。 「
憲法九条の死文化」と

「
アベリンピック」へ
の野望。 そのため

に総裁任期二期六年を定める党規

約さえ変える腹だと言われる▲一

橋大学の渡辺治名誉教授。 七月の

参議院選挙の本質は、 構造改革に

対する二つの対案の対決であったと

見る。 一つは構造改革の再起動と

進化をめざす 「
アベノミクス」
。もう

一つは、 構造改革と対決する共産

党の対案。 また、 保守二大政党が

崩れ、 保守多党制になったことも

共産党が、 「
国民の選択肢」として

復活した要因だと▲共産党は参院

選の結果を 「
躍進」と総括し、 二

望を作るという。 一方で 「
実力以

〇一〇年代に民主連合政府への展

上」「
一過性にしない」との表現も

るはずの大学が、国からの要請や

分なまま給与の減額を強行する事

▲西洋のことわざに 「
チャンスの神

されるなど、会社が行った不当労

態が横行しており、大学自治を奪

ＪＡＬ原告団からは、乗員原告
高し、午前中には、労働局へ
要請

様には後ろ髪はない」というのがあ

指導を盾に労働者との協議も不充

を行い、 ＩＬＯ勧告に従い、 ＪＡＬ

い、教育の質を下げる行為の是正

る。 チャンスを逃すな、 前髪をつか

働行為と闘い、職場復帰する決意

が早期に労使協議に応じるような指

と支援を訴えました。

党回りを実施しました。訪問した

午後からは労組や民主団体、政

開けてみると、県や市町村、さら

を否定していました。しかし、蓋を

務員のみで、 地方公務員へ
の影響

当初、 政府は賃下げは国家公

要。 また、 各政治勢力の接着剤に

さ わしく、 独 自 の政 治 展 望 が必

労連、 県労連。 「
自由」の名にふ

めということ▲政党支持自由の全

倍首相に思い知らせる秋に。 （
田）

コースターには下りがあることを安

活、社会保障を直撃する。ジェット

風 の目 は消 費 税 と改 憲 。 国 民 生

の臨時国会を 「
政局」国会に！台

もなれる立場にある▲一五日から

団体はいづれも温かく迎い入れてい

対しなければなりません。

を破壊する政策に大きな共同で反

えています。国家ぐるみでくらし

の影響は多くの労働者に影響を与

げを強行するなど、 違憲賃下げ

に独立行政法人などが軒並み賃下

た。

は５０名以上の仲間が参加しまし

催し、会場となった高知城ホールに

その夜には、争議支援集会を開

していただきました。

とを求めました。

導を労働局から厚労省へ
上申するこ

団の山口団長をはじめ、 ４名が来

の不当判決が出される１ヶ月前でし

るのは２度目。１度目は昨年の２月

の訴えがされ、巨大企業や政府と闘う仲間にエールを送り合いました。

９月１９日、県労連とＪＡＬ不当解雇撤回裁判原告団が共催し、争

ＪＡＬ不当解雇撤回争議支援集会
国が関与する不当に立ち向かえ

Ｎｏ．１５６
発行：高知県労連書 記局
住所：高知市丸ノ内 2 - 1 - 1 0
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ただき、カンパや物販にも大変協力
労働局要 請の様子
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特集 ビキニ被災者調査ｉｎムロト
室戸市労連 山田織枝
載されていた。

におよぶ室戸岬船籍のマグロ船が記

岬のビキニ被災船名簿」には６０隻

ろな病気をした」というお話が多

ご家族からは「
からだが弱くいろい

言うと３割と高い。 調査に伺った

腸がん、口腔ガンなど、発症率で

た。

ながら涙ぐんでおられる方もい

だいた。反響は大きく映画を見

も微力ながらお手伝いさせていた

抱いている。私たち室戸市労連

それらは入港時、船体から高い

かった。

甲状腺ガン罹患率、通常１００

月に発表された福島の子どもの

恐ろしい数字が出た。今年８

聞き取り調査を行っていた。 室戸

海域で操業していたマグロ漁船員の

ビキニ環礁で行われた水爆実験の

このとき、私たちは１９５４年に

けではない。

地？」ビキニ事件は第五福竜丸だ

名が連なっていた。 「
室戸は被爆

員名簿には知人や同級生の父親の

を受けたことだろう。船主や乗組

いる。 漁業の町は大きなダメージ

その間に 「
福島」は 「
フクシマ」と 域が成り立たん。文句なんて言
表記されるようになる。「
ヒロシマ」 えんかった」と語られているのが

集番組制作のために調査を始めた。

める。 南海放送に続きＮＨＫが特

被災者調査は新たな展開を見せ始

今年になって室戸におけるビキニ

爆が公になると魚が売れん、地

活をどう守るかが先やった。被

補償のことよりも今日明日の生

被災者者のご家族が 「
当時は

放射能が検出され魚は廃棄されて

万人に一人といわれる子どもの
での調査は長年ビキニ被災を調査

「
ナガサキ」のように。

れた。

甲状腺ガンが福島では１８名確認
され幡多高校生ゼミナールを指導

② 「
福島」から 「
フクシマ」へ

①室戸は被爆地？

され、 疑いは２５名に及ぶとい
しておられる山下正寿先生のも

今、福島が同じ立場にあるよ

印象的だった。

う。 統計学的には驚くべきこの
と、 教組の濵田郁夫先生を中心

デリケートな問

キニ被災は非常に

れた。

跡調査が計画さ

の健 康診 断 の追

行われた被災者

２年 前 に室 戸 で

れたことから、２

部被爆が注目さ

濵田先生のまとめによると１１名が

９名の消息を得ることができた。

断を受けた元船員の名簿を元に３

キニ被災者調査は２２年前に健康診

２０１１年夏に行った室戸でのビ

じことばが聞かれた。

えば、原発事故直後の東京でも同

われた記憶がよみがえる。 そうい

頃に「
雨に当たってはいけない」
と言

メリカ全土に及んでいる。子どもの

象局の報告では日本列島はおろかア

た。そして、放射性降下物は米気

を繰り返し、多数の漁船が被災し

島、 マーシャル海域などで核実験

メリカはエニウェトク環礁、クリスマス

た「
放射能を浴びたＸ年後」
という

た南海放送の伊東さんが制作され

同じころ、 以前調査でご一緒し

残している人なんているのだろうか？

子スピン共鳴法。しかし抜いた歯を

２点目は歯のエナメル質を用いた電

を抜き出しその異常率を調べる。

ている。１点目は血液から染色体

え被災者支援に結び付けようとし

から明らかになる事実を全国に訴

被爆実態調査を行うという。そこ

所が主体となり科学的に被災者の

島大学の原爆放射線医科学研究

験６０年目の来年３月に向け、広

ターが調査に入る。ビキニ水爆実

今年の春、ＮＨＫ広島のディレク

を示していくことが重要だ」

故のこれからに立ち向かう道筋

ずきちんと調査し、福島原発事

る。

生の言葉が今後の道しるべとな

とが地元の宿命なのだ。山下先

結局この矛盾とたたかっていくこ

上に成り立っているように思う。

戸ではその終息が多大な犠牲の

に、早期の終結をはかった。室

かもそのことがなかったかのよう

ビキニ問題で国はアメリカとあた

日も早く海に出て漁をしたい」

言が聞きたい。家に帰りたい。一

③被災者の歯を捜せ

数字も医学的には 「
進行のゆっ

題である。 漁業

生存、２５名は亡くなっていた。生

ドキュ
メンタリー映画が室戸で上映

なくとも記憶はつないでいかなけ

実は室戸ではビ

濵田先生から

放射能とのたたかいは長い。少

「
ビキニ事件を過去のものとせ

「
早く終息してほしい。安全宣

関係者は風評被

存者も含めた病歴はガン１３名、脳

された。 実行委員長の山田勝利

ればならない。

うな気がする。

害が魚価に影響

梗塞７名、心臓病３名、肺気腫２

さんは元漁船員で、被災した仲間

１９５４年のビキニ実験以降もア

くりしたタイプであり被爆の影
に行われた。

響は考えられない」と片付けら

す ることを恐 れ

名、腎臓、糖尿病など。ガンの種

のためと上映に並々ならぬ思いを

福島第一原発事故をきっかけに
放射性物質の内

ている。

類は胃ガン、肝臓ガン、肺ガン、直

いただいた 「
室戸

高知県労連と「
いの健高知センター」は連名で「
働くもののいのちと

を６６４円とすることを発表しまし

２６日より、高知地方最低賃金額

９月２６日、高知労働局は１０月

「
制度の根本」問われる

ています。「
制度疲労」「
制度の限

の最賃決定の悪しき慣習でとなっ

と「
横にらみ」が、地方審議会で

並んだことです。 「
目安＋アルファ」

ブ｢ラック企業 の｣根絶で労災ゼロを！

健康を守り労災職業病の根絶をめざす要請」
を高知労働局長に提出し、

界」を指摘せざるを得えません。

安全衛生委員会の設置状況につ
ら２４年にかけで監督を実施した２

による面談については、Ｈ２２年か

く、法律に基づいた組織。権限も

会は単なる労使協議 の場ではな

正について厚労省として力を入れて

県労連からは、残業代未払い是

導が８事業所という回答でした。

四国の奮闘

む９県に。

が、今年はその２県を含

の２県が全国最低でした

昨年は高知県と島根県

大幅引き上げに悪影響を与えてい

削減が打ち出され、 最低賃金の

います。 そこに政府の生活保護の

残し、 取り尽くした格好となって

れましたが、その効果も北海道を

提起をし、０７年に法改正が行わ

全労連が生活保護との整合性の

一覧表で目を引くのが、

立ち返り、「
憲法２５条」
、「
ナショ

今こそ、最低賃金制度の根本に

ます。

のところ、 四国４県はそ

を深め、 全国一律最低賃金制度

ナルミニマム」
、「
社会的公正」「
デフ

の確立へ
向け、 運動を再構築し、

ろって「
プラス２円」
となっ

四国は例年、香川県が

レからの脱却」などについて考え方

引っ張り、徳島県、愛媛

大きな世論を作って行く時です。

労働局と高知労働局で

ろっての要請行動を香川

国地区 協では、 ４県そ

した。そこで、全労連四

がりをつとめるパターンで

県が続き、高知県がしん

たことです。

０円）プラス１円」が相場

Ｃ、Ｄランクでは「
目安（
１

円となりました。

最賃の制度は何のためなのか

た。全国最低の最低賃金は、昨年

いては、報告義務がないため局とし
８２事業所では、 未実施はなかっ

ある。未組織の職場は勿論、労働

いることに敬意を表すると同時に、

比で１２円プラスの６６４

９月１７日話し合いを行いました。要請は、①労働安全衛生行政の推

進、②長時間労働の規制、③監督職員の増員の３点。局側からは、中
井監督課長、中井安全衛生課長、横田労災補償課長ら５名が対応しま
した。 さんさんテレビ、 テレビ高知が取材、 報道しました。

て把握していない、という回答。産
た。ただし、１４事業所で安全衛

ている、ということでした。産業医

業医の選任については、対象の７０

現行法では実態の把握困難

０事業所中８割で専任の報告が来

労働局要 請の様子

生に関わる法違反があった、 とい
う回答でした。
「
メンタル不全」
についても報告義
務がないため全体の把握はできてい
ないが、Ｈ２４年で３件の監督指導
をしたとのことでした。

組合はあっても弱い職場含め、 職

監督官数が少ないこともあり、 い

県労連からは、安全衛生委員

場環境の改善にとっては大変重要

行いました。

この効果か、香川県が
例年通り先頭を切って答申。しか

たちごっこで「
根絶」につながってい

も、「
目安 （
１０円）プラス２円」
。

な組織。そういう視点で監督行政

監督官の増員も必要だし、検討課

それに続いて３県もプラス２円に。

を進めてほしいと要望しました。

題として、抑止効果も含め悪質な

ないことを指摘。 そういう点では
１億以上のサービス残業指導
長時間労働の規制の項目では、

をした。対象労働者は１３８４人。

業所で１億７１７万円の是正指導

して行く方向で検討しています。

今後も労働局との話し合いを継続

県労連といの健センターでは、

円に長崎県や沖縄県など、９県が

もう一つ目を引くのが、 ６６４

目安と横にらみが露呈

企業名の公表を求めました。

このうち１００万円以上の是正指

Ｈ２３年に残業代未払いで１３６事

高知最賃10月26日から664円に
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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

１５５号の答えは「
ミノリノア

キ」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】

佐藤 まや さん

（室戸市職労）

武田 祥代 さん

（建交労）

都築 由美 さん

いつもご応募ありがとうござ

（香美市職労）

います。現在当選確率が格段

抽選で三名様に図書カー

キ、 ＦＡＸ、 ｅメール）締め

ドをプレゼントします。（
ハガ

切りは１１月５日までとな

に上がっております。今がチャ

気。 ――万丈

ンス☆ご応募お待ちしています

の略 ⑦上流の

県

ります。

る ⑮さかんな意

―― ④――に一生を得る

⑤ヨードチンキ

カギを解き、二重枠に入る

⑭○○は小を兼ね

⑥豊富な――が湧き出る ⑧

しだ ⑫付和――

わる――の混乱

文字を並べてできる言葉は

③新旧が入れ替

洪水で――浸水 ⑩犬、 猿、

⑪これで○○借りな

何でしょう？

焼などの焼き物

雉を――にした桃太郎 ⑬弥

生かしたまま置く所

【
タテのカギ】①男性の対

①有田焼、 九谷

生式○○

対 ⑨漁獲した魚を

②鍵 ③ 健 康 ― ― 、 品質

クロスワー ドパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》
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○県教組のS･Yさん、 「3 本の毒矢」 思わず吹き出してしまいまし

おたよりの紹介

た。消費税8％のその先は･･･？原発の安全性は？被災地の復興
○針路は、 全くその通りですね。 特に、 おわりの方の引用
のことば 「無能なのに、 権力の座につき～」 の部分！高知
県教組 （H･M）

は？心配な事ばかりですネ。 香美市職労 （K･Y）
○いつもクロスワードを楽しみにしています！！組合からまわってく
ると必ず目をとおすようにしています。 （クロスワードだけとちがう

○電気料金値上げと共に･･･「屋根に太陽光発電･･･をつけま

よ！） 室戸市職労 （M･S）

せんか？」 という業者さんがたずねてくるようになりました。
「お宅は南向きのいい屋根です！」 そんなことほめられて

○オリンピック決定でさらに勢いを増す政権。地方を忘れさられるこ

も･･･。給料はただ下げられて（何月までだったか･･･）つける

とのないようにしっかり学び、しっかり声を伝えたいものです。安芸

金はどこに？香美市職労 （Y･O）

市職労 （N･M）
○朝･夕と涼しくなり、 「秋だなぁ」 と感じますが･･･まだ日中は暑

○記事も、もちろん読んでいますが･･･このクロスワードパズル

かったりで体調を崩しそうです。 香美市職労 （M･S）

と川柳コーナーをとても楽しみにしています。実りの秋→食欲
の秋→読書の秋･･･秋は楽しみが一杯です。香美市職労（Y･

○我々貧乏人をささえてくれる政治ではない事が選挙が終わるとよ

T）

けいに思います。 高知中高年事業団 （H･T）

オリンピックお も･ て･ な･ し･ で･招致をし

時事川柳を募集中！

（
源朝光）

（
源朝光）

承知ですブロックなんてできてません

ブロックされてるなんて

お も･ （
っ
い
･）て･ な･ （
･ ）し･

（
源朝光）

（
高橋狸）

なし崩し手続きなしでオスプレイ
（
高橋狸）

憲法の権威を損ねる安保懇

川柳コーナー

かがやけ憲法！
全労連全国横断キャラバン
安倍内閣によって、解釈改憲が本格的に狙われる中、全労連
では、 全国横断キャラバンを実施し、 「憲法を守り、 くらしと職場
に活かす」ことを国民や自治体に広く訴えることとなりました。
全労連の提起を受け、高知県労連でもキャラバンを具体化して
います。 ぜひご参加ください。

【高知県キャラバン日程】
2013 年 11 月 18 日 （月） ～ 20 日 （水）
検索
高知県労連
ルネサス前での早朝宣伝の様子

詳しくはＨＰを
ご覧ください。

