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政の方向性で多くの一致点を見い
一方、四国電力との交渉では、

だす要請となりました。

国、四国運輸局（
総合交通政策）
、

３・１１前と全く認識が変わってい
ないことが浮き彫りになりました。

の破綻に目をつぶっている上に、核

加者から怒りの声が上がりました。

核廃棄物の処理方法をについて、

賃上げや社会保険、建退共等へ
の

さらに「
伊方原発の３０キロ圏内

費調査を前倒し、機動的に対応す

おり、毎年１０月に行っている労務

の労務単価の引き上げを考えてい

局側は２６年２月からも平均７％

らかとなった。原発の先の住民をい

交渉で、 その実態がないことが明

画を作ったと言うが、愛媛県との

る。３０キロ圏の７自治体で避難計

から先の佐多岬に５千人が住んでい

に１３万人が住んでいる。伊方原発

るように本省で検討している。低入

ざとなったら船で大分県に避難さ

東 京 新 聞 の昨 年 末 のデ
スクメモに 「
国民は戦争

を望まない。 しかし決め
るのは指 導 者 で、 国民

を引きずり込むのは実に簡単だ。

外国に攻撃 されると言 えばよい。
それでも反対する者は愛国心が無

いと批判すればいい」とヒトラーの
右腕ゲーリングの言葉が紹介され

た。 ナチの手口が凝縮されている。
しかし、 今の日本に当てはめれば、

「安 倍 の手 口 」 そのもの▲ 国 民 の
目 ・耳 ・口は塞ぎ、 自分は言いた

い放題。 安倍流の 「
政治術」
。「
オ
トモダチ人 事 」 のＮＨＫの籾 井 会

長、 内閣法制局の小松長官。 「
最
終的には私が判断して決める」と、

安 倍 首 相 の口 移 しそのも のの発
言。 国会軽視、 合議の無視だ▲政

府見解の積み重ねを 「
ちゃぶ台返
し」する小松長官。 理事十人の辞

表 を取 りまとめ、 「政 府 に右 へ倣
え右 」 放 送 局 をめざ す 籾 井 会 長

▲国民を戦争に引きづり込もうと
している。 集団的自衛権を内閣の

との言葉を浴びせる▲もう一つのナ
チの手口は、 分断し各個撃破する

札価格の引き上げや労務費単価の

解釈で認めようとしている。 そのた
めに中国、 韓国との緊張を高め、

現状をどう認識するのか」と質す

こと。 私たちの対抗策は、 統一と

せると言うが、船の確保も大分県

地区協は、それらの対応を評価

と、 「
避難計画は自治体が作るも

団結。 一点共闘を安倍内閣打倒

アンケート調査など労働者の処遇

しつつ、「
アンケート調査では３割の

の。四国電力は事故の収束に全力

の受け入れ体制の確保もできてい

企業で賃金を引き上げているが、

を挙げる」
と無責任な答えでした。

にまとめ上げ、 柔軟に団体や個人
をつなぐこと。 三 ・十六県民集会

改善へ
向け積極的な対応を行なっ

２、 ３次下請けまでは及んでいな

思考停止で政府方針と従来の経

尖閣に中国が攻めてくると脅しを
かける。 批判をすれば 「無責任」

い。下請けまで賃上げが及んでいる

営の枠組みで進める姿勢が明らかに

の成功を勝ち取ろう。 （
田）

のか詳細につかむように」
と要請ま

なりました。

ない。四国電力として避難計画の

針路

した。 この間の私達の運動と、 行

ていると回答しました。

した。

加入に確実につなげるよう要請しま

四国整備局との交渉では、今年

います。 お気軽にご連絡ください。

燃サイクルでやれば核廃棄物はな

す。 ご家族の働き方などでも受け付けて

「
政府が進める核燃料サイクルでや

秘密厳守･相談無料で相談員が対応しま

度の平均１５％の公共工事の設計

【日時】 ３月２８日 （金）
午前１０時～午後８時

くなるような答え。これには、参

労働相談ホットライン

る」と、政府同様、核燃サイクル

許すな｢ブラック企業･雇い止め｣

労務費単価の引き上げを労働者の

へ
要請しました。

四国経産局、人事院、四国電力

シー）
、 四国地方整備局、 ＪＲ四

四国運輸局（
①トラック、②タク

で集会を開き春闘の勝利を誓いました。

ら１００名が高松に結集し、国の出先機関などに要請を行い、高松駅前

全労連四国地区協は３月４日、四国総行動を実施しました。四国か

地域から好循環の社会を
四国総行動を高松で実施
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くらしと地域を守る民主的政治を

した。
香美市革新懇は１月２５日に開
催した総会で①革新 ・無所属の笹

県労連は、「
政党からの独立」を
１１回執行委員会で、 ３月１６日

県労連は２月１３日に開催した第
市政実現のためにたたかうことを確

て、市民本位、くらし第一の民主

る香美市 ・みんなの会」を結成し

岡優氏を擁立、② 「
元気に暮らせ

掲げ、政党支持自由の原則を貫い
告示、３月２３日投票で闘われる
認しました。

香美市長選挙への対応

ています。 しかし、 それは 「
選挙
香美市長選挙で無所属新人の笹岡

県労連の方針

闘争をしない」
という意味ではあり
優氏の推薦を決定しました。

前進させる取り組みを進める」と

立、 地域経済を守り住民自治を

治体首長選挙での共同候補の擁

選挙での教訓を生かし、可能な自

首長選挙については、「
四万十市長

追求を政治原則に掲げながら、

たものです。

運動方針に照らして推薦を決定し

に論議をし、県労連の政治方針と

んなの会」からの推薦願等をもと

上げた「
元気に暮らせる香美市・
み

香美市革新懇などが中心に立ち

緒に新しい香美市をつくる。香美

す初めての機会。市民の思いと一

合併の是非も含め市民の意思を示

市長選は一度も投票されていない。

る閉塞感が深刻だ。合併後、香美

「
市民の暮らし、８年前の合併によ

笹岡氏は２月４日の出馬表明で、

ません。一致する要求での共同の
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り出す年」
にしようではありません

ます。「
地域から民主的政治を創

今年は首長選挙が多く控えてい

昨年の大会方針で決定しました。

る学習会や討論会を開催してきま

懇はこの間、香美市政について考え

の会」の母体となった香美市革新

「
元気に暮らせる香美市・
みんな

らこそ、市民の暮らし応援の方向

のために使う。国がおかしい時だか

れを市民の暮らしと福祉、子ども

市は県下一基金を持っている。 こ

笹岡氏の外には、元市総務課長

行きます。

３月２日、 香美市長選挙予定

候補の無所属新人笹岡優さんの

演説会が開かれ、 香美市のＪＡ

会館３階ホールには２２０人が参

加しました。

笹岡さんは、まず合併によって

疲弊した香美市の一体的な立て

直しを強く訴えました。「
山の再

建なくして香美市の活力は生ま

れない。鳥獣被害や過疎化で荒

れる山間地域の立て直しを行う。

そして豊かな自然を生かし、 太

陽光、小水力、木質バイオマス発

電を盛んにする。また、香美市

は津波の心配もなく、岩盤も硬

く地震対策で移転地として注目

されている。救護所にはソーラー

などの自家発電装置を備える。

ソーラーで夜間の照明を確保し、

震災時も安全に避難できるよう

にする」と訴えました。

わる単組、支部でも十分な議論で

「
自分たちの要求実現」
に向けた取

の法光院晶一、元同市議の有元和

り組みの議論をお願いします。

の資質として①市民の苦労、 思い

すでに高教組香美支部で推薦を

質、③大幅賃上げ、④安倍内閣

に寄り添う温かい心の持ち主であ

決定。関係する産別、香美市に関

打倒の柱に分け問題点と今後の運

哉、元県議の黒岩直良の新人３氏

嶺北労働者農民大学が開かれる
２月８日、 第４３回嶺北労働者

動を提起しました。 県労連では、

る、 ② 「
住民の福祉の増進」とい

農民大学が開催され、約３０名が

地域での春闘学習会を提起し、す

治を守る人、 の４点をまとめてき
ました。

する国づくり、②アベノミクスの本

参加しました。連続学習会で、第

でに南国労連と須崎労連でも開催

県労連としては高知市長選挙を

組合員の思想信条を大切にしな

一講は嶺北労連としても春闘学習

され、 今春闘の大きな流れを掴

除けば、四万十市長選挙に続き２

がら、 地方自治、 住民自治の発

会に位置付け、「
春闘情勢」を学

む大切な学習の場となっています。

行う人、 ③住民、 職員参加の行

展、地域の再生に労働組合が真正

習しました。県労連の牧書記長が

政、まちづくりを行う人、④国の

これらを通じて、既に立候補を

面から向き合うという基本姿勢

講師を務め、 春闘情勢を①戦争

例目の推薦となります。

表明している３人の候補者では自分

で、笹岡候補の必勝をめざし、政

悪政に対決し住民の生活と地方自

たちの願いや香美市の将来を託せ

策、人柄を知らせ、支持を広げて

が立候補を表明しています。

香美市市長選挙笹岡優予定候補の演説会に 2 2 0 人

ないと候補者擁立を模索していま

う地方自治の本旨に沿った政治を

ました。

に金を使うべきだ」と決意を述べ

選挙日
3月23日
4月13日
4月13日
4月13日
4月20日
市町村 任期満了日 告示日
香美市
4月8日 3月16日
馬路村
4月21日 4月8日
四万十町
4月22日 4月8日
黒潮町
4月22日 4月8日
越知町
4月25日 4月15日
奈半利町
6月28日
室戸市
12月3日

その中で、市政を担うリーダー

した。

今後予定される首長選挙の日程

か。
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樫やん奮戦記

９
２
精神障害を被っているとの実態も
明らかになっています。今年１月
にもブラック企業を疑われる会社

末、県労連 ・労働相談センター
２０１４年早々の１月～２月、
な相談が寄せられました。相談

で働く３０代の男性からの深刻

県労連 労･働相談センターに、２
７人からの相談が寄せられまし
者によると、２００８年、警備事

高知県労連と自交総連は、
２月２７日に消費税引き上げ
に伴うタクシー運賃の値上げ

も前年比で更に２０万円下がってい

上。観光研修を４００名余りが受

月から高知交通圏（
高知市、

に申し入れを行いました。 ４

会、高知市ハ
イヤー協同組合

問題で、 高知県ハイヤー協

減を行ったとのこと。しかし、それ

通圏では鹿児島に次ぐ２３％の削

全国１５５の交通圏のうち高知交

適正化とはタクシー台数の削減。

ては、 適正化と活性化とのこと。

います。 そして打開の方向性とし

必要だと県労連として指摘しまし

としてバス、電車等含めた再定義が

振興計画での位置づけ、公共交通

また、活性化問題では県の産業

なりました。 この規制 （
調整）は

に食われている実態が浮き彫りに

クシーが約１００車あり、 これら

代行運転が約２００車、福祉タ

講したとのこと。

旧伊野町）
で小型車の初乗り

でも営収は下がっています。適正化

協会側もこのような事態は認めて

ます。

が、 消費税増税分３％を上

では限界があると認めています。

きれば、 実質的な賃下げと

引き上げで 「
乗り控え」が起

実施事業場の８割で何らかの労働

た重点監督の実施状況を発表し、

企業対策」の１つとして９月に行っ

厚労省は１２月１７日、「
ブラック

いたにもかかわらず、無断欠勤

のため ・・と、 休職届けをして

のことです。さらに、ケガ治療

己責任をきびしく追求されたと

くルールの実現、企業モラルの確

ける環境づくり、 まともな働

すべての職場で、人間らしく働

け支援をしているところです。

談を継続して、 問題解決にむ

準法をどう守らせるか。 ２つにど

うすれば労働者が権利を知り、

行使できるか。 ３つに違反企業を

３月１２日には、 春闘統一行動

取り締まる監督官の増員です。

として、 県労連といの健高知セン

ターの連名で労働局へ
申し入れを行

い、 社会へ
１歩目を踏み出す学生

に対する労働基本権等の学習斡

旋、相談窓口の紹介、監督官の増

た。

どうしても必要です。

乗せして５４０円から５６０円

なります。 １９９７年の３％

厚労省 ブ｢ラック企業 調｣査
８割で法令違反を指摘

活性化は、運転手のサービス向

になります。
協同組合によると高知市内

の平均の歩合は４７％程度。
これを掛ける 「
売り上げ」は

から５％へ
の消費税引き上げ

基準法違反があったことを明らかに

消費税抜きの部分。２０円の

の際は、９８年のタクシードラ

しました。

をしたと、決めつけられ、会社

立が緊急に求められています。

課題は３つ。１つは企業に労働基

イバーの年収が前年比で４０

の服務規程に違反したとして、

３月２８日 （
金）には、 春の全

万円も下がりました。９９年

３万円の罰金を取られたうえ

国一斉 「
なくそう！ブラック企

員を要請します。企業の無法が許

されない世論の形成が必要です。

20.8%

た。今、日本の企業は、オール

職してもすぐにやめていく労働者

きなケガをしてしまい、 会社に
労災認定の申請手続きを申し出
たところ 「
労災を使うな、ケガ
をしたのは、おまえが勝手な行

に、必要ないからと、即刻解雇

業 何でも労働相談ホットライ

動をした」からと罵倒され、自

です。まさに、ブラック企業その

ン」を開設します。

5件

24.1%
14.3%

業会社に、正社員として雇用さ

1人
5人

1230件
730件

ブラック企業化していると言われ

1人社会･雇用保険
3人その他

12.5%
25.0%

れ、主に、工事現場での交通整

60代
不明

3件
6件

ています。昨年９月、厚生労働

3人
1人

県労連･自交総連が消費税増税問題で協会へ申し入れ

ものです。相談者を激励し、相

若者の 「使い捨て」 が疑われる企業等への重点監督の実施状況

省の若者の使い捨てが疑われる 理員として働いてきました。が、
企業へ
の実態調査（
５，１１１社） この会社では、 会社ぐるみのひ

2人
2人

20.3%
26.7%

では、違法 長･時間労働や賃金 ･ どいパワハラ行為が常態化し、就
残業代の不払いなど何らかの労

1人契約･臨時
1人不明
2人

41件
54件

があとを絶たなかったといいま

3人年休
7人セクハラ･いじめ

21.9%
23.6%

働基準法違反を犯している企業

40代
50代

1120件
1208件

す。生活のためにと、がまんを

相談内容
件数、男女別等

全国
比率 四国 比率 高知 比率
5111件 100.0% 202件 100.0% 24件 100.0%
4189件 82.0% 170件 84.2% 16件 66.7%
2241件 43.8% 96件 47.5% 9件 37.5%
1221件 23.9% 71件 35.1% 6件 25.0%

（１）重点監督の実施事業場
（２）違反状況
◆違法な時間外労働
◆賃金不払い残業
（３）健康障害防止に係わる指導状況
◆過重労働による健康障害防止措置が不十分
◆労働時間の把握方法が不適切なもの
（４）重点監督において把握した実態
◆月の時間外･休日労働が最長の者（80時間超）
◆月の時間外･休日労働が最長の者（100時間超）

が８２％あったとの調査結果を

13人退職強要
0人退職金
3人長時間労働

重ね働いてきたあげく、 今年１

女性
20代
30代

公表しました。また、この調査

7人
6人

月、仕事中 （
交通整理中）に、

雇用形態

では、少なくない労働者が、パ

1人正規職員
2人ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ

自動車のもらい事故に遭い、大

17件解雇・雇止め
4人賃金・残業代未払い

ワーハ
ラスメントや過重労働による

2月
男性
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高
(3)２０１４年３月１０日

高

ＮＯ．１６０

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

１５９号の答えは「ゆきだ

るま」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】

（自治労連）

山本 喜美 さん

地部田 由美さん

（全労働）

大家 ちひろ さん

（自治労連）

おたよりの紹介

ル）
締め切りは４月７日ま

に近い海

⑧○

連
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

が残る。

沢山のご応募ありがとうござい

運ぶ ⑯陸地

労
でとなります。

⑦後悔。 ○○

県

ます。今後もドシドシ！

⑭――よく事を

⑥へたな――はよせ ⑧面

⑤全20巻の――

○来る ④過去、現在、――

⑫○○同文

カギを解き二重枠の文字を

――を持たせる

並べてできる言葉は何でしょ

⑩――惨憺

③言葉に

倒。さても――なこと ⑨こ

物

う？

○緒、○○密

【
タテのカギ】①やっと○○の の次の期。――の予算 ⑪師
荷 が降 り る ② マウ ンテン と弟子 ⑬酒は熱○○で ⑮

三十一 （
みそひと）文字とは

①口のデカイ動

――に乗る ③笑う門には○

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１４年３月１０日

春闘本番にむけて

○今年、退職になります。お世話になりました。南国市職労（Ｋ･
F）
○高知県はそれ程ではなかったですが、今年は大雪で各地に災

さらに元気して、 春を呼ぼう！！
四国ブロック第４回女性交流会開催

害が発生しました。 被害に遭われた方々にお見舞い申し上げま
す。 全労働 （Ｙ･Ｊ）
○３月で退職です。１０年前から昇給停止のまま。退職金は今年
から大幅にダウンします。年金は６１歳にならないと一部支給が始
まりません。 真綿で首を絞められている感じです。 その上、 大
量の汚染水流出！！私達は今度どうなっていくの？香美市職労
（Ｋ･Ｙ）
○２毎月楽しみにしています。 ２０１４年、 いい年になりますよう
全労連四国ブロックは２月１日、第４回目となる女性交流会

に。 香美市職労 （Ｃ･Ｄ）

た。

川柳コーナー

残業でチョコのお返し買う間なし

（
牧師）

はや ３年 政 府 よく見 よ福 島 を

（
牧師）

葛西さん ソチらの方から 銀メダル
（
高橋狸）

（
源朝光）

時事川柳を募集中！

ナチの手に乗らない ならない茹でカエル

を愛媛 ・ 松山市で開催し、 四国４県から３９名が参加しまし
『集まれば元気、 語り合えば勇気、 聞けばやる気、 楽し
くなければ女性部じゃない』を地で行く我らが女性部。 愛媛
大学丹下准教授の 「日本の賃金･働き方の 『改革』・女性の
貧困を考える」 と題した、 春闘をめぐる情勢をしっかり学習し
た後は、 お弁当とスィーツで昼食交流。 午後からは、 アロマ
テラピストの重松まどかさんによる 「アロマ講座｣で、 ２人１組
になって、 ハンドマッサージ体験を行い、 アロマオイルの香
りで参加者は心も体も癒されるのでした。。。
参加者からは、 「講演もアロマもよかった」 「参加出来てよ
かった。県の活動にも参加していきたい」「各県のがんばって
いる様子が聞けて励みになった」など、さらに元気をもらえた集
会となりました。

