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②高知県医労連から川村寿美子執

行委員長が賃上げの獲得について、

③高知県教職員組合から畑山和則

れ、要求を書いたプラカードなどを持った労働組合や民主団体など８

５月１日、高知市中央公園で第８５回高知県中央メーデーが開催さ

労働者ユニオンから筒井潤支部長が

の残業問題について、 ④郵政産業

た、過労死ラインを超える教職員

書記長が全教の調査で明らかになっ

００人が参加し、「
安倍内閣打倒」
などのスローガンを決議しました。集

郵政職場での非正規職員の均等待

遇を求める要求と自爆営業の根絶

について、それぞれ報告し奮闘する

主義を掲げると同時に、反動的右

たされている。安倍内閣は新自由

シズムと戦争をする国へ
の戸口に立

催者挨拶では、「
日本の歴史はファ

る閉会宣言後は帯屋町アーケード

議されました。中根代表委員によ

れ、参加者からの満場の拍手で決

デースローガン案と決議案が提案さ

その後、大原代表委員からメー

決意を表明しました。

翼的な政権であり、世界的に見て

デモ行進終了後にはプラカードコ

と電車通りをデモ行進しました。

請』を行う 『
ウソの繰り返し』であ

改悪のお荷物付きで 『
賃上げ要

産付き、労働者には労働法制の大

③財界には法人税引き下げのお土

集団的自衛権の 「
限定容認」論。

本命の要求を出す『
譲歩的依頼』
。

過大な要求をして、その後小さな

という 『
オレオレ』詐欺の手法。②

の暴走を止めていこう。」
と決意表

も「
共同をさらに広げ、安倍内閣

が語れましたが、 いずれの方から

費税増税、 憲法改悪などの問題

が出席しました。ブラック企業や消

長、 憲法懇談会から井垣正利氏

高知県の会から金子陽子事務局

り子常任委員、 消費税をなくす

来賓は、日本共産党から浜川ゆ

主義、 そして労働者の権利を守

中央副執行委員長が合意なしの賃

知大学教職員組合から中道一心

１位に輝きました。

ンクールを行い、新日本婦人の会が

も極めて特異な政権である。 その

る。団結して権利は闘ってこそ守ら

り、生活向上をめざし共同を大き

金引き下げ反対の裁判について、

参加者からの決意表明は、①高

明と激励が送られました。

く広げて闘い抜こう。」
と大きな共

に合わせて発展させ、平和、民主

れる。メーデーの伝統を今の情勢

もの。その手法は、① 『
俺が最高
責任者、俺が最終判断して決める』 同を呼び掛けました。

やり方はまさに『
ナチの手口』その

かに宣言され、田口代表委員の主

柳代表委員から開会宣言が高ら

会終了後はデモ行進を行い、憲法改悪反対などをアピールしました。

高知県中央メーデーに８００人
安倍 暴｢走 政｣治ストップを誓う
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「憲法９条をノーベル平
和 賞 に」 の推 薦 がノル
ウェーのノーベル委員会
に受理されたとのニュー
スが４月上旬流れた。正確には、受

２００９年末に明らかとなった。 こ
の賞の返上と新たな平和賞の国民
的受賞が、 日本の平和へ
の道行き
を確固なものにするだろう。 （
田）

首相が受賞のための最大の障害物
となる。 １０月１０日が受賞の発
表。 「
限定容認論」含めて 「
集団
的自衛権」の容認を許してはなら
ない。 候補受理はその運動へ
のエー
ルなのか▲安倍首相の大叔父の佐
藤栄作氏は１９７４年にノーベル平
和賞を受賞している。 受賞理由の
一つが 「
非核三原則」であったが、
沖縄返還交渉当時のニクソン元米
大統領との核持ち込み 「
密約」が

憲法９条を解釈で変更 （
空文化）
し、 日本を 「
戦争をする国」にし
ようとしている。 そうなると安倍

る▲待てよ、 日本国民？その中に
は当 然 安 倍 晋 三 氏 も含 まれる。

法、 特に第９条を保持している日
本国民にノーベル平和賞を授与して
ください」との署名の呼びかけがあ

広がった。ＨＰには 「
世界各国に平
和憲法を広めるために、日本国憲

る▲この運動は神奈川県の主婦が
昨年５月にネット上で始めたもの。
その後実行委員会が作られ運動が

賞対象は個人か団体のため平和憲
法を守ってきた国民が候補者とな

針路

集団的自衛権を考える
安倍首相は、集団的自衛権の容認を解釈改憲によって狙っています。

きます。

ました。路面電車を利用し、憲法

る共同の取り組みが呼び掛けられ

正の問題をきっかけに、 憲法を守

挙の際に議論となった憲法９６条改

高知県では、 昨年の参議院選

待ったなしの情勢となっています。
④県内の護憲運動

行することが予想され、 まさに

して集団的自衛権行使の容認を強

⑤電車 「
憲法９条号」

の発表も計画しています。

集団的自衛権に反対するアピール

教団体や保守層も呼び掛けた、

演会を計画しています。また、宗

憲法懇談会では、引き続き講

るものです。

の護憲集会の開催は大変意義のあ

憲法集会が開催されました。統一

一方、歴代の日本政府は一貫

①世界の認識 「
戦争は違法」
国連は、自国が攻撃を受けた場
して、「
集団的自衛権の行使は、自

土佐電鉄は、憲法が政治問題

合にのみ反撃する、「
個別的自衛
衛のための必要最小限度の実力組

ると同時に、「
ピースウェーブ」の

会議や平和委員会、 県労連が走

権」や同盟を結んでいる国が攻撃
織」を超えるという見解を示して

それと並行し、護憲団体が事務

行事案内を掲載するなど、土電

化したとして、「
憲法９条号」電

を受けた場合に、同盟国と共に又
し、「
日本がアメリカなどの戦争に

なく、「
日本国憲法改正草案」を

局となり弁護士や大学教員などの

へ
の新しい提案を検討しています。

らせた 「
憲法９条号」や平和運動

は同盟国に代わって反撃することの
集団的自衛権を行使して参戦する

作成し、憲法の書き換えとその関

有識者によって、「
憲法懇談会」が

今後も、さまざまな形で、労働

「自衛隊合憲論」 を崩壊させるものです。

車の運 行を拒 否しており、 この

できる 「
集団的自衛権」は認める
ことも、 国連安全保障理事会決

連法制の改正による明文改憲を目

つくられ、憲法９６条アピールを発

者や県民が平和と民主主義、国

法違反の 「戦力」 となります。 集団的自衛権
の行使容認は、 歴代内閣が積み上げてきた

センターの「
平和憲法号」の取り組

（
※）ものの、基本姿勢としては、

議のある多国籍軍に派兵して参戦

指してきたのです。

表し、憲法に関する連続学習会を

民主権などについて考えられる機

行使が可能としてしまえば、 自衛隊は 「自衛
のための最小限度の実力組織」 ではなく、 憲

問題はマスコミにも大きく取り上

戦争を 『
違法』とし、集団的安全

することも違憲である。」
としてき

③容認を押し進める安倍首相

開催し、憲法問題の世論化を進め

力組織」 としてきました。 しかし、 安倍首相が
進める解釈改憲によって、 集団的自衛権の

みは、マスコミはもちろん、県内外

保障という仕組みで、国家はお互

ました。現行憲法では、集団的自

ところが、安倍首相は、集団的

歴代内閣は、 自衛隊の存在を合憲とする理
屈として、 「自衛のための必要最小限度の実

げられています。 土電に抗議す

いに秩序を保つように努力、平和

衛権の行使は不可能です。 その

平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、
第９条に 「戦争放棄」 「戦力不保持及び交戦

権の否認」 などを謳っています。 しかし、 政
府は、 憲法９条が主権国家としての固有の自

衛権を否定するものではないと解釈し、 専守
防衛を基本に 自衛のための必要最小限度の

実力組織という建前で自衛隊を保持していま
す。

の５月３日には、初となる共同での

①自衛隊の解釈

正ではなく、解釈改憲によって、実

憲法９条と自衛隊

現しようとしています。「
責任者は
私」と言い放ち、歴代の自民党内
閣も認めなかった集団的自衛権の
容認を押し進めています。歴代の
政府が積み上げ、定着させてきた
憲法の解釈を、 一内閣の解釈に
よって変更してしまえば、 立憲主
う最も大切な部分を否定すること

義の根幹で、「
権力者を縛る」とい
※当初の国連憲章には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しな

になります。
閣議決定によって憲法解釈を変更

安倍首相は、早ければ今夏にも

かったが、サンフランシスコ会議において集団的安全保障の措置が取られるま
での間、共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連
憲章に明記されるに至った。

②自衛隊が抱える矛盾

からも注目されました。

を乱す国に対しては、必要に応じ

憲法改正が適切だろう」 （２０１３年８月２０日山本元
内閣法制局長･最高裁判事就任会見）

会をつくっていきます。

○ 「法規範そのものが変わっていない中、 解釈の
変更で対応するのは非常に難しい。 実現するには

てきました。そして、憲法記念日

ではないと考えている。」 （１９８０年１０月 1 ４日、 鈴
木善幸首相の答弁）

自衛権の行使を、 憲法の明文改

○ 「集団的自衛権の行使」 は 「憲法の認めている所

為、 自民党自身も解釈改憲では

歴代内閣の解釈

て集団で反撃するとしています。

②行使容認は解釈では不可能

進めることです。今号では、集団的自衛権とその解釈について考えてい

その目的は、憲法９条を形骸化させ、海外で戦争のできる国づくりを
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最低賃金の引き上げで格差是正
地域経済の底上げを実現しよう

議会で審議し、労働局長が決定し

最低賃金は、 地方最低賃金審
万円から１２０万円ほどにしかなら

ムで働いたとしても、年収が１６０

た、現在の最低賃金では、フルタイ

００円もの格差となります。 ま

ます。 地方最低賃金審議会は毎
ず、貧困から抜け出すことはでき

高知県議会は３月１９日、 「
最

年、地方の最低賃金額について検

出を行い、最低賃金の大幅引き上
低賃金の改善を求める意見書」を

ません。

げを求めています。また労働局の
全会一致で可決しました。最低賃

討を行っています。 県労連は、 こ

賃金室へも申し入れを行っていま
金の大幅な引き上げや、 地域間

高知県議会が全会一致で可決

す。審議会委員は２年に１度改選

の審議会で意見陳述や異議の申し

最低賃金の決まり方

ＮＯ．１６２
人となっていますが、 労働者側委

使用者側委員５人、 公益委員５

となります。労働者側委員５人、

ています。意見書では、「
最低賃金

期実現を政府に求める内容となっ

格差を縮小させるための施策の早

連
労
県
低すぎる最賃と広がる格差

めています。

員はすべて連合系の労働組合が占

働き続けたいとの願いに応えるため

い」「
生まれ育った地域で暮らし、

では到底まともな暮らしはできな

知
４円で、その差は２０５円となって

全国最下位の高知県の時給は６６

最低賃金は時給８６９円ですが、

ごとで異なっています。 東京都の

日本の最低賃金は、各都道府県

審議会はこれからが本番

世論となっています。

大幅引き上げは、 高知県全体の

必要」とのべており、 最低賃金の

の改正と金額の大幅な引き上げが

にも最低賃金の地域格差の是正へ

同じ仕事をしていても、３６万９０

８６９円
８６８円
８１９円
６８６円
６６６円
６６６円
６６４円
東京
神奈川
大阪
香川
愛媛
徳島
高知

最低賃金を引き上げましょう。

さらに幅広な共同を創り出し、

で最賃キャラバンに取り組みます。

５月２７日には全労連四国地区協

き上げと格差是正を迫ります。

利用しながら、審議会へ
大幅な引

県労連では、 この追い風の力も

おり、 年間１８００時間働けば、

高
(3)２０１４年５月１０日
東京･神奈川･大阪
と四国の最低賃金

最低賃金審議会が
行う事項

異議の申出

労働局から審議会へ諮問

意見書の提出

関係労使の
意見聴取

答申趣旨の公示

答申

労働者又は使用者が
行う事項

審議会の意見

決定

決定の公示

効力発生

都道府県労働局長が
行う事項

調査審議

最低賃金の決まり方

わずか２円超えた６６６円で、１

カ月の賃金は１０万円にも満たな

程度という、 いわゆる日雇い状

事も毎日ではなく、 月に１１日

まりをさせられる始末です。仕

さらに布団もなく、寝袋で寝泊

空調設備も風呂もありません。

な会社事務所の２階の一室で、

髙知に来た所、その寮は、手狭

１５，０００円との説明を受け、

る、家賃は、水光熱費を含めて

用時の契約では、会社の寮があ

従事することになりました。雇

や夜間の施設管理などの仕事に

をされ、工事現場の交通整理員

仕事があるからと行ってと指示

会社に雇われました。髙知市に

した。神戸市に本社のある警備

す。 ５０代の男性からの相談で

典型例のような事例を紹介しま

れた相談のうち、働く貧困者の

解決をめざしています。 寄せら

件改善などをめぐる問題の早期

て、解雇や賃金未払い、労働条

者は、 加入組織の支援をうけ

しました。 それぞれの組合加入

や自交総連、年金者組合に加入

ました。６人の相談者が医労連

４月は２９件の相談が寄せられ

を・・との世論を高めるために訴

責任を果たせ、働くルールの確立

街頭宣伝行動で、企業は社会的

は毎月のデーセントワークデーの

かなければなりません。県労連

賃金 ・労働条件を強く求めてい

き、人たるに値する生活ができる

した。企業には、人間らしく働

な就職先を求めて離髙していきま

けて知人をつてに、県外での新た

抱きつつ、悪質企業に見切りをつ

らが、生活できないと、不満を

援をしてきましたが、 相談者自

働相談センターは親身になって支

決するわけではありません。 労

ています。しかし、退職問題が解

働基準法 （
１５条）では定められ

は、雇用契約を解除できると労

が事実と違う場合には、労働者

当な行為です。雇用契約（
条件）

似た労働者の弱みにつけ込んだ不

行はもとより、貧困ビジネスにも

た。今回のケ－スは、契約不履

相談センターに駆け込んできまし

い、何とかしてほしい」と、労働

た。「
約束が違う、生活ができな

払えと３万 円 を請 求 さ れまし

０円ではなく、 水光熱費は別に

樫やん奮戦記

い超低賃金でした。その上、会社

態で働くことになりました。 し

え続けています。

からの家賃の請求は、 １５，００

かも時間給は髙知の最低賃金を

30

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

１６１号の答えは「ランド

セル」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）

英輝 さん

高田 博通 さん

谷
（自治労連）

廣井 和昭 さん

の――

（こうち生協労組）

の章 ⑨ぐっすり眠

ル）
締め切りは５月７日ま

つらみ。 積年

連
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

密保護法 ⑦初め

沢山のご応募ありがとうござい

獲得 ⑬――

労
でとなります。

で○○メダルを

――させてしまう秘

県

ました。

む ⑤取材活動を

カギを解き二重枠の文字を しとも言う ④○○８０年の
並べてできる言葉は何でしょ 古民家 ⑥大衆――で昼食を

の近視 ⑫３位

とる ⑧残 り。 ――米 ⑩

ウィット。 ○○に富

う？

強いこと。――

【
タテのカギ】①台風接近の ――の つ
1も言いたくなる
⑪○○哀楽を表す

①おとなりさん ③

ため――休校になる ②こち

ること ⑪度の

らは廃品――車です ③茶出

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１４年５月１０日

おたよりの紹介
○原発反対。福島の自分の家に帰りたくても帰れない方が多数い

『第１次』 最賃デーのご紹介

るにもかかわらず、 原発を進めようとしているのですね。 思いや
る心を持ってほしいと願うばかりです。 自治労連 （H･T）
○孫が今年から小学１年生！！青いランドセルを背負って送迎バ
スにのって通学しています。 学校が終わると学童があり、 またバ
スで帰ります。 時代はかわりますね ...。 自治労連 （A･H）
○1999年より室戸市役所へ勤めて、 はや１５年。 今回初めて図
書券プレゼントへ応募します。 当たりますように。 自治労連 （H･
T）
○いつも楽しく読んでいます。 多くの単組の情報ものっていて参
考になります。 こうち生協労組 （K･H）

【日 程】 ５月２７日 （火） ７ ： ５０～
【スタート】 県庁前宣伝
労働局前集会
労働局要請
高知ビルメンテナンス懇談
最賃署名 ・ 宣伝行動

最賃個人署名へのご協力を！

○高知城のボンボリを見てきました。この訴えが届くといいですね。

第 16 回働くものの学習交流集会
in うどん県

県教組 （Y･S）

川柳コーナー

温暖化 地球規 模で 深刻化
（
秋桜）

当選で 名前がばれる 狸かな
（
高橋狸）

戦争へ ボクボク詐欺の 安倍暴君

（
源 朝光）

９条 号 走 れ走 れと 民 の声
（
源 朝光）

時事川柳を募集中！

【日程】
【場所】

５月３０日 （土） １３時～
６月１日 （日） ～１２時
香川県みろく自然公園

いの健中四国ブロックセミナー in 岡山
【日程】 ６月２１日 （土） ～２２日 （日）
【場所】 岡山国際交流センター
さまざまな情報を HP に掲載しています
｢高知県労連｣で検索を

