最低賃金の大幅引き上げを求め！

高知
県労連
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第１次最賃デーと結合

ら県庁前で早朝宣伝を行い、最低

けて行動しました。朝７時５０分か

２７日を第１次最賃デーに位置付

はできず、大幅引き上げで底上げ

万円そこそこで、 まともな暮らし

は年間１８００時間働いても１００

す。 高知の最賃 ・時給６６４円で

１つはワーキングプアの撲滅で

中小企業支援の充実を

県の将来のための闘いです。

なくなります。若者の未来、高知

が加速し人口減少に歯止めがかから

ました。これ以上最低賃金の格差

賃金の大幅引き上げと労働法制改

が必要不可欠です。

める中小企業に対する支援策の充

引き上げを訴えました。

悪反対を訴えました。リレートー

２つめは人材の県外流出を何と

実が欠かせません。それによって安

が大きくなれば、若者の県外流出

クでは、 田口委員長や全労連 小･
田川事務局長が最低賃金の引き上

しても阻止することです。有効求

心して人材育成に取り組める環境

は、高知の企業の圧倒的多数を占

最賃の大幅引き上げのために

げを訴えた後、各産別から職場の

人倍率が全国は１ポイントを超え

が取材に訪れ、注目度の高さが伺

ＫＵＴＶ、高知新聞、民報、赤旗

に局前でミニ集会を行い、 ＲＫＣ、

その後、労働局交渉へ
。交渉前

低賃金を引き上げる環境を整える

す。地方の中小企業が積極的に最

小企業支援策は明らかに脆弱で

ている最低賃金引き上げのための中

リカと比較しても、日本が実施し

の整備が必要です。フランスやアメ

われました。

ことが、 地域経済の下支えとな

り、 好循環のサイクルをつくりだ

五月一五日、 安倍首相
の私的諮問機関の 「安

保法制懇」が集団的自
衛権を容認する報告書
を出した。 それを受けその日に安
倍首相が記者会見を開いた。 オト

モモダチの報告書を論拠に容認路
線を進める。 正に自作自演の 「
出

来レース」
。 その記者会見で安倍首
相が準備したのが 「
パネル」▲集団

的自衛権の憲法解釈による容認が
①憲法の 「
立憲主義」に反する、

②これまでの政府解釈と矛盾する
ことは頭で理解でき説得力がある。

そこで安倍首相は 「情」に訴える
「
パネル」作戦に出た。米艦船に乗っ

て避難する親子を守れなくて良い
のか、 という訳である▲ところが、

二八日の国会論戦で安倍首相が答
弁したのは、 「米艦 船に日本人 が

乗っているから守るが、 乗っていない

からダメという 訳 ではない」 と答

弁。 要は日本人の母子が乗ってい

なくとも守るということだ▲五月

二八日、 解釈改憲に反対する 「
国

民安保法制懇」が結成され、 国会

内で記者会見を開いた。 安倍首相

のオトモダチ 「安保法制懇」と国

民目線の 「
国民安保法制懇」とが

はじめ世界３５カ国で行われまし

引き上げを求める行動がアメリカを

るファストフード企業での最低賃金

上げと、それを実現するための中

デーを行い、最低賃金の大幅引き

６月２８日には、 第２次最賃

安 倍 首 相 のタニマチ御 用 学 者 など
を 一 挙 に寄 り切 っても ら いたい。

「横綱」級。 国民の声援を受け、

のメンバーの顔触れを見ると誰もが

正に 「
がっぷり四つ」
。 小林節氏、
阪田雅裕氏ら 「
国民安保法制懇」

た。 高知でもその動きに呼応し、

小企業支援策の拡充の世論化を目

（
田）

指します。（
４面を参照）

すことにつながります。

針路

市内のマクドナルド前で最低賃金の

金で働かせ、莫大な利益を得てい

５月１５日には、 労働者を低賃

世界の運動との連結

性を訴えました。

実態と最低賃金の引き上げの必要

県労連ではキャラバンに合わせて、

日本共産党資料を抜粋

今年の最賃闘争の意義は

０日には香川労働局へ要請を行っています。

小田川事務局長が参加し、最低賃金の大幅引き上げを訴えました。２

が高知県に入り、労働局要請と宣伝行動が行われました。全労連から

５月２７日、全労連四国地区協議会 （
四国地区協）の最賃キャラバン

四国最賃キャラバンを実施
最賃引き上げ 連･帯の輪広がる
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集団的自衛権を考える②

また、高知県はオレンジルートや

る可能性はおおいにあります。こ

宿毛港など、 今後の日米同盟の

を広げていくことが必要です。 世

すが、「
決められる政治」を掲げ、

強化連携に確実に組み込まれてい

本はただアメリカに守られているだ

議論を十分に行わず、数にものを

きます。早明浦での墜落事故のよ

ちらが窓口を外に大きく広げるこ

安倍首相は、憲法の解釈を変更

言わせて強引に進める安倍内閣の

とが大切です。

することで集団的自衛権を行使で

やり方へ
の不信感が表れているので

論調査でも、集団的自衛権の行使

安倍首相は５月１５日、自ら作製を指示したパネルを使って、邦人
きるとしています。しかし、解釈で

容認に反対する声は多くなっていま

輸送の米艦防護を特別に取り上げ、集団的自衛権行使容認の必要性を
憲法を変えるという考え方は、法

けではありません。

強調しました。しかし予算委員会では、米艦防護のあり方について、「
日

憲法解釈では限界

本人が乗っていないから駄目だということはあり得ない」
と明言するな

基地や原発などが地域の主産業と

て戦争に荷担することが目的であることは明白です。今回は、憲法懇

ど、全面に押し出している日本人の保護は口実で、アメリカに付き従っ

改正しない限り、必要最小限度の

内閣法制局ですら、 憲法９条を

対に許されるものではありません。

県民連絡会」や 「
郷土の軍事化に

すでに高知県では、「
原発なくす

本の軍事化を許さないという声を

なっていない高知県だからこそ、日

集団的自衛権を考える際には、

戦争のようなアメリカの戦争に巻き

衛権の行使によって、日本はイラク

ばいいというわけです。 集団的自

ます。

は、 政府内からも反発を招いてい

ます。 安倍首相の強引な手法に

あると認め、 違憲となってしまい

の実力ではなく、完全な「
軍隊」で

まえば、 自衛隊は必要最小限度

集団的自衛権の行使を容認してし

るまでが限界だとしています。もし

実力という形で自衛隊を合憲とす

り口は違っていても、そこから繋が

表れているのではないでしょうか。入

り組みであり、開かれた県民性が

れは、全国的に見ても先進的な取

は全国から寄せられています。 こ

ます。昨年の 「
９条電車」の反響

な場面で大きな共同が作られてい

イ」や 「
憲法問題」などさまざま

反対する県民連絡会」
、「
オスプレ

ましょう。

や平和を守る運動を構築していき

よって、地域から日本の立憲主義

みを全県へ広げ、 広範な共同に

予定です。高知県のような取り組

守るさまざまな取り組みを行う

憲法懇談会では、今後も憲法を

でしょうか。

上げる義務と責任があるのではない

世界の警察にとっての日本

の発表や学習会を行っています。

自衛権の行使容認に反対し、声明

れました。現在は解釈による集団的

憲法９条の改正に反対して結成さ

かす懇談会」（
憲法懇談会）

日本がアメリカにとってどのような

日米安保タダ乗り論

安倍内閣は、限定的としながら

良心的保守との共同を

す。

よる赤字が深刻化し、アメリカはそ

かし、国内では、軍事力の増強に

構え、目を光らせてきました。し

進めようとしています。ともすれ

ら集団的自衛権の行使容認を押し

と米安保タダ乗り論を展開しなが

特定秘密保護法が可決される際に

の方も反対の態度を表しています。

義の危機に、憲法９条の改正論者

は非常に緊迫しています。立憲主

ているアメリカが攻撃された時、 集団的自衛権の行使容認を今国
日本はただ見ているだけでいいのか」 会で結論を出すとしており、情勢

も非常に境界線 の曖昧なまま、

の解決策として、他国の軍事力利

ば、 なるほどとも思えなくはない

は、大きな反対の運動が作られま

安倍首相は盛んに 「
日本を守っ

用や他国へ
の基地配備を進めてき

論調です。しかし、日本はすでに

した。ＴＰＰや原発、労働法制や

冷戦が終結し、「
世界の警察」と

ました。 日本へ
の基地配備も、 ア

全国各地をアメリカ軍の基地とし

して、 アメリカは世界中に拠点を

メリカが日本を守るためのものでは

のサポート部隊として利用できれ

ための拠点であり、日本はアメリカ

なく、アメリカが他国へ
攻めていく

兆円も提供しています。決して日

年から２０１０年までの期間に約５

て提供し、思いやり予算は１９７８

そこからさらに憲法問題へ
と共同

で、良心的保守との共同を深め、

最低賃金などの問題に取り組む中

朝日新聞デジタルから引用

込まれる危険性があります。

憲法懇談会呼び掛け人
高知大学人文学部講師
高知大学教職員組合
人文理分会書記長

存在であるかを知る必要がありま

「
国民主権を守り憲法を暮らしに活

談会の呼び掛け人である岡田健一郎さんにお話を伺いました。

うに他人事ではありません。米軍

の支配や立憲主義という点から絶

はないでしょうか。
先進的な県内の運動

ＮＯ．１６３

連
労
県
知
高
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難である大学の健全な運営の実現を求める運動を掲載します。

員長にお話を伺い、国の言いなりで、誠実な労使交渉すら困

こしました。今回は、高知大学教職員組合の原崎中央執行委

０名が高知大学を相手取り、未払い賃金を請求する裁判を起

２０１３年７月２６日、高知大教職員組合の組合員を中心に２

の財務分析を行い、具体的に大学

論です。それに対し、実際に大学

結論ありきの、すでに破綻した理

たくないので、検討もしない」と、

す。大学側は、「
努力の余地はまっ

側の主張の矛盾点を浮き彫りに
し、 反論を行っていきます。
自ら考える大学への転換期
大学に資金的な余裕がないこと
や、政府からの強い要請があったこ
とは事実ですが、 それをトップダ
ウンで下におろす大学の姿勢は、

実施しました。 独立行政

教職員の給与削減を強行

臨時給与削減に対応し、

年の５月から国家公務員の

高知大学では、 ２０１２

針でも裁判闘争が提起されたこと

学高専教職員組合 （
全大教）の方

でしかありませんでした。 全国大

は、前提とされた結論を告げる場

すら行いませんでした。団体交渉

でも圧縮するためのシュ
ミュ
レーション

地なし」として、削減幅をわずか

局面であると捉えており、自分た

行政法人化して以降、 画期的な

ると考えています。これは、独立

ができるようにするための運動であ

と使用者がしっかり向き合って交渉

立行政法人のあり方や、 労働者

今回の闘いは、高知大学という独

本来の姿を歪めてしまうものです。

自分で考えることを放棄し、大学

法人である高知大学は、

もあり、訴訟に踏み切りました。

るにもかかわらず、「
国か

大学が賃金引き下げ幅を圧縮す

知大学の教育の質も守る取り組み

金や労働条件も守り、 それが高

ればと思っています。

き、 争議の訴えをさせていただけ

ましたら、ぜひとも参加させて頂

に、各組織で集会等の行事があり

き続きの支援をお願いするととも

をいただき感謝しております。引

ど様々な場面でご支援、 ご協力

は、署名やカンパ、傍聴へ
の参加な

県労連をはじめてする皆さまに

です。

るための努力が争点となっていま
メーデーで裁判について報告する
中道中央副執行委員長

らの要請」
や「
運営費交付

金のカット」を理由に、根

拠となる資料の提出も一

切示さないまま給与削減

を強行しました。

訴訟に至った経過
訴 訟 になった要 因 は、

「真面目に検討がされな

かった」ことでした。大学
側は「
国からの補助金も減
らされている中で検討の余

ちが闘うことによって、その他の賃

労使交渉によって賃金が決

※次回口頭弁論の期日
は８月２２日です。
高知大学教職員組合
のブログもありますの
で、裁判の詳細はブロ
グでご覧下さい。

裁判の争点

高知大学教育学部教授
高知大学教職員組合
中央執行委員長

定されるという大前提があ

裁判までの経緯

～高知大学教職員組合の未払い賃金請求裁判～

健全な大学運営を求め
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(3)２０１４年６月１０日

樫やん奮戦記

雇）は、これらの法律上のきちん

４月下旬、この女性が、会社に

気丈にがんばって働いてきました。

を強いられるもとで１０数年間、

の長時間通勤という過酷な条件

ち勤務させられ、しかも日帰り

と香川県にある職場間を掛け持

が、解雇された女性は県内郡部

この会社は高知市にあります

にかかわる事例を紹介します。

対する解雇と割増賃金の不払い

雇用されていた女性 （
６０代）に

す。今月は、縫製会社に、正規

ど仲間づくりの輪が広がっていま

性が新たに医労連に加入するな

紹介で介護施設で働く２人の女

医労連に加入した相談者からの

れました。以前、相談を通じて

賃金の支払を求める手続きを準

加入して、解雇予告手当と割増

年齢を迎えるため年金者組合に

この女性は、まもなく年金受給

を支払わなければなりません。

（
労働基準法３７条にもとづき）

もしくは３５％以上の割増賃金

たことです。会社は、２５％以上

金がまったく支払われていなかっ

ゆる時間外労働に対する割増賃

問題は、 休日出勤した時のいわ

勤も余儀なくされてきました。

のために年休も取れず、休日出

じます。勤務実態は、人員不足

解雇予告手当を支払う義務が生

ものを争わない場合でも会社には

らず、違法 不･当な解雇といえる
ものです。 非解雇者が解雇その

とした解雇手続きが取られてお

対し、毎年、支給されてきた諸

６条）の義務規定を遵守する必

は、無効とする （
労働契約法１

通念上相当と認められない場合

的に合理的な理由を欠き、社会

（
労基法２０条）と、また、客観

０日分以上の平均賃金の支払い

３０日以上前に予告するか、 ３

が、このような場合、会社には、

した。少なくない解雇事案です

ところ、その直後に解雇されま

立っています。

法制改悪阻止のたたかいの先頭に

の労働者の一点共闘でと、労働

もに、組織の違いを超えてすべて

働問題でのトラブル解決支援とと

す。県労連は、個別の雇用や労

法制の全面改悪が狙われていま

人材派遣改悪法案など、 労働

案）
、 派遣労働を無制限にする

ラーエグゼンプション（
タダ働き法

解 雇 自 由 化 法 案 や ホワイトカ

今、安倍政権の悪政のもとで、

要があります。しかし、今回（
解

手当を支給してほしいと要求した

備しています。

５月は、１７件の相談が寄せら

31

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

１６２号の答えは「リョク

チャ」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】

（県教組）

岡本 肇 さん

岡本 莉穗 さん

（自治労連）

大家 ちひろ さん

おたよりの紹介

（自治労連）

⑨食道や胃腸か、

ル）
締め切りは７月７日ま

元素記号はＺ n

連
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

古くからあった道

沢山のご応募ありがとうござい

○○が鳴る ⑬

労
でとなります。

♪歌を歌えば

ました。

⑤必要量を超えた
あまり。――金 ⑦

―― ④彼はその道の○○で

軽度の対 ⑫

県

カギを解き二重枠の文字を

めろ ③○○より量

並べてできる言葉は何でしょ ある ⑥手を使わず開閉でき
る 戸 ⑧ 輸 入 の対 ⑩ 教 育
う？
【
タテのカギ】①天下――の ――法、――的人権 ⑪グラ

す機具か ⑪

フのＸ○○とＹ○○

①――な殺生はや

強さ ②無理じいに要求する

それとも火を消

こと ③商人 の家。 老舗の

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１４年６月１０日

【第２次最賃デー】

○今回の 「集団的自衛権」 が図で分かりやすく説明をしてくれて
たので、 理解できた。 もう少し、 写真や図などがあれば理解しや
すいと思う。 自治労連 （R･O）

時給１０００円以上を目指す
『３３６分行動』 へご参加下さい

⇒ご意見ありがとうございます。 写真や図があれば、確かに分か
り易いですね。 分かり易いイラストなどがあれば、 使うように心掛
けます。 （今月号は字が多くてすいません。）
○先月号、 クロスワードパズルを解き 「ランドセル」。 やった～。
いざ、 出すぞハガキを。 何と〆切、 ５月２日。 （だったかな） 解
いたのは前日。 トホホ。 今号の〆切、 ５月７日となっていますが、
６月７日なのでは？だって５月１０日発行なので。 最低賃金、 東
京と高知２００円以上も差があるなんて、 初めて知りました。
高教組 （H･O）
⇒ご指摘ありがとうございます。 編集ミスです。 今月号の〆切は
７月７日の七夕です。 短冊に願いを書くついでに、 ハガキも宜し

【日時】 ６月２８日 （土）
１２：００～１７：３６（３３６分）
【場所】 帯屋町パラソル前
【行動】 最賃引き上げ署名･宣伝
中小企業支援拡充の呼び掛け
パート･アルバイト相談室開設

くお願いします。

川柳コーナー

庶民には増税サビ残非正規化
（
牧師）

分党で 気分一新？ 維新の会
（
高橋 狸）

苦汁を飲んで憂える国のあり
（
源 朝光）

時事川柳を募集中！

憲法の土台を守る力相撲
（
源 朝光）

第 16 回 働くものの学習交流集会 in うどん県

香川県で開催された、第16回目の「働くものの学習交流集会」。
なんと 130 名が参加し、 過去最高の規模での開催となりました。
様々な職種の青年が交流し、 多くの発見があったようです。

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

