こともありません。 出されるのは

ものが議案として国会に出される

改憲」ですから 「
憲法改正」その

更」されてしまったのです。「
解釈

的になる」
「
日本の米軍基地が攻撃

「
殺し、殺される危険性」
「
テロの標

で、デメリットには触れません。

例」で 「
必要性」を強調するだけ

Ａ．安倍首相は可能性の低い 「
事

戦｢争をする国 にＳ
｣ ＴＯＰをかけるために
ため九六条で改正について高いハ
ード
個別法だけです。憲法を一内閣の

― 閣議決定の違憲性と今後のたたかい ―

ルを設けています。解釈改憲はこの

Ｑ．閣議決定後、安倍内閣の支持

法破壊です。

ときもの」にする２つの意味での憲

を壊し、 九条を 「
あってなきがご

「
ちゃぶ台返し」です。憲法の土台

はないでしょう。言葉で「
限定」「
変

ば、これほど急いで「
変える」必要

Ａ．逆に何ら変わらないのであれ

全く変わらないと言いますが？

考え方」も 「
海外派兵の原則」も

Ｑ．安倍首相は、 「
憲法の基本的

自衛権が必要だと考えている人を

の季節。平和を守るために集団的

８月は、平和について考える絶好

強調したい。

日本人が攻撃の対象になることを

ブランド」が崩れ、かえって日本と

ハ
ードルを 「
内閣の解釈」ですり抜
閣
議
で
変
え
る
、
正
に
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
の
対
象
に
な
る
」など、集団的自衛
けてしまうもので正に「
裏口入学」 と言っても過言ではありません。
権の行使で「
憲法９条による平和の

り返って下さい。
率が下がりましたね？

含め、 本当にそうなのか議論して

Ｑ．まず、この間の憲法闘争を振
Ａ．平和憲法最大の危機との認識
Ａ．７月１日、２日の共同通信社の

普通に「
平和を願い」「
二度と戦

で平和団体の組織を越えた大同団

ために武力行使をする」＝ 「
集団

争は嫌だ」
と考えている人たちの胸

行くことが大切だと思います。
的自衛権」行使に踏み込んだこと

響を懸念して、個別法の国会提出

正に 「
蟻の一穴」で政府の判断

に響く訴えと運動が、 ポイントに

は秋の臨時国会ではなく春以降に

でいくらでも拡大解釈される危険

なります。県労連としてそのよう

すると言い出しました。しかも、１

性があります。

は明らかです。だからこそ安倍首

わらない」と強調しても、「
自国が

％に下落。不支持は４０ ６･％に達
しています。集団的自衛権行使反

対５４ ４･％。 国民は納得していま
せん。

７本程度の法案を一括審議すると

Ｑ．今後の運動の展開は？

相は「
集団的自衛権の文字を含ま

攻撃を受けていないのに他国を守る

結を進めてきました。これが、脱
原発闘争、特定秘密保護法反対
闘争などで市民グループが加わる
幅広い運動に発展しています。
Ｑ．安倍内閣は７月１日に集団的

言うのです。許せません。

Ａ．今年の３月には原発、 特定秘

な運動を秋から来春へ
かけて展開し

いましたが、その問題点は？

Ｑ．閣議決定をどう見ますか？

密、憲法の３課題で安倍内閣打倒

ない閣議決定は意味がない」と主

Ａ．憲法は主権者である国民が権

Ａ．普通の法案 （
改正案含め）は閣

の県民集会を行いました。秋に同

来年３月の統一地方選挙へ
の悪影

力者に好き勝手をさせない手段だ

議決定前にパブリックコメントを求

様の集会を３千人規模で開催する

自衛権を容認する閣議決定を行

という 「
立憲主義」の考え方が浸

め、内閣法制局の事前審査を受け

予定です。 高知弁護士会との連

て行きたいと思います。

透してきました。立憲主義を守る

ます。国会に提出されても可決さ

のような手続きさえなしに与党だ

Ｑ．運動のポイントは？

幅を広げたいと考えています。

平和賞をの運動に力を入れ運動の
けのわずか１３時間の協議で 「
変

ところが上位法である憲法が、こ

携も進めたい。憲法９条にノーベル

張したのです。

世論調査では内閣支持率は４７ ８･

田口執行委員長
に聞きました。
れなければ廃案となります。

高知
県労連
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3･16『安倍内閣打倒』県民集会(3 月 16 日)

七月一日は 「憲法が壊
された日」である。安倍

首 相 のお友 達 による安
倍首相のための 「
戦争を

よう。 （
田）

権 利 でそれを是 正 す るしかない。
七月一日を 「
抵抗の記念日」とし

なら、 反対運動の広がり、 一票の

りの数におごった 民｢ 主主義」だ▲
「
自民党に勝たせすぎた」のが原因

からそこで審 議しろと言わんばか

し、 審判を仰ぐという姿勢が欠け
ている。 個別法を国会に提出する

る」などとんでもない▲主権者で
ある国民に真正面から問題を提起

念して春以降になるという。 「
一七
本程度の関連法を一括して審議す

る▲個別法の国会提出は、 来年三
月の統一地方選挙への悪影響を懸

み」が失せてゆく。 「
修正」「
限定」
と言いながら 「
言葉遊び」が過ぎ

が取り払われた▲ 憲
｢ 法の基本的
考えは変わらない 、
｣戦
｢ 争をする
国には決してならない と｣安倍首相
が強調すればするほど 「言葉の重

じられた。 武力行使は自国が攻め
｢
られた時のみに限られる 、
｣海
｢外
で武力行使はしない と｣いう歯止め

法の土台である立憲主義が踏みに

不 保 持 の憲 法 九 条 に墨 が塗 られ
た。 権力者の手足を縛るという憲

まにされた。 「
戦争をしない国」か
らの転換である▲戦争放棄、 戦力

する国 へ
の
｣ 報告書が出されて一月
半。 国民 を蚊 帳の外 に与党 協 議
わずか一三時間で国の方向が逆さ

針路

許すな労働法制の改悪！
ディーセントワークの実現
そのため、「
これは自分の仕
事ではない」と線引きをする
ことが困難で、仕事量は際限
なく広がり、 タダ働き 長･時
間労働が拡大 助･長される危
険性が極めて高まります。

憲法無視の暴走を続ける安倍首相。露骨に財界の要求に応えた政策

める運動がせめぎ合っています。労働者・
国民の強い反対によって労働
②力関係で適用を強要

を押し進めています。いま、労働法制の改悪とディーセントワークを求
者派遣法は今国会では廃案になりましたが、秋の臨時国会に再提出さ

現在は、 年収１０００万円

政府は６月に閣議決定し

が、「
タイムカードの偽装定時

いうことで議論されています

以上、労働者の合意が必要と
た新成長戦略の中で、 雇

る現状では、労働者の合意が

打刻」
や「
名ばかり管理職」
な

規制」
に切り込んだ改革姿

強制される可能性があり、実

用分野の規制緩和を盛り

勢を強調しています。 「
成

効性に乏しくなり、さらなる

ど、 企業の横暴が横行してい

果に応じた賃金」
と言えば

弁護士会が接着剤となって大き

を歓迎し、協力を約束しました。

その経過からも、弁護士会の要請

合に共闘を呼び掛けてきました。

奪ってはならない」という一点で連

連は以前から 「
若者から未来を

での協力要請を行いました。県労

県労連と連合を訪問し、この問題

高知弁護士会は声明発表後、

曖昧で仕事量と成

為、 職務の範囲が

事を行う形が多い

では、「
チーム」で仕

（
メンバーシップ型）

べ、 日本の働き方

方（
ジョブ型）に比

れている欧米の働き

あらかじめ限定さ

「
個人」の職務が

性が高いことも問題です。

「
残業第ゼロ」
が拡大する危険

ません。

者の受ける影響は計り知れ

聞こえは良いですが、労働

込みました。首相は「
岩盤

れる見込みです。大きな共同の構築が求められています。
高知弁護士会が会長声明を発表
派遣法の改悪反対で共同呼び掛け
６月１６日、高知弁護士会は労
働者派遣法の改正案に反対する会
長声明を発表しました。 声明で

は、「
労働者派遣の常用代替防止

の観点から重大な問題があり、派

遣労働の固定化、 拡大化、 正規

から派遣へ
の代替が進み、労働者

全体の不安定雇用の増加や労働条

な共同ができることを願い、県労

果の判断が難しく

と改正案を強く批判しています。

連も最大限の努力をしたいと考え

なります。

仕事量が増加

件の悪化を招くおそれがある。」 ①範囲が曖昧で

｢ 残業代ゼロ法案｣ に迫る

ています。

い社会」を目指し、県労

６月２５日、「
働きやす

構 Ｏ(ＥＣＤ が)２０１３年に実施し
た国際教員指導環境調査 Ｔ(ＡＬ

を訴えました。経済協力開発機

合同で宣伝行動を行いま

によると、教員の勤務時間は約５

あると報告されています。 調査

ＩＳ の)結果が公表され、 日本は
調査した３４か国中で一番多忙で

連、県公務労組連絡会、

した。帯屋町のグリーン

県国公、 高知大教組と

ロード ・パラソル前に１４

４時間 （
週）と世界で一番長く、

平均の１・４倍となっており、内

名が集まりました。

はじめに、県労連を代

そして、 最後に県国公の滝本

訳も 「
部活などの課外活動の指

副委員長が、人事院勧告制度を

導 」 が平 均 より長 くなっていま

財政の 「
骨太方針」は、

無視した一方的な賃金削減の不

表して田口委員長がマイ

財界の利益最優先で労働

クを握り、安倍内閣が昨

者 が世 界 一 働 き にくい

当性と 「
公務員の賃金が削減さ

す。

国、国民が世界一生活し

れると次に民間賃金が削減され

日決定した新成長戦略と

づらい国に日本にしてしま

にしています。

今後も共同の宣伝を行うこと

て訴えました。

環を断ち切ることの必要性につい

る」という地域経済疲弊の悪循

次に高知大労組の原崎

うと批判しました。

委員長が、未払い賃金請

求訴訟に関連してマイク

を握りました。国家公務

員に追随して一方的に賃

金削減を行った大学当局

に対して裁判で闘い、労

使対等の実現と大学の自

治、研究教育機関として

のあり方を問うていると
訴えました。

続いて公務労組を代表

して県教組の中根委員長

が、教職員の長時間過密

労働の実態について触れ、

教育条件の整備の必要性

街頭宣伝の様子( 6 月 2 5 日)

～ 働き続けられる職場を作ろう ～

働きやすい社会の実現
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中小企業支援の拡充訴え
帯屋町の事業者を訪問

６月２８日、 全労連の 「
第２次最賃デー」に合わせ、 帯屋町パラソ

第２次
最賃デー

者と商店街の利害は一致すること
を分かりやすく訴え、 共同の運
動を広げていかなくてはなりませ
ん。

社員当時）
とまったく同じです。し

２時～２３時までの深夜にも及ぶ劣

り、 午前７時３０分に出勤し、 ２

樫やん奮戦記

６月は、２６人 （
女性１８人、

かも以前より、労働時間は長くな

男性９人）からの相談が寄せら

相談書の設置に加え、中小企業支援の賛同を訴え、帯屋町商店街の店

年１０月に改定されるます。各労

各都道府県ごとに決められ、 毎

れを行いました。地域最低賃金は

人たちは、年金受給年齢 （
６５

ます。少なくない高齢を迎えた

人たちからの相談が増えてきてい

最近は、 ６０歳を超えて働く

せ帰宅をしています。また、正社

定時 （
１７時過ぎ）で仕事を済ま

のほとんどが繁忙期を除き、 ほぼ

しつけられました。一方、正社員

悪な業務 （
偏った配車差別）を押

主を訪問し、個人署名５５筆、賛同署名８筆を集めました。

働局長が地域最低賃金審議会に諮

員当時には、数万円の運行手当が

れました。

く、記入者の中には 「
代行運転の

歳）までは・・と、不安定雇用

ました。年次有給休暇取得もまま

問し、その答申を受けて決定する

得ないという事情に迫られていま

仕事をしているが、安い日は一晩で

高知県は時給６６４円で全国最

支給されましたが、継続雇用後に

低となっています。 ７月３日の諮

は、 この手当金の支給はなくなり

活できない」といった声もあり、最

や処遇悪化のもとでも生活をす

低賃金の大幅な引き上げとそれ

ならず、仕事がきつい、給料が安

な取り扱いに大きな矛盾と不満を

す。 また、 多くの企業が６０歳

抱えながら働いてきましたが、 我

問を前に、 労働局長に積極的な

を切り下げて雇用しています。

慢も限界となり、 知人に紹介さ

を担保する対策の必要性が急務な

政府の成長戦略にも最低賃金の

こうしたもとで、高齢労働者が

れ県労連 ・労働相談センターに駆

い・・の典型例のような状態で働い
引き上げは明記され、 県議会で

差別的 ・不利益な取り扱いを受

ています。日々、差別的 ・不利益

宣伝のあと商店街を回り、中小

も「
最低賃金引き上げ」が全会一

け、そのことをめぐって労使間の

を超えた人たちを継続雇用する

企業支援策について団体署名を訴

致で採択されるなど、まさに今年

け込んできました。

場合、可成りの賃金 ・労働条件

えました。店主の多くは 「
景気は

トラブルに発展するケースも出て

度）を悪用した 「
同一 （
価値）労

しかし、する仕事は６０歳前（
正

下げを条件に雇用されました。

約と６５％程度までの賃金切り

用を希望し、１年ごとの雇用契

となりました。その後、継続雇

性は、いったん６０歳で定年退職

の事例を紹介します。 この男

しています。

いなどを要求し、 その実現をめざ

改善、③一部未払い残業代の支払

に見合う業務配置、 ②労働条件

加入し、団体交渉で、①雇用形態

月）
、自交総連高知地方連合会に

なりません。この男性は、先月 （
６

ク会社に継続雇用され運転者と 働同一賃金」という賃金支払いの
して働く６０代の労働者 （
男性） 原則を逸脱した悪質な雇用にほか

今月は、引っ越し専門のトラッ

今回のケースは、継続雇用 （
制

が「
決戦の年」となっています。

ただ、１０００円はきつい。支援が
あればよいと思う。」
とその場で署
名してくれました。
しかし、 今回の行動で驚いたの
は、「
うちの本社は東京ですから」
「
本社は徳島です」
など、地域に密
着した地場の商店が激減していたこ
とです。 支店が半数ぐらいになっ
ているということでした。
県労連では、最低賃金の引き上
げで地域の中小企業の下支えと、
それを実現するための中小企業支
援策の拡充を訴えています。労働

きています。

良くない。懐が豊かにならないと。

諮問を求めました。

るために、しかたなく働かざるを

街頭で旺盛な取り組み
街頭では、県労連をはじめ、高
知一般、 県国公、 青年部などが
リレートークを実施し、「
時給６６

４円では年間１８００時間働いたと

しても、 年収１００万円そこそこ

にしかならず、とても文化的な生

活は送れない。また、若者の県外

流出が止まらず、 人口減少が加

速し地域が疲弊する」と訴えまし

た。 個人署名への反応も大変良

状況が伺われました。
地域の空洞化が明らかに

仕組みとなっています。

７月１日には、 労働局へ
申し入

労働局に積極的な諮問を要請
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２０００円程度にしかならず、 生

ル前で最低賃金引き上げの行動を実施しました。街頭宣伝や署名行動、
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第 2 次最賃デーの様子( 6 月 2 8 日)

高

労

連
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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。

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

ル）
締め切りは８月７日ま

でとなります。

【 事務的な関係でカードの発送

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】

（こうち生協労組）

古田 勇人 さん

川久保 二美 さん

（自治労連）

都築 由美 さん

（自治労連）

沢山のご応募ありがとうござい

ました。

車体検査の略

県

が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
】

の○○ ⑧○○地

⑧白衣の―― ⑨要点。論

――の文化 ⑯

後のゆりかえし ⑥遠視の対

通うこと ⑦大阪夏

カギを解き二重枠の文字を

の違うこと。

文の―― ⑪野球チームのメン

押さえる ⑭性質

―― ⑤勤め先に

並べてできる言葉は何でしょ

③大相撲名古屋

う？ヒントは鰻、ゴーヤなど

⑫急所。○○を

バー ⑬小火。○○を出す

動。 ○○を踏む

【
タテのカギ】
①○○実剛健

く。 剣道――

⑮○○と言えば、 かあ

①相撲の準備運

②下水――。――現場 ③朝

無用 ⑩教え導

昼○○の３食つき ④大地震

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１４年７月１０日

おたよりの紹介
○少し夏らしくなってきました。 昨年は４１℃を記録し全国的に有
名？になった四万十市です。職場のすぐそばに観測地点があり、
本当に暑かった！！今年も暑いのでしょうね。インターネットで気

集団的自衛権の行使容認反対
昼休み集会に３００人が集結！！

温をミツメル毎日がやって来ます。 自治労連 （A･H）
○サッカーのワールドカップ （W 杯） 大会で１次リーグ敗退に終
わった日本代表。ですが...ルールの詳しくない私が見ていてもた
のしませてくれて、 ありがとう。 自治労連 （M･S）
○集団的自衛権の行使、容認が閣議決定され、大きな不安を感
じます。 国民の多くが反対の声をあげているのに、 その声を聞く
べきです。 みんなで憲法９条を守りましょう！！自治労連 （F･K）
○政府は残業代なしの話をする前に、労働基準法を守らせること
が先だ。 ワーキングプアのことしかり。 財界言いなりの政府には

７月１日、 高知市役所前で 「解釈改憲による集団的自衛権

ウンザリ。それに現在の実態は資本主義ではなく、生まれた時か

行使容認の閣議決定に抗議する緊急昼休み集会」が開催さ

ら貧富の差が固定されつつある。大学奨学金が住宅ローンより高

れ、 ３００人の市民･県民が集まりました。 午後には閣議決定

い現実をみれば、 もう封建主義です。 こうち生協労組 （Y･F）

がされるということで参加者は怒りを込めてアピールしました。

川柳コーナー

早朝に メッシ見ながら 飯を食む
（
高橋 狸）

号泣で 嫌疑深まる 県議かな
（
高橋 狸）

気を付けろ 地震カミナリ 火事とヤジ
（
牧師）

支持低下 株で支えて 毒矢射る
（
源 朝光）

戦争は しないと憲法 破壊する
（
源 朝光）

時事川柳を募集中！

県労連第２７回定期大会
【日 程】 １０月５日 （日） １０時～
【場 所】 高知城ホール４階
【議 題】 13 年度総括、 １４年度方針
決算･予算、 役員選挙等
※懇親会もありますので、 ぜひご参加下さい。

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

