審議会では、 牧田寛高知一般

思っている。日本郵政グループには
が働いており、 そのうち約６割が

全体で約２０万人の期間雇用社員

政産業労働者ユニオンの組合員が意

規のような不安定な労働者がまと

年収２００万円以下の状況。非正

郵政の時給制契約職員の組合員

もな生活を送るためには、どうし

大幅賃上げを訴えました。

２月２９日全国を四つの
ブロックに分けた最賃引

上げの 「目安」を中央
最低賃金審議会が厚労

大臣に答申した。 これを受け、 ８

月上旬には 「
目安」通りかプラスア
ルファで次々と各県の最賃審議会で

結審している。 本県の審議会も目
安を 「
最も重要な審議資料のひと

つ」と決議し、 事実上これをめぐっ
ての攻防となる▲目安の問題点は

二つ。 ①あまりにも低すぎる。 ②
低い上に格差があり、 さらに拡大

する。 ワーキングプアの解消どころ
か「
温床」となっており、 若者か

阻害している▲議論の基本は憲法２
５条であるべき。 健康で文化的な

ら希望を奪い、 未来を閉ざしてい
る。 そして、 社会の持続可能性を

ら専門部会 （
非公開）を行い、そ

最低限度の生活保障。 これが、 労
働条件の最低基準。 勿論、 生活

ても最低賃金の大幅引き上げが必
高知一般の牧田副委員長は、ア

保護などの権利としての福祉の最

の時給が最低賃金に連動しているこ
円からスタートし、基礎評価給や

ベノミクスが地域経済に賃上げを起

こで公 労･ 使･３者の合意が揃わな
ければ、 ８月２８日に協議会 （
公

高知の審議会では、８月２０日か

職務加算額、スキル評価がプラスさ

こすどころか、 円安やインフレに

ＨＰを見るのも
組合活動(^_^)v

決だ。 （
田）

やかしの 「
美しい国」ではなく、「
ま
ともな社会」を取り戻すことが先

祉制度を立て直す必要がある。 ま

を基本として日本の労働条件、 福

力の枠内で」といった制限は付いて
いない。 二五条を満たす 「
生計費」

憲法二五条には 「
企業の支払い能

都道府県で生活保護費を下回る▲

準の 「
魔術」を解けば、 最賃が全

も明らか。 事実、 厚労省の比較基

ことは県労連の 「
最賃生活体験」で

では、 これを満たすことができない

低線。 高知県の最賃時給６６４円

れる。最高時給は１３５０円だが、

局前で専門部会の委員に対する最

開）を開き、 答申となります。

価を下げられる。私は１３年勤続

低賃金の大幅引き上げを訴える集

よって労働者の生活はますます厳

して時給は９１０円。 給与は総支

会を開催します。高知などＤラン

誤配などのミスが重なったり、年賀

給額で１６万円から１７万円、 手

クは１３円。「
目安」通りの答申な

県労連は、 ８月２５日に、 労働

取りは１３万円から１４万円で年収

ど論外です。

をもつなどということは難しいと

不安定さからとても自立して家庭

つ雇止めになるかもしれないと言う

る。しかし、期間雇用社員では、い

暮らしているので、生活が出来てい

いないという水準で、現在は実家で

０万円以下のワーキングプアになって

は約２１０万円。ギリギリ年収２０

しいものになっていることを訴え、

要。」と訴えました。

針路

ハ
ガキの販売が悪ければ、スキル評

とに触れ、「
高知県の場合は６９０

は、郵便局に働く時給制契約社員

見陳述を行いました。

副委員長 （
県労連執行委員）と郵

する２人の組合員を送り出しました。

労働局の軒下で集会を開催し、全員協議会で現場を代表して意見陳述を

働局で開催されました。その前の１３時３０分から猛烈な雨と風の中、

８月４日、高知地方最低賃金審議会の全員協議会が１４時から高知労

非正規職場のブラック実態を報告
県労連 地･方最賃審議会で意見陳述

Ｎｏ．１６５
発行：高知県労連書 記局
住所：高知市丸ノ内 2 - 1 - 1 0
〒 780-0850 高知城ﾎｰﾙ3 階
[TEL]088-872-3406
[FAX]088-822-7969

前年比 目安比
＋15円
＋15円 ＋1円
＋14円
＋16円 ＋2円
＋13円
＋13円
＋13円
＋13円
＋13円
＋13円

答申
728円
721円
715円
702円
679円
678円
677円
677円
677円
677円

目安比 都道府県
長野
山梨
＋2円 山口
＋1円 香川
＋2円 徳島
岩手
＋1円 鳥取
＋2円 長崎
熊本
大分

前年比
＋19円
＋19円
＋17円
＋20円
＋21円
＋15円
＋16円
＋14円
＋14円
＋15円

答申
888円
887円
802円
800円
798円
776円
753円
750円
738円
733円

都道府県
東京
神奈川
埼玉
愛知
千葉
兵庫
三重
広島
岐阜
栃木

県労連ＨＰへゴー！

ＮＯ．
１６５
連
労
県
知
高
(1)２０１４年８月１０日

高知
県労連

核兵器のない世界の実現を
～原水爆禁止世界大会へ参加して～
８月６日に広島、９日に長崎へ原子爆弾が投下され、すでに６９年が

経過していますが、現在も世界には約２万発の核兵器が存在していま
す。今号では、８月４日に開催された 『
原水爆禁止世界大会』へ高知

国連軍縮担当上級代表が参加
世界大会には、アンゲラ・ケイン
国連軍縮問題担当上級代表が参
加し、潘基文 （
パンギムン）国連事
務総長のメッセージを読み上げま
した。メッセージでは、国連での軍
縮交渉がなかなか進展しないこと

れ、 厳しい報道管制をおこない、

爆被害が世界に伝わることを恐

したアメリカは、広島 ・長崎へ
の原

公正な社会を達成するまで努力し

ことに触れ、「
核兵器のない平和で

が１２５カ国へ
と急速に広がっている

器の残虐性 非･人道性が告発され、
その廃絶を求める政府の共同声明

対し、憤りを示しましたが、核兵

実態は日本国民にも、アメリカ国

県の代表団として参加した、県労連牧書記長に世界大会の報告をお願
いしました。

民をはじめ世界の人びとにも知ら

ＮＧＯへの期待の高まり
世界大会へ
参加した多くの外国か

ことは何も教えられなかった。」

和田進氏が問題提起を行い「
戦

法」では、神戸大学名誉教授の

すな集団的自衛権、まもろう憲

かれました。第５分科会の「
ゆる

２日目には１７もの分科会が開

く、 恐ろしい。」と語りました。

時と今の状況は重なることが多

戦争は必要だと話をした。 その

その時の卒業生は、 万歳をし、

の年の就職率は１００％になった。

端、軍事産業が活発になり、そ

争に向かって日本が動き出した途

「
昔は大変な失業率だったが、戦

争をしない国」から「
戦争を始め

戦争体験者から見る現代

る国」
へ
と変貌しようとする日本

また、「
戦争になった時、兵隊は

死んでも補充が利くが士官は死ん

に警鐘を鳴らしました。

静岡から参加した９３歳の男性

ばなりません」と発言し、核兵器

だらダメだと助けられた。軍隊

討会議では、カバクチュランＮＰＴ議

の廃絶に向けた合意が一気に加速

は国民を助けないし、アメリカは

らの代表団が口にしたのはＮＧＯ

長が、日本原水協が中心となって

は、 自らの戦争体験を踏まえ

（
平和などの問題に国境を越えて

集めた署名 （
６９１万筆）に触れ、

しました。
２０１５年のＮＰＴへの参加

「
満州に攻めた時も、満州にいる

しかし、１９５４年３月１日、ア

取り組む民間団体）へ
の期待でし

「
昨日私は、市民社会が集めた署

日本を守らない。戦争は絶対に

メリカが太平洋ビキニ環礁でおこ

た。近年、核不拡散や軍縮分野で

名を受け取りました。彼らの熱意

２０１５年４月には、 ＮＰＴ再検

日本人を守る、東洋平和のため

なった水爆実験によって日本国民は

非政府組織 （
ＮＧＯ）など 「
市民

はたいへ
ん大きなものがあります。

ダメだ。」と強く訴えました。

３度目の原水爆による被害を受け

社会」が果たす役割は益々大きく

と教えられ、侵略戦争だという

ました。 ビキニ水爆被災事件を

なっています。２０１０年に開催さ

されませんでした。

きっかけに、核兵器の廃絶を求め

討会議がニュ
ーヨークで開催されま

けた運動を発信していきましょう。

り組み、日本から平和な世界へ
向

条にノーベル平和賞を」の３つに取

名」「
かがやけ憲法署名」「
憲法９

また、 「
原水爆禁止アピール署

を送り出しましょう。

現するために、ニュ
ーヨークへ
代表団

の傘」に頼らない平和な世界を実

器廃絶の世論をさらに広げ、「
核

は、激しく抵抗しています。核兵

す。 核抑止論にすがる政府各国

３つの署名に取り組もう！

る「
原水爆禁止署名」が全国で取

私たちは、この熱意に応えなけれ

原爆投下後の広島市内

れたＮＰＴ （
核不拡散条約）再検

原爆投下前の広島市内

り組まれ、１年余で当時の有権者
の過半数３４００万に達しました。
こうした原水爆禁止を求める大
きな国民の声を背景に、 １９５５
年８月、広島で第１回原水爆禁止
毎年、広島と長崎で交互に、世界

世界大会が開催されました。以来
の人々と連帯して開催されてきま
今年は広島で世界大会が開催さ

原水爆禁止世界大会とは
１９４５年８月６日、 ９日－広

れ、約７０００人が参加し、原水

島 ・長崎に原爆が投下され、２つ

落とされ、広島、長崎ではその年

爆の廃絶を誓い合いました。

した。

のうちに約２１万人もの尊い命が奪

の街が一瞬にして、「
地獄」に突き

われました。しかし、原爆を使用

【すべてを消し去った原爆】

ＮＯ．１６５
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(2)２０１４年８月１０日

ＮＯ．１６５
(3)２０１４年８月１０日

高

原発

原発から社会のあり方を考える

連
労
県
知

５月２１日、福井地裁は、大飯原子力発電所３ ４･号基の
運転差し止め訴訟において、同発電所から２５０㎞県内の原

準に適合している」
との審査書（
案）

いたとのことです。一方、訪問看

上無視し、 規制委員会の田中委

性１０人）から相談が寄せられ

７月は、２１人 （
女性１１人、男

の看護 行(為 も)ミスなくこなしてき
たとのことです 。 勤 務 ６日 目 の

ペアを組んで従事し、利用者宅で

樫やん奮戦記
８月号

員長も、「
安全基準は満たしている

ました。７月も解雇や残業代不

しかし、火砕流の危険性は事実

を発表しました。

この判決で出された「
人格権」
は利益最優先の資本主義社会
が、安全とは言えない」と責任の

告との関係での運転差し止めを命じる判決を言い渡しました。
のあり方に一石を投じているのではないでしょうか。
所在を曖昧にしています。 また、

護業務には５日間、上司と２人で

人の生存そのものにかかわる権利

朝、出勤すると突然、所長から、

か勤務できないもとで自宅待機命

「
あなたは会社にむかない・・」と

今月は、わずか就職後５日目

令を受けたのです。自身なりに思

払い、 パワハラ、 年休取得、 長

伊方原発の西側にある佐田岬に

に、 自宅待機命令を受けた看

ら、 この女性を一方的、 感情的

時間労働などをめぐる相談が寄

許されないことである。また、原

は、 現在約５０００人の住民が暮

護師資格を持 った女性 ５(０歳

に嫌悪している様子が見て取れま

住民の避難計画は審査の対象にさ

発がＣＯ２削減に資するものとの主

らしています。伊方原発の再稼働

代 の)事例を紹介します。 この
女性は、 今年５月下旬、 ハロー

した。そして、所長がこの上司に

と電気代の高い安いを並べて論じる

益の総体）を超える価
張に対しては、福島第一原発事故

にあたっても、 住民の避難計画が

ワークの紹介で株式会社が経営

同調して、懲戒処分をにおわせて

人格権超える価値ない
福井地裁は、「
人格権

値を憲法上見いだすこ
はわが国始まって以来の最大の公

争点の１つとなっています。愛媛県

する訪問看護ステーションの看護

自宅待機命令を出したのでは ・・

いうだけの理由で、わずか５日し

とはできず、 それを万

が策定した避難計画によると、伊

師として正規雇用されました。

との推測ができます。しかも自宅

せられました。

が一でも脅かす危険性
害、環境汚染であることに照らす

方原発で事故が起きた場合、佐田

会社には、業務を実践するにあ

命 令 は無 期 限 に出 さ れており、

えなっていません。

のあるものは、その差し
と、運転継続の根拠とするのは甚

岬半島の先端部の住民は三崎港か

たり、短期間の研修制度がりあ

議論に裁判所は加わらないし、そ

止めが認められるのは当

だしい筋違いである。」と訴えを退

ら船で大分県に避難する計画と

ます。この女性は、病院勤務で

の当否を判断すること自体法的に

然である。」と述べ、さ

けました。
伊方原発から２５０㎞圏内に高

なっています。しかし、実際に原発

復職をあきらめさせ退職に追いや

（
個人の生命、身体、精

らに 「
被告は原発が電

知県はすっぽり入り、福井地裁判

の看護師経験も豊富で、 訪問

神及び生活に関する利

力供給の安定性・
コスト

決が示した差し止めの範囲になり

事故が起こった際に、３０キロ圏内

佐田岬の５０００人の命は

の低減につながると主張
ます。

めのお手盛りに過ぎません。

き上げましたが、審査を早めるた

当初の５７０ガルから６２０ガルに引

ます。 四国電力は基準地震動を

巨大地震との連動が充分予想され

造線が走っており、 南海トラフの

伊方原発の数キロ沖には中央構

のいのちが最優先される社会につい

うか。いま一度原点に返り、国民

再稼働は憲法上許されるのでしょ

できない住民を抱える伊方原発の

目が集まっています。しかし、非難

働２番手と言われる伊方原発に注

なる再稼働」を求めており、再稼

経団連は、川内原発に続く 「
次

場所の無いような状態が連日続

かったので、する仕事がなく、居

つまり、会社内で研修ができな

研修はできなかったと言います。

無く、実質は、会社内勤務での

た。研修では条件整備ができて

をかねた業 務を指 示さ れまし

修とあわせて利用者宅へ
の実践

てもらうとして、会社内での研

会社からは、改めて、研修をし

中の賃金支払いを求めています。

で、 早期の復職と自宅待機期間

性は、医労連に加入し、団体交渉

逸脱するとされています。この女

な理由を欠く場合には裁量権を

一方、関係事案の判例では、正当

の業務命令として許されるとする

るおそれのある場合には、使用者

契約上において、業務遂行を妨げ

きます。 自宅待機命令は、労働

ろうとする会社の意図も浮かんで

安全基準に避難計画は含まれない

て考えていく必要があります。福

看護歴も５年程度ありますが、

聞き取るなかで、上司がなぜかし

い当たる事柄がありませんかと、

するが、 極めて多数の

の佐田岬へ
船を出すことを誰が命

原子力規制委員会は７月１６日、

井地裁判決は、今の社会に大きな

令できるのでしょうか。

鹿児島県川内原発の設置変更許

一石を投じました。

南海トラフによる大地震の危険性

可申請に対して、 「
新たな規制基

高

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

当選 者の 発表

１６４号の答えは「ナツバ

テヨボウ」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）

西山 晶子 さん

吉村 知久 さん

（自治労連）

山本 美恵 さん

おたよりの紹介

ＮＯ．１６５
ル）
締め切りは９月７日ま

――する

（自治労連）

い ⑧○○は投

でとなります。

紙をポストに

連
【 事務的な関係でカードの発送

かったではすまな

労

沢山のご応募ありがとうござい

て成虫に ⑯手

ました。

⑭――が羽化し

対 ⑦○○が悪

県

が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
】

の対 ⑤客観の

カギを解き二重枠の文字を ぐる ⑥雨季の対 ⑧蒸し風
並べてできる言葉は何でしょ 呂 ⑨暴動を起こした者ども

⑫○○の大木

う？

十を知る ③妻

⑪収入 支･出等の――案 ⑬
３位で○○メダル ⑮２位で○

先の――な人

【
タテのカギ】
①○○の上にも

①○○を聞いて

○メダル獲得

げられた ⑩手

３年 ②大 ―･― 小･ ③わが
師の○○ ④神社の――をく

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１４年８月１０日

○集団的自衛権は日本人としては絶対に反対ですね。今も世界

○今年も”猛暑日”という言葉をニュースや新聞でよく耳にする時 の何処かでは戦争があります。 犠牲になるのはいつも弱者で
季がやってきました。 とにかく熱中症には気を付けます。 今年は す。 人とひとが血で血を洗う惨劇は犯してほしくないし、 悲しい
出来事です。 私には、 まだ未来を見つめていく子どもがいま

水筒３本にして水分を確保します。 自治労連 （Ｙ･Ｙ）

す。 この子達が傷つけあうことの無い未来であったほしいと、
○夏バテしたことがなく、ここ数年クーラー、扇風機も使わずに過 願っています。高知からも行使容認反対の声をもっとあげてほし
ごしている私に同僚から冷たい一撃が！”鈍くなっているんじゃな いです。 こうち生協労組 （Ａ･Ｎ）
い？”･･･老化の一途をたどっています。 香美市職労 （Ｓ･Ｙ）
○毎号クロスワードパズルを解くのを楽しみにしています。 頭の
○７月１日は 「憲法が壊された日」 高知新聞にも、 同じように書 体操にもってこいです。 高教組 （Ｈ･Ｏ）
かれていました。 「９条を守ろう！」 の声は、 まだ小さいのか･･･
香美市職労 （Ｙ･Ｏ）

○働きやすい職場、 すみやすい高知県、 平和な国、 めざすの
み！室戸市職労 （Ｍ･Ｓ）

○暑い夏が又始まります。 皆様、 体調を整え頑張って下さい。
今年は地元の 「うなぎ」 店で家族で久しぶりにうなぎを食べまし

○～働き続けられる職場を作ろう～子どもが働き始めて、改めて高

た。 佐川町職労 （Ｈ･Ｆ）

知の職場状況に驚いています。産休･育休がないため働き続ける
ことができない･･･。 県教組 （Ｍ･Ｋ）

川柳コーナー

ゾクゾクとエリアメールが飛んでくる
（
高橋 狸）

（
牧師）

中 高 生 ８月 ６日 をハムの日 と
（
牧師）

式典で文章コピペ誠意なし

戦争へ解釈の岸越えし孫
（
源 朝光）

９条 を取 り戻 す と誓 う 原 爆 忌
（
源 朝光）

時事川柳を募集中！

いの健リフレッシュ講座②
【日 程】 ８月３０日 （土） １４時～
【場 所】 高知城ホール２階
【内 容】
①腰痛対策ストレッチ
理学療法士が手軽なストレッチを教えます

②ハーブでリフレッシュ体験
「食べる･飲むハーブ」 の手軽なアレンジに挑戦
☆詳しくは県労連 HP の 「行事案内」 を☆

