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要です。

貧困は戦争を助長する

このまま、非正規労働者が増え

目安通り１３円引き上げて６７７円とする答申を賛成多数 （
賛成：
公益

〇８月２８日、高知地方最低賃金審議会は、高知県最低賃金を中賃

の温床ともなると指摘せざるを得

今、若者の貧困が実質的な徴兵制

団的自衛権行使が閣議決定された

全国最低の６７７円で格差２１１円
全国一律最低賃金制度を求めよう

３、使用者側５、反対労働者側５）で採択し、労働局長に答申しまし

ません。安定した仕事と暮らしを

続け、最賃が上がらなければ、集

た。県労連は、委員長談話を発表し、抗議しました。今後は異議の申

求める若者を利用し、 戦争へ
駆り

な議論を求めました。

低の最低賃金から抜け出す積極的

異議審査は１６日に開催

なりません。

出す仕組みを断ち切らなければ

出を行い、最低賃金の大幅引き上げを求めます。

今回の答申は、最低賃金ぎりぎ

底辺労働者の底上げ叶わず

第 ２次 安 倍 改 造 内 閣 が
スタートした。 命名すれ

ば、 「
男女共同参画型タ
カ派内閣」
。 前段は女性

閣僚５人で演出。 しかし、 本質が
タカ派であることに変わりはない▲

谷垣氏の幹事長起用。 タカ派色を
薄めるねらいもあるが、 「
断固消費

増税内閣」を支える党人事。 「
民
主党さん私と一緒に１０％決めま

したよね」布陣▲安倍首相のねら
いは 「
１０年宰相」
。 ２０２０年の東

の大幅引上げ」「
生活の安定」に対

働者など底辺労働者の「
最低賃金

する必要性を痛感しました。県労

制化へ
の取り組みを本格的に展開

し、 全国一律最低賃金制度の法

この結果を受け、全労連に結集

上げ」
を求め最後まで奮闘していき

賃金制度の法制化」
、「
大幅な引き

立場を代表し、「
全国一律の最低

催されます。底辺で働く労働者の

した。 異議審査は９月１６日に開

不服とし、異議の申し出を行いま

う。 １９３６年ベルリンオリンピック
のヒットラー と姿 がダブる。 しか

京オリンピックを首相で迎えたい。
そのために来年９月の自民党総裁

する切々たる思いを裏切るものでし

連としても、さらに積極的な運動

し、 そうさせてはならない。 福島

県労連は、 この１３円の答申を

た。現行の最低賃金制度制度は、

で、 全国一律の最低賃金制度を

ます。

最低賃金のあり方

底辺労働者の賃金の底上げどころ

求めます。

１３円の引き上げは、昨年の１２

化的な生活を営むことの出来る最

の基準は、憲法２５条 「
健康で文

本の最低賃金制度。 ②最低賃金

島、沖縄知事選挙で勝利を。（
田）

の臨時国会から来年の春闘へ大き
な世論を構築しよう。 まず、 福

国民の願いは安倍内閣の退陣。 秋

的自 衛 権 容認 、 労働 法 制 改悪 。

と違う世論調査に惑わされてはな
らない▲消費税１０％増税、 集団

するか。 個別政策では圧倒的国民
は不支持なのだから、 国民の実感

４％ と最 低 の毎 日 ４７％ との差 は
１７ポイント。 この怪 をどう 説 明

なのが支持率アップ。 併せて不思
議なのはその開き。 最大の読売６

第一原発事故の収束、 被害補償
に傾注せよ▲それにしても不思議

え隠れする石破人事でもあった▲
更 に国 威 発 揚 で明 文 改 憲 をねら

選で勝利し、 かつ規約改正で２期
６年の制約を取り除く。 それが見

か、低賃金の温床になっていると言

りの賃金を強いられている非正規労

針路

わざるを得ません。

円の引き上げを上回るとは言え、

その運動の柱は２つ。 ①全国一

昨年が目安プラス２円であったのに

低限のもの」だということです。

中賃目安ありきの議論は無意味

対して、今年は目安通りとなりま

料」と位置付け、目安にいくら上

中賃の目安を 「
最も重要な資
乗せするのかという議論から脱し

した。
県労連は、 ２５日に開催した緊

能性を担保するためにはどうした

急集会で 「
目安通りの答申であれ

らよいかを真剣に考える時期に来て

て、ワーキングプアをなくし、若者
また 「
高知県は家計簿調査によ

ば、高知の審議会の存在価値はな

る標準生計費は全国１３位であり、

います。地方から多くの意見を突

に未来を取り戻し、地域の持続可

全国最低の最低賃金を容認する根

き上げ、政治に反映することが必

い」と厳しく指摘しました。

拠は何も存在しない。」
と、全国最

13 円の案に公益委員と使用者委員が賛成する様子

ＮＯ．
１６６
連
労
県
知
高
(1)２０１４年９月１０日

高知
県労連

第２次安倍改造内閣始動
戦争へ加速する日本許すな
働を進めてきた安倍内閣は、内閣改造によって「
戦争をする国」へとさ

ました。集団的自衛権行使を閣議決定し、ＴＰＰへの参加、原発再稼

９月３日、安倍首相は内閣改造を行い、第２次安倍内閣がスタートし

た動きです。閣僚１９人の内、「
憲

が必要なのは 「
憲法改正」に向け

今回の改造内閣でもっとも警戒

１９人中１５人が日本会議に加入

民党では、集団的自衛権に積極的

の就任は実現しませんでしたが、自

の発足時の１３人を超えています。

は１５人を数え、第２次安倍内閣

議国会議員懇談会に加盟する閣僚

１９９７年代発足。 憲法改正、 天皇元首

化、 夫婦別姓の反対などを訴えている。 日

本の侵略戦争は 「アジア解放」 の 「正義の

戦争」 だったと美化する「靖国」 派の歴史観

に立ち、「自主憲法制定」、天皇元首化のほ

か、 国民に 「国防の義務」 を課すべきだな

どの主張を展開している。また、「男らしさや

女らしさを否定する男女共同参画条例が各県

で制定され、 子供や家庭をめぐる環境がま

すます悪化」 しているなどとして、 男女共同

参画や夫婦別姓に反対している。

自民党のほか、 民主党、 日本維新の会、

次世代の会、みんなの党などの国会議員が

加盟。 2013 年 2 月時点で 231 人の国会議
ではないでしょうか。

数のおごりが端的に表われているの

今の自民党の人権感覚、憲法観、

や行動を封殺 ・排除する行為に、

ようとしています。異なる考え方

「
手足を縛る」
政策を一体的に進め

「
目・
耳・
口」を塞ぐだけではなく、

はされましたが、 政府は国民の

言が出されました。その後、撤回

検討内容として議題に盛り込む発

の「
国会周辺でのデモ規制」をも

チームの会で、 原発反対デモなど

受けて開かれた自民党のプロジェ
クト

制措置等を日本政府に求めたのを

増すヘ
イトスピーチに対して法的規

国連人権委員会が、 悪質さを

国民の声 「
封殺」を検討

かです。

か。

について話してみてはどうでしょう

で憲法や平和、人間らしい働き方

います。署名をきっかけに、職場

に、憲法を守る取り組みを進めて

を求める署名」
の３つの署名を中心

名」
、「
憲法９条にノーベル平和賞

署名」
、「
核兵器廃絶アピール署

また、県労連では、「
輝け憲法

を作り出していきます。

期的に実施し、「
憲法守れ」
の世論

関する流し宣伝やスポット宣伝を定

います。それと並行して、憲法に

（
木）と１４日 （
金）キャラバンを行

めます。 高知県では１１月１３日

に反対する世論の形成を各地で進

憲法９条を守り、「
戦争をする国」

「
憲法キャラバン」
に取り組みます。

が、 その 「
実行」の中身は 戦争
３つの署名と行動に取り組む
｢
｣
と「
憲法改正」であることは明ら
全労連は、 昨年に引き続き、

日本会議国会議員懇談会

した。「
戦争をする国」へ
の準備が
確実に進められる中で、 「
戦争を
する国」を許さない闘いの強まり

らに加速していきます。改造安倍内閣の暴走を許さない闘いが求められ

法改正」や 「
天皇元首化」
、「
夫婦

と広がりが求められています。

ています。

改造内閣では、 麻生太郎副総
な高村正彦副総裁が留任し、その

安倍首相は内閣改造に当たり、

別姓の反対」などを掲げる日本会

理 ・財務大臣や甘利明経済再生
高村氏とも近い江渡前防衛副大臣

「
実行内閣」と位置付けています

国民置き去りの政策は強化

担当相が留任しました。安倍政権
が防衛相兼任で担当相に就任しま

○
○
○
○

の発足以来、「
経済再生」
の名の下

○

で行われてきた大企業の利益優先

の姿勢は変わることなく、アベノミ

クスやＴＰＰ、 消費税増税にも前

のめりとなっています。とりわけ、

安倍政権が強行した今年４月から

の消費税増税は、 消費を冷え込

○
地方創設相

ませ、国民の暮らしと経済を破壊

○
経済再生相

しています。 にもかかわらず安倍

○
女性活躍相

政権は、来年１０月からの消費税

○
北方相

の再増税に突き進もうとしていま

○
国家公安委員会委員長

す。

○

厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
防衛大臣
内閣官房長官
復興大臣

安保法制担当相を発足

○
文部科学大臣

安倍首相は今回の内閣改造にあ

日本会議
○
○
○

氏 名
担 当
安倍 晋三 デフレ脱却担当
麻生 太郎
高市 早苗
松島みどり
岸田 文雄
教育再生担当、東京オリンピッ
下村 博文
ク･パラリンピック担当
塩崎 恭久
西川 公也
小渕 優子 原子力経済被害担当、
太田 昭宏 水循環政策担当
望月 義夫
江渡 聡徳 安全保障法制担当
菅 義偉 沖縄基地負担軽減担当
竹下 亘 福島原発事故再生総括担当
拉致問題担当、海洋政策･領土問
山谷えり子
題担当、国土強靱化担当
沖縄及び北方担当、科学技術政
策、宇宙政策、情報通信技術政策
山口 俊一
担当、再チャレンジ担当、クール
ジャパン戦略担当
女性活躍担当、行政改革担当、国
有村 治子 家公務員制度担当、消費者及び食
品安全規制改革、少子化対策
経済再生担当、社会保障･税一体
甘利 明
改革担当
石破 茂 地方創生担当
役 職
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
法務大臣
外務大臣

たり、安保法制の担当相を新たに

発足させました。安保法制担当相

は、７月の集団的自衛権行使容認

の閣議決定をうけ、 来年提出を

目指している関連法の準備のためで

す。当初ねらった石破茂前幹事長

第２次安倍改造内閣の閣僚

員が加盟している。
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参加し、教育への予算拡充などを求め署名活動の奮

ト集会を高知城ホールで開催しました。約３０名が

連）
が「
ゆきとどいた教育を求める教育署名」
スター

９月７日、子どもと教育を守る高知県連絡会 （
子

広がる中で、少しでも家庭の負担

増やし、格差と貧困が日本全体に

めに、 ＯＥＣＤ並みに教育予算を

ける権利や学ぶ権利を実現するた

樫やん奮戦記
９月号

た。給与明細を見ると、ほとんど

の月の労働時間が２０時間程度でし

かなく、 賃金も２万円を切ってま

校３・４年生は３５人以下学級と

人学級が実現されており、 小学

１ ・２年生と中学校１年生の３０

現在、高知県では独自に小学校

せと迫られ、出せませんと断った

と攻められたあげく始末書を出

されました、経営に口を挟むな

られ明日から来なくていいと解雇

身に覚えのない理由を決めつけ

するとかトイれを使ったなどとする

終了後に、勝手に事務所に出入り

は、 あ
｢ なたとの信頼関係はなく
なった」と言われ、さらに、勤務

払いはできないと断ると、法人から

回るような低賃金では出資金の支

契約は守られず１カ月２万円を下

した。また、雇用条件とされてい

なっています。 子連では、 引き続

ら解雇されましたなど、相談者

理解しがたい解雇理由も付け加え

８月の相談者は２０人でした。

き、 少人数学級の維持と、 小学

からの説明を聞くと雇用主の身

られ８月末で解雇するとの通告を

た出資金 （
５万円）の支払いをしつ

校５・６年生と中学校２・３年生

勝手で一方的 （
解雇）と思われ

受けました。出資金を支払わない

解雇をめぐる相談（
５件）
が相次

についても改善を図るとともに、

るものばかりでした。これらの解

きました。

国の責任で少人数学級を推進する

雇事案では、労働基準法２０条

こく迫られました。しかし、雇用

よう求めています。

ぎました。

高知県は１０万筆の目標

月の労働時間 ・３０時間、 １日

ない契約で雇用されました。１カ

紹介でＮＰＯ法人に期間の定めの

性は、今年３月、ハ
ローワークの

解雇事例を紹介します。この男

もとで働いてきた男性（
２９歳）
の

このうち、 粗悪な雇用条件の

事案でした。組合加入を勧め契約

れるという、常軌を逸するような

件で働かされその果てに使い捨てさ

規雇用労働者がきわめて低劣な条

今回取り上げたケースは、 非正

ん。

うてい合法であるとは考えられませ

無効とする）に照らしてみてもと

念上、相当と認められる場合 ・・

労働契約法１６条 （
解雇は客観的
拡充を願う署名が寄せられ、 国

２時間勤務で、時給は７５０円。

不履行による賃金請求や解雇撤

標に署名運動を進めています。昨

会や県議会へ
提出されました。さ

１カ月間丸々働いても賃金は２万

回、職場復帰を求めるのであれば

に合理的な理由を欠き、 社会通

らなる教育環境の改善のため、県

２５００円にしかなりませんが、

支援するからとアドバイスしました。

がなされていないことが共通してい

労連も一体となって署名運動に取

法人は、１カ月の労働時間・
３０

ました。

り組んでいきましょう。

時間の約束すら守りませんでし

年は６万７０００筆以上もの教育の

子連では、今年も１０万筆を目

の解雇手続き （
３０日以上前の ことや勤務終了後に事務所やトイ
通告や解雇予告手当の支払い） レを使用したとする解雇理由が、

少人数学級のさらなる拡充を

を少なくする政策の実現を求めて

ゆきとどいた教育を求める
教育署名への取り組みを強めよう！
闘を確認しました。
２５年間で４億２８００万筆
ゆきとどいた教育を求める署名
が始まって２５年目となりますが、
この間の累積は４億２８００万筆を
超えます。こうした署名によって、
少人数学級の部分的な実現や高
校授業料の無償化などを勝ち取っ
てきています。
教員不足の背景には長時間労働
ゆきとどいた教育を実現する
為には、充分な教員の確保は必須
条件です。しかし、学校現場で働
く教員の病休数は年々増加してお
り、 その代替の教員の確保すら
困難な状況が続いています。県教
委が把握している１３年度の代替未
配置校は、１ヶ月未満の未配置が
２７校、 １ヶ月以上の未配置が４
２校にものぼっています。 その背
景には、教員の長時間過密労働が
あります。 全教の調査でも、 過
労死ラインの残業が常態化している
事実が明らかになっています。教
員の長時間労働の抑制と充分な
教員数の確保が大きな課題となっ
ています。
予算の増額で保護者負担の軽減を
子連では、 子どもの教育を受

県労連ＨＰへゴー！
ＨＰを見るのも
組合活動(^_^)v

合計
内メンタル
74 人
88人
14 6人
病休者
25 5 人
2 61人
336人
特別支援
病休者 内メンタル
34 人
10 人
2 9人
11人
25 人
7人
県立学校
病休者 内メンタル
4 6人
11人
45人
15 人
4 3人
15 人

教員の病休者数とメンタル不全の推移
小中学校
年度
病 休 者 内 メンタ ル
２ ００７年
17 5 人
5 3人
２ ０ １０年
18 7 人
62 人
２ ０ １３ 年
2 68 人
12 4 人

ＮＯ．１６６
連
労
県
知
高
(3)２０１４年９月１０日

【いの健高知県センター】

その時一緒につれていった長女も２児の母となり、核兵器のない

世界を希求しています。 県教組 （Ｙ･Ｍ）

○おたより紹介のコーナーを読んでいると２ヶ月前のことですが、

ずいぶん前のことのように感じることも...。集団的自衛権から２ヶ

☆リフレッシュ講座を開催☆

○原水爆禁止世界大会にはじめて参加したのは２０年前でした。

当選 者の 発表

いう声はあげていきたいと思います。 高教組 （Ｓ･Ｙ）

クロスワードパズル

○今年の夏は憲法９条号が走らず残念でしたが、９条を守ろうと

１６５号の答えは「ボンオ

おたよりの紹介

図書券プレゼント

程】 １０月５日 （日） １０時～
所】 高知城ホール４階
容】

改造で面の皮 の厚さます

時事川柳を募集中！

（
源 朝光）

経産相コントロール下の従順さ

（
源 朝光）

差別 ダメ大義 の裏 でデモ規 制
（
牧師）

（
高橋 狸）

盛り上がる 湖水祭りで 盆踊り

常日頃 警戒しよう 土砂災害

④第４号議案 （人事検討委員会）

（
高橋 狸）

③第３号議案 （予算）

８月３０日、 高知城
ホール２階にて、 いの健
高知県センター主催の
「
簡単リフレッシュ講座」
が開催され、 １４名が
参加しました。 参加者
は、 「
腰痛防止ストレッ
チ」を体験後、「
青しそ
のジェノベーゼソース」や
「
ハーブティーのジュース

県労連第 27 回定期大会

川柳コーナー

②第２号議案 （決算）

ドリ」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】

大 勢 が 大 声 で ――ある物腰

①第１号議案 （総括･情勢･方針）

《応募方法》
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
（県教組）

村越 久枝 さん
村上 やよい さん

の追って書き ⑦ たか ⑮気高い品位。

割り」を作り、 アフタ

不安定な雇用のもと働く息子がいます。 県教組 （Ｋ･Ｉ）

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
（県教組）
伊藤 恵子 さん

忍者 ⑤手紙等 ⑭遂に彼も○○が回っ

⑤役員選挙

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー
ル）
締め切りは１０月７日

甲賀忍者と○○ に紛れて盗みを働く

【日
【場
【内

（県教組）

○１６５号ブラック実態報告を興味深く、 読みました。 我が家にも

までとなります。

――は無用 ③ トライキの略 ⑫――

ヌーンティーで心と体を

（Ｈ･Ｍ）

沢山のご応募ありがとうござい

をすすめようとする集団、何とかやめさせたいものです。県教組

【 事務的な関係でカードの発送

① こ ん な 所 に やケガが治ること ⑩ス

リフレッシュ
させました。

にすることも当然だと思っている集団、そして「戦争する国づくり」

ました。機関紙の感想などがあ

将棋で歩の成ったもの ⑫宿

閣が発足し、 ますます悪政を進める内閣が！！消費税を１０％

ればお願いします。

う？

屋の隠語。○○街 ⑬一寸○

月すぎたのか～とか ...。 昨日 （9/3） には、 第２次安倍改造内

が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
】

【
タテのカギ】①まん中あた
○は闇

カギを解き二重枠の文字を り、かりがね ⑥愛媛県の旧
並べてできる言葉は何でしょ 国名 ⑧――だけの約束 ⑪

り。９月―― ②――一飯の
恩義 ③石で作った臼 ④か

クロスワードパズル

どっと笑うこと ⑨病気
【ヨコのカギ】
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