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の活性化に本格的に取り組みま

す。そのために、産別や単組 ・支

酒場詩人 ・吉田類氏と

飲む機 会 があった。 某
居 酒 屋 のＦＭ高 知 「類

１０月５日、県労連は第２７回定期大会を高知城ホールで開催し、①

また、少数職場や１人職場が増

なって具体的な対策を講じます。

える課題を浮き彫りにし、一緒に

感。 高知のためにいくらでも自分
を利用してもらいたい、 と▲つい先

町出身の県愛みなぎるコメントに共

語録」の収録。 仁淀川

「
戦争をする国」の阻止、②職場活動の活性化、③未組織の組織化と

加する中、 ＳＮＳなどのＩＴを活

部の活動調査を行い、各組織が抱

地域相談所の設置の３本柱の方針で１万人の組織を目指すことを決定し

用した組合活動も進めて行きま

県労連第２７回定期大会を開催！
職場活動 宣･伝強化で１万人組織に
ました。全体で８０人が集まり、今後の奮闘を誓い合いました。来賓

す。すでに、県労連ＨＰで 「
テレビ

団的自衛権の行使容認の閣議決定

特定秘密保護法の強行採決や集

用）を進め、亡国へ
と進む安倍内

い共同の構築 （
Ｆａｃｅｂｏｏｋ等の活

む、 ⑥ＳＮＳなどを活用した幅広

ピール署名」の３つ署名に取り組

未組織の組織化と地域相談所

で、 ご覧下さい。

県労連の活動を知らせていますの

の近 森 会 の近 森 正 幸 理 事 長 と再
会。 県政発展へ
の強い思いで政策提

言。 グループ内２千人の雇用でも
貢献▲また、 居酒屋話しで申し訳

ないが、 あるトマト農家のご夫婦と
「
遭遇」
。 というのも初対面だから

だ。 しかし、 既にＦＢ友達。 こん
なつながり方もあるのだ。 野菜ソム

します。また、東西に長い高知県

内 閣 の金 看 板 が、 「地 方 創 生 」。

ながり、 東 京 にも出 向 き高 知 を
売り出している▲臨時国会の安倍

るために、組織拡大特別会計を作

日 、 １１月 の県 政 シンポの打 ち合
わせ。 医労連時代からの知り合い

には、全労連から渡辺事務局次長、日本共産党高知県委員会から春名

など、「
戦争をする国」へ
と突き進

閣へ
ストップをかけましょう。

に出た県労連」
のコーナーを作り、

む安倍内閣の暴走を阻止する６つ

未組織の組織化を攻勢的に進め

の取り組みを進めます。①憲法懇

過密労働が蔓延しています。そし

散 々 壊 しておいて何 をいまさ ら。

リエで新しい農家のスタイルを見る。
農家同士、 レストランなど多様につ

の強化、③全労連や県労連の資料

の地理的条件に合わせ、地域各地

副委員長

田口 朝光 （県労連･再）

中根 豊作 （県教組･再）

樫原 正彦 （県労連･再）

畑山 佳代 （年金者組合･再）

筒井 敬二 （自治労連･再）

小松 貴徳 （県国公･再）

高月 陽生 （自治労連･再）

小澤 幸次郎 （年金者組合･新）

谷内 康浩 （高教組･再）

牧田 寛 （高知一般･再）

川村 寿美子 （医労連･新）

山崎 正人 （建交労･再）

大原 髙宏(特殊製鋼所労組･再)

筒井 典子 （高知自治労連･再)

立て直しこそ急務。 （
田）

かしの 「地方創世」ではなく、 そ
こに根付いた生活と経営、 営業の

幸福の総体としての人格権▲ごま

付いた生活。 これが国富であり、

判決。 憲法２５条、 １３条に基づ
く人格権。 豊かな郷土に確かに根

ていない▲福井地裁の原発差し止め

かし、 国民生活や地方に目が向い

問４９か国と歴代首相で最多。 し

のは、 規制特区との疑念。 海外訪

制への導入かとの懸念。 創世する

選択と集中で、 中山間潰し、 道州

てそれが、 日常生活や組合活動

委員長

須崎、安芸、嶺北、香美など）相

を活用した組織内での議論強化、

ラバンを軸にした日常的な宣伝活動

同の拡大と強化、②輝け憲法キャ

談会を中心としたさらに広範な共

職場活動の活性化に取り組む
り、 宣伝活動の抜本的強化を図
この間政府が進めてきた構造改 ります。消防看板やラジオのスポッ
革による人員削減や競争原理の導
ト
宣
伝
な
ど
に
よ
っ
て
、
県
労
連や労
入によって、多くの職場で長時間 ･ 働相談センターを労働者へ
アピール

「
戦争をする国」を阻止する

書記長、四国労金から中谷常任理事にご参加いただきました。

針路

で未組織労働者の相談に対応でき

執行委員

をより困難にする大きな要因と

森永 真史 （高知一般･新）

④１１月２４日に開催する県民集

中岡 健太 （こうち生協労組･再）

るよう、地域 （
土佐清水、幡多、

金子 竜太 （医労連･再）

なっています。

書記次長

会など、平和集会の開催と結集、

書記長

⑤「
憲法９条にノーベル平和賞を」
、

橋詰 雅彦 （建交労･再）

談所の確立を目指します。

前田 研 （高知一般･再）

県労連では、 各産別 単･組で職
場活動を見直しを行い、職場活動

耕生 （県労連･再）
牧

「
輝け憲法署名」
、「
原水爆禁止ア

執行部の紹介

八木 敬三郎 （須崎労連･再）
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高知
県労連

がったが、全体の賃金は下がる。今
回は、時限的

事院勧告では、給与と一時金は上

をお願いしたい。８月に出された人

全体で取り組んでいきたい。

てではなく、 県労連の課題として

が、それを青年部だけの課題とし

題が四国全体

自交総連 横田代議員

島大学の協力
な賃下げでは

時給９００円

で起きているこ

香川でも組合

とが分 かり、

中で、 同じ問

体交渉をする

組合では、 団

運送会社の

の下、 血液と
なく、恒久的

で月 給 １１万

室戸労連 山田代議員
ビキニ被災調

臨時教員が
歯の被曝線量

に賃金を減ら

発言のまとめ

不 足 し てお
を調査し、最

す方向を打ち

査の報告。 広

り、 １ヶ月以
大３１９シーベ

一般職が出来

郵政産業ユニオン 成岡代議員

上もの間、病

円と少し。 新

出した。全力

ルト（
広島の爆

員が加入した。 高知での闘いが四

休した教員の

て、 非正規か

心地から１．６㎞と同じ線量）
もの

で反 対 してい

代替が置けて

業、特に電力

宇治電労組 柳執行委員
国内製造

せが来ている。

者 へもしわ寄

とは、 私たち

言う岩盤規制

安倍首相の

なったが、組織

続 の純 増 と

今年で４年連

に進めてきた。

こうち生協労組 東代議員

奮闘する。

国全体に仲間を組織していくために

国全体へ
と広がりを作り出してい

線量が検出された。また、厚労省

定員管理が

キなどの成 績
が良くないと採用はされない。 均

らの登用があっ

いないものは県
れていた資料も出てきた。 すでに

進められ、非

等待遇を求める裁判では、就業規

る。今後も各県労連と共同し、四

教委が把握し
ているものだけでも４２件。臨時教
亡くなられた方も多いが、被災者

則なども正規と同等のものを求め

たが、年賀ハガ

員の処遇改善を早急に進める必要
の救済へ
今後も前進していきたい。

正規労働者が

を使う産業に

非正規の拡大
をさらに進めていく。 保育の新制

が人間らしく
県労連青年部 川村代議員
体制的に大

悪されれば、ブラック企業を合法

制。 これが改

低 限 度 の規

係の構築を目指した。 労組カフェ

中で、 理事会との対等平等な関

もあったが、 継続した組織拡大の

組織化を中心

り、 非正規の

純増にこだわ

大きく電力値

度や憲法の問題でキャラバンを進め

働 くための最
効 率 でカバー
するのはもはや限界である。再生

変厳しいなが

化してしまう。郵政産業労働者ユ

県国公 大塚代議員

上げの影響が

ている。

低賃金が、低

可能エネルギー発電促進賦課金な

ら も、 最 低

上げ分を作業

出ている。 値

く。
自治労連 吉田代議員

がある。その中で、高知県では、任

増加すると共

ていく。

た。さらに拡充させていきたい。

高知一般 森永代議員
最重要課題
は最低賃金の
問題。清掃職
場では、 賃金
が毎年減らさ

したパートの仲
間の定年退職など、 困難な部分

賃金の理由に

どのコストについては、社会コストに

合員が仲間に声を掛ける形ができ

されている。高知市では公共事業

繰り広げられているが、労働者派

てきた。執行部が力を付けてきた

などの企画を開催し、 パートの組
宣伝や９月９

遣法が改悪されれば、現在の非正

ことで、 労使間の力関係も変わっ

ニオンで、均等待遇を求める裁判が
日に開催した

規労働者をすべて派遣に変えてし

デーでの街頭
県国公 矢野代議員

「
９条」を守る

てきている。 今年度中に５０人の

賃下げ違憲訴訟は１０月３０日に

まう可能性もある。雇用規制の改

判決が言い渡される。皆さんの支

取り組みへ積

することを求める。

限が設定される。労働者の賃金を

下支えし、人材不足にも効果があ

る。これを機に、公契約条例を他

の市町村にも広げていきたい。

極的に参加してきた。課題も多い

パート組織を目指し奮闘していく。

援に感謝すると共に、今後も支援

革は絶対反対である。

調達条例が改善され、 賃金の下

れてきた。 最

からも今までは存在していないとさ

期の空白を運動で２日少なくさせ

に、正規労働

県教組 畑山代議員

ＮＯ．１６７
連
労
県
知
高
(2)２０１４年１０月１０日

労働相談センター 岡原代議員
れている。
労働相談へ

においては、「
安ければ安いほど良

い」ではなく、「
適正な価格」が必

正規も非正規

内容としては

談 が多 いが、

働者からの相

談は、正規労

枠組みから外

される。 国の

その後民営化

人 へと な り 、

ら独立行政法

国立病院か

の制定に向け、県政をさらに大き

共調達条例の改正は、公契約条例

治体や高知県へ広げていくことが必要です。

内で賃金に下限額を設定したのは初。公契約条例を高知市から他の自

払を義務付ける「
公共調達条例」
改正案を賛成多数で可決しました。県

務、全ての指定管理業務に労働報酬下限額を定め、事業者に適正な支

９月２６日、高知市議会は市の発注する公共工事の一部や清掃委託業

賃金へ
転嫁され、 ここ数年で労働

によって、 価格低下分は労働者の

定されておらず、競争入札の激化

く組合員がいますが、県が発注す

合には、県の施設の清掃委託で働

県労連に加盟する高知一般の組

最低賃金の引き上げも同時に必要

要であるという認識が広がっていま

も変 わらな
れる事によって

労働条件確保が社会的価値に

な一歩となります。

高知市「労働報酬下限額」を設定
労働者守る公契約条例に改正される

い。未組織労働者の組織という点
今後は労使協
議によって賃金水準が決まるように

れる条例には、 「
労働者の適正な

者の賃金は最低賃金ギリギリまで引

医労連 杉内代議員

で相談センターへ
の期待は大きい。
なる。力関係で負けないよう奮闘

安い＝良いという認識からの転換

寄せられる相

相談センターを全県に広げていくた
する。また、職場ではパワハ
ラ問題

労働条件を確保すること等の社会

円以上の工事の請負契約、 ５００

公共調達条例は、１億５０００万

条例の制定とともに、最低制限価

き下げ続けられています。公契約

人の理事しか

労連からは１

請結果を、 県労連も加盟する国

る要請を行ってきました。 その要

場確保や公契約条例の制定を求め

県労連では、毎年秋に、雇用の

本来、市が直営で行ってきた業務

で下限額を決定するとしています。

がら、熟練度等を勘案して委員会

れる生活保護基準」
を参考としな

管理については、「
高知市に適用さ

務単価」
を、業務委託契約や指定

も、公共工事は「
公共工事設計労

実際の労働報酬下限額について

めます。

公契約条例を広げる取り組みを進

知市だけでなく、 全県の市町村へ

追求をしていきます。 そして、 高

交渉で、公契約条例の制定について

へ
の要請や国民大運動での副知事

県労連では、１１月に予定する県

にした運動が必要です。

格の設定などの入札制度の改善と

もに、７条に「
労働報酬下限額」
が

となります。高知市が行う多くの

委員会ではなかなか前進しない。

事業に適応されることとなりま

安全衛生委員会を活性化し、 対

と改善されました。自治体から官

最低賃金の大幅引き上げをセット

策を講じていきたい。

製ワーキングプアを出してはならな

す。

定められ、「
理念条例」から具体 万円以上の建物清掃委託業務、
的な規程を定めた「
公契約条例」
へ そして全ての指定管理業務が対象

る清掃委託には最低制限価格が設

最低制限価格の設定と

す。

めにも、限定的な財政措置ではな
が増加している。しかし、苦情処理

そのためにも、各組織・
個人へ
賛助

金の協力をお願いしたい。

年金者組合 竹村代議員
年金削減中
執行部 中根副委員長

いという世論が形成された結果と

り切る。 それ

出ていない。県

民大運動の副知事交渉へ
積み上げ

をアウトソーシングしたものについて

現在、 労金

によって、安倍

労連からの理

ています。 昨年の交渉では、 県は

は、特に業務品質の維持や向上が

国 で２７万

政 権 へ退 陣 を
突きつけるとともに、 自分たちの

事を増やすと
共に、友の会や生協からの理事を

「
民と民の契約に介入できない」と

求められており、それを担保する

言えます。

よって、 統一戦線を大きくしてい

増やすように求めている。高知県

する従来の姿勢は崩さないながら

には２８人の理

きたい。安倍内閣の亡国へ
の道は進

は、「
推進役」を置かず、推進委

も、公共事業に従事する労働者の

ためにも、労働条件の最低基準の

事がいるが、県

んでいる。それと同時に、私たち

員会が奮闘している。組合員の身

賃金については、 調べたいという言

設定が必要としており、公共事業

筆、 高知で２

の闘いが大きくなっている。近年、

近な相談者として、 労金活動を

葉を引き出しました。高知市の公

３００筆 をや

若者が立ち上がり、 国会を包囲

推進していく必要がある。

自信へ
とつなげていきたい。それに

する姿を見て、 大変勇気付けら

県交渉 ・国民大運動での要求

止の請願を全

平成２７年の１０月から施行さ

く、安定的なものにしていきたい。

的価値」という観念を加えるとと
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県労連ＨＰへゴー！

ＨＰを見るのも
組合活動(^_^)v

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。

当選 者の 発表

１６６号の答えは「ヒガン

バナ」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）

さん

佐藤 まや さん

中川 亮
（自治労連）

近くの中学校もここ数日、朝５時過ぎに校長先生が出勤されていま

森本 健一 さん

○ 「教育署名」 スタート集会の記載、 興味深く読みました。 自宅

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

す。 自治労連 （Ｋ･Ｍ）

（自治労連）

○農協職員に対する県労連活動のＰＲの場面が必要だと思いま

ル）
締め切りは１１月７日

人間関係が一番。 自治労連 （Ｍ･Ｓ）

ＮＯ．１６７

までとなります。

○教員の病休者の数にびっくり！！どこの職場も大変なんですね。

沢山のご応募ありがとうござい

てられないですね。 高教組 （Ｈ･Ｏ）

連
【 事務的な関係でカードの発送

が211円も格差があるなんて。本当、全国最低の賃金制度。やっ

労

ました。機関紙の感想などがあ

○東京と高知、 物価がそう違うわけではあるまいに。 最低賃金

ればお願いします。

おたよりの紹介

県

が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
】

⑦ゴルフでアウト で撃ってさ

カギを解き二重枠の文字を しょ ④無理が通れば引っ込
並べてできる言葉は何でしょ む ⑥秋刀魚 ⑧特別に安い

それを――が鉄砲

値段 ⑨準備万端、――なし

リー ⑤いんち し。 ――射撃 ⑯

う？

首都はニューデ 馬鹿力 ⑭おどか

⑪妻と子 ⑬こんなの○○

の口 ⑮○○一つない空

に立ち寄る ③ ―― ⑫○○場の

【
タテのカギ】①恋○○、溺

○○ ②見渡せる範囲。――

の対 ⑧真打 ⑩

①その○○で店 財布――、 貿易

き。 ――博打

良好 ③いつやるの？○○で

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１４年１０月１０日

大門みきし参院議員迎え

くらしと経済を守る道を語る
◇１０月２５日 （土） 13:30 ～
◇高知県立大学 （203 号 2 階）
◇資料代 300 円

消費税 10％NO！！

す ...。 環境改善が必要ですね。 自治労連 （Ｓ･Ｔ）

アベノミクスを斬る！

○日本会議国会議員懇談会が、男女共同参画に反対していると
いうことに驚きました。また、会議に女性活躍相が加入している？
とても矛盾を感じました。 自治労連 （Ｃ･Ｓ）

主催 ： 消費税をなくす高知県の会、 消費税廃止
高知県各界連絡会、 高知県商工団体連合会

川柳コーナー

毎朝の 花子とアンに ごきげんよう

（
高橋 狸）

秋風で スイレンさざめく モネの庭
（
高橋 狸）

競泳 にビンビ！とはしゃぐ我が息子
（
牧師）

敗け見込 外堀埋める 秋の陣
（
源 朝光）

時事川柳を募集中！

「海猿」が 「うちなー」を狩る辺野古海
（
源 朝光）

まもろう平和☆なくそう原発
in こうち
【日
【時
【場
【内

程】
間】
所】
容】

１１月２４日 （月･祝）
１０ ： ３０～
高知市中央公園
１０ ： ３０～ 開会集会
１１ ： ２０～ デモ行進３コース
１２ ： ００～ マルシェ
１２ ： ３０～１５ ： ３０ライブ＆トーク

主催 ： 原発をなくす高知県民連絡会、 郷土の軍事化に
反対する高知県連絡会、 憲法懇談会

