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システムがしっかりとしているので、

活用し易そう」や 「
組合の地力を

付けるためにまずは執行部で取り

内田樹氏が 『
街場の戦

争論』の中で、 「強い現

５月２４日、全労連初級組合員教育の高知県開講式を全国のトップを

出来ず、 組合活動が見えにくく

の日は忙しく、なかなか話なども

た。高教組からの参加者は 「
普段

「
変わらない現実」
。 後者は、 偶然
性に左右されて 「
変化する現実」
。

は、 いろいろな偶 然 性 があ っても

実」
、「
弱い現実」という
提 起 を している。 前 者

切って行いました。会場は県民文化ホールの研修室。受講生 （
サポー

組む」などの意見が出されまし

ター兼務の人含め）
２３名が参加し、講座の成功に向けた意思統一を行

①何故、初級組合員教育なのか、

第一講義では、田口委員長が、

会に参加してもらったり、 Ｗｅｂも

講してない人にも呼び掛け、学習

利用した学習で力を付けよう。受

８時３０分よりわくわく講座（１

県労連では、７月１７日（金）
１

取り組み例も出されました。

ど、職場の実態に合わせた柔軟な

波及する可能性があり、 組合で

するというものではない。 しかし、

の一部。これをやってすべてが解決

級講座は、そのためにやるべきこと

組合強化の視点が重要。今回の初

持たなければならない。 運動論、

め、それを強くするという視点を

別、単組の組合活動をリアルに見つ

まとめで、 田口委員長は、 「
産

行動によって、一時金引き下げと

しました。北部ユニオンの勇気ある

の夏季一時金を支払うことを約束

が厳しいとしながらも、昨年同様

６月の団体交渉で、会社側は経営

もに団体交渉を続けてきました。

要求し、 自交総連や県労連とと

昨年同様１・５ヶ月とすることを

は春闘要求の１つに夏季一時金を

６月８日には、土佐清水市にあ

がっています。

認識にしていったことが拡大へ
とつな

めてきました。それを役員の共通

が対話をするのかまで具体化を進

の名前を執行委員会で確認し、誰

ます。県教組ではこの間、対象者

役員が対話を行い加入に繋がってい

がった参加者と同じ職場の県教組

参加で開催した、連続講座でつな

デモ行進の様子

そ。 もう一つは 「
強い運動」
。（
田）

そ。 マスコミを通じた世論誘導が意
図的 に行 われている昨 今 だからこ

れよう としている現 時 点 だからこ

「
強い現実」が、 解釈によって壊さ

力」の教授こそが重要だと考える。
基 本 的 人 権 や 立 憲 主 義 と いった

「
思考の方法論」の提示だろう。 特
定 の考 え方 ではなく、 「強 い思 考

実」である。 それを導き出すのは
個 別 の考 え 方 の提 示 ではな く 、

の教育現場の悩みも大きく工夫の
しどころだろう ▲ そこで 「強 い現

すしい。 政権与党による教育へ
の介
入も懸念されるところだが、 個々

選 挙 権 が付 与 さ れる。 それに伴
い、 「
主権者教育」の議論がかまび

実になり、 来年７月予定の参議院
選挙から新たに２４０万人の若者に

ならないという思いだ▲おりしも、
投票年齢の１８才へ
の引き下げが確

に偶然的すぎる。 今の自分の考え
方の到達点は、 必然的でなければ

ば、 ｂという 考 えになっていたの
か、 という問だ。 それではあまり

に出 会 ったのでａという 考 えになっ
た。 Ｂという人に先に出会っていれ

私が持っていた問題意識が、 明確に
提示された▲それは、 Ａという人

なっているが、夏休みなどを活用し

全労連 初･級教育 わ｢くわく講座 開｣講！
組織の強化 拡･大の推進を

高知
県労連

針路

いました。

②第一章 ・はじめの一歩を踏み出

見て貰おう」と締め括りました。

て初級講座に取り組んでみたい」
な

す、③Ｗｅｂシステムの活用法につい

～２章）
の開催を予定しています。

昨年３月に結成した自交総連北

は、ニュースを作成し、内外に知ら

北部ユニオンで要求が前進！

参加者からは、「
インターネット

て話しをしました。
続いて筒井副委員長が、公務員
労働組合のイロハ
と地域に向き合う
その後、受講生対象の第１科会

部ユニオンが春闘で大きな前進を勝

せていくことにしています。

運動について話をしました。
（
１４名）
、 サポーター対象の第２

ちとりました。
以前から、夏季一時金の引き下

分科会 （
９名）に分かれ、約１時
間討議をしました。

組合活動を強くするという総合的

いう事態を食い止めることができま

る土佐食で組合が結成されまし

県教組は、５月３０日に３６名の

県教組で連続講座を通じ拡大

な視点で取り組めば、重要な一歩

した。この実績は、北部交通だけ

た。詳しくは次号に掲載します。

げが噂をされる中で、北部ユニオン

となる。 参加者にとっても、 みん

でなく、親会社や他の子会社にも

組織強化の重要な一歩に

なで学習したり、インターネットを

レクリエーションで司会を
する 青年 部 の岡 本 部長
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伊方原発の再稼働ストップ！
松山集会に２５００人が参加
事は再稼働を認めるな！住民、県

高知県の仲間は、愛媛の中村知

み核燃料プールが飽和状態に近付い

多くの電力会社ですでに使用済

原子力発電は運用されています。

子力の推進からの転換が求められ

ています。 人類の手におえない原

６月７日、松山の城山公園にて「
フクシマを繰り返すな！伊方原発を
ました。

きくして元気よくデモ行進を行い

自覚を持って行動せよ！の声を大

ています。

民の声を聞け！高知の尾崎知事

再稼働するな！６・７大集会」が開かれました。愛媛県内はもとより

は、 原発 「
地元」の知事としての

四国３県、対岸の大分県、岡山県などから２５００人が集まり、伊方

６月２５日には、四国電力の株
四国地区協では、
９時半より四国

原発を再稼働させないの決意がみなぎる集会として成功させました。

電力本社前で再稼働反対の行動を

主総会が開催されます。全労連
集会では、ゲストとして歌手の山
高知県からは、バス２台、自家

主催/高知憲法アクション

用車１０数台で合計１２０名を超

施設を設ける場所もありません。

■と き: ６月２８日(日) 10:00 ～ 12:00
■ところ: 高知市中央公園

本コータロー氏が参加し、 代表曲

さらに、原発より西側の住民、約

権にＮＯを突きつけましょう！

計画しています。

５月２０日、原子力規制委員会

５０００人の逃げ場は、 「
海と空」

サイクルが破綻している現在、使用

憲法の上に政府を置くという憲法違反を平気で行う安倍政

える人が参加しました。

は、四国電力原子力発電所３号機

です。地震による津波や悪天候な

済み核燃料は発電所内のプールで

は紛糾しています。

である「
走れコータロー」や伊方原

の新規性基準適合性審査について、

どの複合災害となった場合、 船の

四国電力が申請した基準地震動

冷やし続けるしかありません。増

を踏まえて閣議決定を行った」という主旨の発言を行い国会

発をテーマに作曲した「
再稼働やめ

事実上の合格通知に当たる「
審査

接岸もヘリコプターの着陸もでき

である６５０ガルは、国内で計測さ

え続ける使用済み核燃料と処理で

法をいかにこの法案に適応させていけばいいのかという議論

不十分な適合審査で住民のいのちは守れない

書案」を発表しました。しかし、福

れた最大地震動４０２２ガルと比較

きる技術が開発されていないという

認識を示しました。 翌５日には中谷元防衛相が 「現在の憲

ろ」を演奏しました。

島第一原発の事故原因も解明され

ず、まさに佐田岬は孤立してしま

しても明らかに過小評価と言えま

大きな矛盾を抱えたまま、現在の

６月４日、 安保法制をめぐる衆議院憲法審査会に、 参考

生した際には、汚染水などの処理

ていない中で策定された新規性基準

います。

す。佐田岬半島に位置する伊方原

人として出席した３人の憲法学者が、 いずれも 「違憲」 との

（2011 年 9 月末時点）
電力会社名 発電所名 貯蔵割合（％）
北海道電力
泊
38
女川
58
東北電力
東通
23
福島第一
93
東京電力
福島第二
82
柏崎刈羽
79
中部電力
浜岡
66
北陸電力
志賀
22
美浜
57
関西電力
高浜
68
大飯
69
中国電力
島根
65
四国電力
伊方
63
玄海
78
九州電力
川内
67
日本原子力
敦賀
67
発電
東海第二
84

6･28 集会 & デモ

伊方原発が事実上 「
合格」

や事故時の住民避難については全く

処理できない核燃料
た核燃料を処理できる技術がない」

原発の大きな問題は、 「
使用し

触れられていないなど、 不十分過
ん。

ということです。事実上、核燃料

ぎる審査で安全性は担保されませ
孤立必至の伊方原発

発は、敷地が狭く、過酷事故が発

中野麻美さんの講演の様子

使用済み核燃料の貯蔵状況

戦争をさせない! 戦争に行かない!
憲法アクション i n こうち
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ココがおかしい 最｢低賃金 ！｣
こんな制度でちゃんと審議出来る？
①労働時間を長く算定
最低賃金で働いた場合の月額計
算を算定する際、 月１７３・８労

ました。現在は、パワハラによる

精神疾患と体調不良の二重の苦

しみで休職し、入院治療をして

の誰もが起こすような些細なミ

直接の上司 （
部長）から、同僚

会社で、７年間勤務する中で、

運輸会社で働く男性です。この

す。この相談者は、４０歳代の

で来た相談者の事例を紹介しま

談センターを探しあて駆け込ん

行き場を失って迷った末に、相

た。上司のパワハ
ラで悩み苦しみ

退職に追いやられた人たちでし

ない人や解雇通告をされたり、

うつ状態に陥って出勤すらでき

いるなどのパワハラ被害に遭い、

雇用契約違反の配置転換を強

上司からの暴言や執拗な叱責、

態や男女を問わず、 雇い主や

人、男性３人）でした。雇用形

談がもっとも多く５件 （
女性２

られました。パワハ
ラをめぐる相

５月は、１６件の相談が寄せ

です。また、パワハラ問題の解決

ず、たいへ
んな努力と労力が必要

確たる証拠を示さなければなら

ラ行為はそれを裏付けるために

能性が髙いと思われます。パワハ

らずマニュアル倒れになっている可

政指導そのものが徹底されてお

もいわゆるパワハ
ラ防止対策の行

るパワハ
ラ相談の件数の多さから

間の相談センターに寄せられて来

す。しかし、県内においてもこの

どのパワハ
ラ予防を呼びかけていま

ニュアルで、相談窓口を設けるな

対しパワーハ
ラスメント対策導入マ

います。厚生労働省は、企業に

決をめざそうとアドバイスをして

ら、自交総連加盟をして問題解

や不当解雇の疑いもあることか

ワハ
ラを含め業務に起因する労災

するとの通知が届いています。パ

ら、解雇予告手当を払って解雇

樫やん奮戦記
６月号

スを取り上げられ「
まともに仕

は、労使従属関係が日常化する

４月より発足した高知地方最低賃金審議会は、１０月に新たな最低

事ができないならやめろ」と口

中で、被害者自らが立ち向い解

います。入院する直前に会社か

要請では、あまりに低すぎる最

汚く罵倒されてきました。この

決するには困難さを伴います。

働時間を使用しています。しかし、

せ、最低賃金について審議します。

低賃金の大幅引き上げと全国一律

相談者は、軽微な出来事とはい

集団的な解決策が求められてい

実態は１５５時間前後となっており

央最低賃金審議会 （
中賃）の目安
制
度
の
実
現
を
求
め
ました。対応し
を最も重要な資料の一つとする」 た賃金室長は、 「
労働者の生活を

しかし、実際にはまず最初に、「
中

守るため、そして高知の発展に繋が

え事実の指摘に何の反論もでき

ます。そこで、パワハラ被害を事

賃金の施行を目指して審議を進めて行きます。今号では、最低賃金方

ということが審議会で確認されて

るよう考えていきたい」
との積極的

ず、精神的に落ち込む日々が

収入が大きく見せられています。

ます。つまり、最終的には中賃の

な発言がありました。しかし、審

前に防止し、問題解決をめざす

と地方最低賃金審議会での議論を中心に矛盾点などを指摘していきたい

目安にいくら上乗せをするかという

議委員の公正任命を求めた際には、

続いたと言います。さらに、運

さなければなりません。

②税金と社会保険料の控除

話になるということです。

「
局長の総合判断」
との公式回答に

搬物資の刺激臭にアレルギ 反
ｰ応
を起こし、体調を崩してしまい

（
同法第２１条）
。法律では、地方

設置され、 最低賃金に関する決

保するため、各都道府県労働局に

の他最低賃金法の公正な実施を確

号）に基づき、最低賃金の決定そ

賃金法 （
昭和３４年法律第１３７

地方最低賃金審議会とは
地方最低賃金審議会は、 最低

よって最低賃金の大幅引き上げは

かし、 実際には計算のトリックに

具体的措置が記載されました。し

は、「
生活保護との整合性」という

生活保護との整合性
０８年施行の改正最低賃金法に

もしかたありません。

向を見て答申を出したと言われて

す。

賃を使用し少なく見積もっていま

ても、生活保護受給者の実際の家

しています。また、住宅扶助につい

を使用して生活扶助を少なく算定

保護の「
級地」を人口加重平均

定について調査審議するものです

合わせて、審議会で審議すること

最低賃金法では、 高知地方最

となっています。
中賃目安を最重要視

四国キャラバンを実施し、高知労働
局へ
要請を行いました。

行っています。

翌２８日には、愛媛県に要請を

は何一つ示せませんでした。

ています。
③生活 ・住宅扶助は少なく算定

社会保険料の控除を少なく算定し

の最低賃金は、その地方の状況に
阻害しています。

連
労
低賃金審議会が地域の状況に合わ

５月２７日、四国地区協は最賃

県

四国地区協 最･賃四国キャラバンを実施

国に適用することによって、税金と

沖縄の最賃額と公課負担率を全

実際に、 高知地方最低賃金審

終始し、県労連排除であるという

これでは、 同じ最低賃金の県の動

議会は、昨年の審議の際には、全

指摘を払拭する説得力のあるもの

には労働組合がその役割を果た

国で一番遅い答申を出しました。

と思います。
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クロスワードパズル
当選 者の 発表
１７３号の答えは「チャバ

①○○を聞いて

演技

十を知る ③真

去 ・ 現在 ・

紅 ⑤犯罪行為

―― ⑫米軍

の中心人物 ⑦

○○ ⑭台風

酒を飲んで○

―― ⑯ダン

○晴らし ⑧○

ク――

前進座 南｢の島に雪が降る ｣
戦後７０年に平和を考える

今年は戦後７０年となりました。
あの戦争の記憶がだんだんと風化し、
今この国の平和な未来に不安を覚え
るようなニュースが聞こえてきます。
そのような時期だからこそ、 この高
知で前進座の戦後７０年特別企画
「
南の島に雪が降る」
高知公演を実現
し、成功させたいと「
１００人委員会」
が結成されました。
県労連では、 前進座の公演を戦
後７０年の企画と位置付け、 １００
人委員会に加わるとともに、各組織
でも平和へ
の取り組みに位置付け、
１００人委員会の結成を呼び掛けてい
ます
自らが公演を楽しむとともに、
まわりの方にも演劇の楽しさや、平
和の大切さを広めていきたいましょう。

おたより紹介

なってきました。 今年はどんな暑い夏になるのかな･･･？自治労連

（Ｍ･Ｆ）

ＨＰも
あります

○暑い日が増えてきました。天気が良いのはとても嬉しいです。熱

川柳コーナー

○もうすぐうっとうしい梅雨。 そして暑～い夏！暑さがこたえる年に

います。お茶っ葉を干しているお家を

見かける季節ですね。 自治労連 （Ｒ･

｢ 高知県労連｣ で

Ｍ）

検索してください

憲法の上に我置き戦争へ

時事川柳を募集中！

（
源 朝光）

変える前 死文化 しよう 九条を
（
源 朝光）

大丈夫 違憲 は 意見 で多数決
｢
｣
｢
｣
（
牧師）

ＭＥＲＳ予 防 マズは手 洗 いう がいから
（
高橋 狸）

○いつも楽しくクイズにチャレンジして

図書券プレゼント

国 ⑨――は繰り返す ⑪レフ

○に入った名

す。 自治労連 （Ｍ･Ｙ）

機関紙の感想、組合名、郵 す。
便番号、住所、氏名、年齢 【当選者】

（自治労連）

藤原 昌子さん
山本 美恵 さん
（自治労連）
松岡 るい さん
（自治労連）
沢山のご応募ありがとうござい
ました。機関紙の感想などがあ
ればお願いします。

う？

トの対 ⑬病気やケガが治る。

【ヨコのカギ】

中症に気を付けて夏を満喫したいで

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６月８日ま
でとなります。
【 事務的な関係でカードの発送
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強い○○で成

自然○○ ⑮さわらぬ○○に

カギを解き二重枠の文字を 口が――する ⑥物を切る道
並べてできる言葉は何でしょ 具 ⑧昔、東西に分かれていた

し遂げる ②胴上げで――に舞
たたりなし

⑩過

う ③○○を持して登場 ④傷

クロスワードパズル

【日時】７月２８日(火)①１４時～、②１８時～
【場所】県民文化ホール(オレンジホール)
【料金】一 般５０００円、大学生３５００円
中高生２０００円

《応募方法》
タケ」でした。
当選者は以下の
クロスワードの答えと、 方です。おめでとうございま

ＮＯ．１７４
連
労
県
知
高
(4）２０１５年６月１０日

