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日経、 産経、 共同の
世論調査でも安全保障

％。しかし自公は、６日に沖縄、埼

法案を違憲と考える国
民 は、 ６６％ から ６７

６月２４日、県労連は全労連の第２次最賃デーに呼応し、県内で時

る。 （
田口）

の「
安倍内閣へ
の違和感」が共鳴し
（ふるえ） 合 えば廃 案 に追 い込 め

なくてふるえる」
。 それぞれの立場

は、 兵役とのセット。 「
戦争したく

も立ちあがり出した。 選挙権の１
８才以上化のもう一つの世界標準

人以上が反対声明。 学生や若者

い込もう」と▲全国の学者８０００

り合おう 。 戦争法案 と労働 者派
遣法改悪法案をまとめて廃案に追

を再び戦場に送らない、 若者から
未来を奪わない。 この点で手を握

時に過去のしがらみ、 いきさつにと
らわれていては始 まらない。 若者

戦
｢ 争させない、 戦争に行かない
憲法アクション iこ
n うち の
｣集会で
私は連合高知のみなさんに呼びか
けた。 「
異次元の戦争内閣と闘う

を薄める演出として使おうとした。
しかし、 結局強行へ
▲６月２８日の

廃案を求めるべき。 自公は当初、
この維新案を 「強行採決」の印象

案は政府案を真っ向から否定する
もの。 本来なら修正協議ではなく

案」。 憲法学者も合憲の 「
お墨付
き」
。 しかし、 腑に落ちない。 維新

た」と、 １５日に衆議院の特別委
員会で採決する方針▲維新の 「
対

玉の地方公聴会、 １３日に中央公
聴会。 これで採決の条件は 「整っ

最低賃金の大幅引き上げを求め
第２次最賃デーで世論へ大きく訴え！

高知
県労連

針路

給１０００円以上を求める宣伝と地方最低賃金審議会の使用者代表であ
る経営者協会との懇談を行い、地域経済の状況やお互いの考え方につい
て意見交換を行いました。また、帯パラ下で座り込み宣伝を行いまし
た。

発言している。今や最低賃金の大

としても労働組合に入っている』と

あまりにも低すぎる最低賃金の

幅引き上げは世界の常識だ」と、

はりまや橋交差点宣伝
大幅引き上げの第一声は、はりま

もちろんあるが、個別事業所の支

先進国の中でも特に低い日本の最

払い能力ではなく、高知県全体の

低賃金の引き上げを訴えました。
経営者協会との懇談では、川村

ことで議論しなくてはならない。ア

や橋交差点で挙げられました。県

専務が対応しました。 「
賃金を上

労連の牧書記長は、全労働者の４
規労働者の内、 １１００万人もの

げて雇用が無くなってしまえば元

経営者協会との懇談

労働者が年収２００万円にも満た

割、 ２０００万人にものぼる非正

ない「
働く貧困層」
と言われるワー

メリカは最賃引き上げで地元企業

引き上げと全国一律の最低賃金制

も子もない」
という従来の姿勢でし

度は、地域経済 ・都市部との格差

キングプアであることを挙げ、最低
がり続ける格差と貧困を縮小する

が元気になった。最低賃金の大幅

ことが必要であると訴えました。

是正の面からも高知にとってむしろ

たが、「
厳しい経営の個別事業所も

そして、その為には、政府による中

プラスになる」
との立場で懇談を行

賃金の大幅引き上げによって、 広

小企業対策が必要不可欠であるこ

いました。

務局長と懇談を行い、最低賃金の

表を務める、連合高知の市川副事

２６日には、審議会の労働者代

とを強調しました。
アメリカでも大幅賃上げの動き
田口委員長からは、、日本政府
がさまざまな面で手本としているア

金額を考える際には、生計費を中

心とした議論が必要であることを

３次の行動を計画しています。

た。 県労連では、 ７月２２日に第

共通の認識として確認し合いまし

デモ行進の様子

メリカを例に挙げ、「
アメリカで巻
き起こったファストフードでの賃金引
き上げの運動によって、オバマ大統
領も『
最低賃金の引き上げが必要
であり、もし自分がその立場だった

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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には本会議での成立を狙っていま

会で法案を通し、 その翌日の１６

政府は１５日に衆議院特別委員

狙われることは目に見えています。
なぜ成立急ぐのか

となっています。 そのために 「
６０

束演説も強行採決へ
踏み切る理由

音です。米上下院合同会議での約

そして 「
今しかない」というのが本

あり、「
なにがなんでも通したい」
、

策であることは、 この間の内閣を

く、 大企業やアメリカのための政

活 ・平和といのちを守るのではな

案」
、 どちらも庶民のくらしと生

質です。「
アベノミクス」と 「
戦争法

優先させる、これが安倍内閣の本

分の悲願、アメリカとの約束を最

強行間近の 戦｢争法案 ！｣
国民の声を無視する政府
政府は１６日にも 「
戦争法案」と大きな批判を受ける安保法案の強
す。 国民の大きな反対を押し切

日ルール」を可能とする早期の採

と言いながら、何も変わらないと

法解釈を変える閣議決定を行った

情勢、国際環境が変わったから憲

釈の基本は変わっていない」
。国際

変わっていない」
。「
現行憲法の解

小林慶大教授、維新推薦の笹田

の長谷部早大教授、 民主推薦の

審査会の公聴会では、 自公推薦

ソ」です。６月４日の衆議院憲法

憲法違反ではないという 「大ウ

２つ目は、集団的自衛権行使は

特別委員会でも阪田氏、宮崎氏

直接攻撃されていない場合にも密

が、取り払われています。日本が

海外で武力行使はしない。 これ

た時だけに武力行使をする、 ②

ました。 ①日本が直接攻撃され

行使に関わって２つの制約があり

解釈も国際的に通用しません。い

力行使と 「
一体化」しない、との

現場」以外での「
後方支援」は、武

す。後者は「
武力行使」
。「
非戦闘

は国際的には、「
兵站（
へ
いたん）
」
で

「
後方支援」と 「
武器使用」
、前者

自概念を用いての 「
大ウソ」です。

３つ目は、国際的に通用しない独

に自治体が巻き込まれ、戦争に

加担することは許されない」
と政

６月１５日、衆議院憲法審査会

い条項であり、安易に変えるべき

た。そして、「
９条は規範性の高

府が進める安保法案を批判しまし

地方公聴会が高知市で開催され、

集団自衛権の行使を可能とす

ではない」「
必要なのは、目の前の

る安全関連保障法案には、岡田

現実から出発して、憲法の内容

陳述人は筒井執行委員長を含

准教授ら５人が、「
憲法９条の枠

高知県労連から筒井敬二副執行

め、土倉啓介さん （
自営業）
、竹

を超えている」「
違憲」など反対

委員長 （
高知自治労連執行委員

田昭子さん （
主婦）
、岡田健一郎

または否定的な見解を示し、う

に近づけていく努力ではないか」

さん （
高知大学准教授）
、尾﨑正

ち一人は集団的自衛権を行使す

長）が陳述人として意見を述べま

直さん （
高知県知事）
、佐野円さ

訴えました。

ん（
翻訳業）ら、四国在住の６名。

るため憲法改正を求めました。

ではないか」
、「
憲法を改正するこ

範囲を踏み越えている。憲法違反

筒井執行委員長は、「
９条の許す

認しました。知事の発言は、自民

使は可能」と安保関連法案を容

法９条内での集団的自衛権の行

も自衛が目的」とした上で、「
憲

しかし、尾﨑知事は 「
あくまで

となく、憲法の枠を超えてどんな

党との発言と変わらず、知事の

と指摘。 「
時の政権が起こす戦争

言えます。

ば、立憲主義が根底から揺らぐ」 現在の立ち位置が鮮明になったと

ことでもできてしまうようになれ

した。

傍聴席には約１００人が集まりま

した。

衆議院憲法審査会公聴会
県労連筒井副委員長が発言

見れば明らかではないでしょうか。

決が必要なのです。

嘘をついています。何も変わらな

早大教授の３人の大御所憲法学

何が何でも通そうというところか

の元法制局長官が、 「
違憲」「
逸

接な関係にある他国が攻撃された

ざ戦闘となれば、 前線部隊の生

国民へ
の十分な説明よりも、 自

り、 衆議院での成立を目指すの

ければ、 変えなければよい、 と

者が、違憲だと明言しました。６

ら、多くのほころびが出ています。

だけで武力行使ができる。（
日本

命線と言える兵站 （
後方支援）が

脱」だと明言しました。

の）周辺事態の概念を取り払い、

昨年の７月１日以前は、 武力

中東にまでも行って武力行使をし

か ・・・それは安倍首相の念願で

行採決を狙っています。国民の反対を無視する政府の思惑と 「
戦争法

ます。 非戦闘地域という概念も

当然なります。 「何も変わらな

月２２日、 衆議院平和安全法制

なくしました。

い」
と国民を安心させて戦争法を

う「
大ウソ」
。「
“
専守防衛”
は何も

１つ目は、何も変わらないとい

安倍首相の３つの「大ウソ」

案」ストップの闘いについて考えます。
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戦争をさせない！戦争に行かない！

も成立させるという横暴さの表

ご覧頂き、７０年間歩み続けてき

させていきましょう。

た平和な日本からの転換をストップ

戦争法反対、 戦争法は憲法違

れ。

主催：高知憲法アクション

反対の声をさらに大きく！

国民 ・県民の声を1つにし、 この暴走をストップさ

反の国民世論に押され土俵際まで

県労連では、６月には流し宣伝、

産業別組合の役員がそれぞれの立

強行採決が狙われています。

追い詰められた自公が、都合のいい

ように土俵を１．５倍以上に広げた

ようなもの。」と国会延長をして

まで戦争法案を押し通そうとする

安倍内閣を批判しました。

７月にはスポット宣伝とビラ配りな

場から戦争法案の問題点などを指

戦後の平和国家からの大転換となる 「戦争法案」

戦争法案成立までの期限がせまる中で、安倍内閣は維新の取り込みな

ど、さまざまな手段を使って、法案の成立を狙っています。そのよう
な動きに反対し、高知県内でも大きな反対運動が次々と起こっていま
す。戦争立法反対の大きな共同を今後もさらに広げていくことが必要
です。

開かれました。 元記者、 憲法学

ど、 戦争法案阻止の訴えを世論

まだ声は上げられる！
各地で宣伝を実施！

者、弁護士、元裁判官の方々、連
戦争立法反対 早･朝宣伝を実施
６月２４日、７時５０分から県庁

摘し、 反対の声を上げています。

化すべく取り組みを進めています。

弁士が登壇し、戦争法案反対の声

前交差点で「
戦争立法を廃案にせ

平和委員会、こうち９条の会など

合、県労連、平和運動センター、

６ ２･８憲法アクションに１５００人
６月２８日、 高知市中央公園で

戦｢争させない、戦争に行かない
憲法アクションｉｎこうち の｣集会が

を上げました。政党では、民主、

抗議の打電 ・ＦＡＸを！

よ」
の宣伝行動を行いました。組合
員１０名が参加、 ＲＫＣ高知放送

共産、社民、新社会が決意を披露
しました。

争をする国ＮＯ」
の声を議員へ
届け

１５日にも、衆議院特別委員会

ましょう。 その方法としては、 ①

が取材に訪れました。田口委員長

田口委員長は、 「
本来であれ

県内選出の自民党議員へ
手紙やＦ

県労連からは田口委員長が決意

ば、 今日が第１８９通常国会の閉

ＡＸで抗議を行う、②特別委員会

での採決と本会議での成立が狙わ

会日。会期末３日前の２２日、自

の委員へ
要請ＦＡＸを送る、③地域

れています。「
戦争法案ＮＯ！」
「
戦

がらみ、いきさつにとらわれていて

民党、公明党で９５日間の戦後最

がマイクを握り、 通勤途上の市民

は始まらない。若者を再び戦場に

長の会期延長を決めた。これには、

で開催される集会などへ
参加する、

表明を行いました。田口委員長は

送らない、若者から未来を奪わな

④職場や知り合いと 「
戦争立法」

のみなさんに訴えました。

い。この点で連合高知と高知県労

民主、維新、共産、社民、生活

や現在の安倍内閣について話をす

「
今をおいて闘うときはない。異次

連が手を握り合おう。 戦争法案

の党の野党５党がこぞって反対し

元の戦争内閣と闘う時に過去のし

と労働者派遣法改悪法案をまとめ

る、などさまざまな方法がありま

県労連ＨＰにも現在の情勢や考

自公は、安保法案を国民に丁寧

た。
に説明するためだと言っているが、

え方を記載していますので、 是非

せましょう！

丸の内緑地

■ところ: 高知市

は１５日には、 特別委員会、 １６日には本会議での

７月１６日(木) 1８:00～

■と き:

て廃案に追い込もう。安保闘争の
阻止の先頭に立とう」と呼びか

とんでもない。会期を異次元に伸

時のように労働組合が、戦争立法
け、 連合の折田事務局長と握手

ばしてまでも、 今国会で何として

す。
を交わしました。

戦争法案反対･高知県民集会
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クロスワードパズル

図書券プレゼント

当選 者の 発表

１７４号の答えは「ツユノ

（自治労連）

高橋 理さん

谷内 康浩 さん

（高教組）

（高教組）

島田 佳幸 さん

機関紙の感想、組合名、郵 ます。
便番号、住所、氏名、年齢 【当選者】

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。

全労連初級教育制度
｢わくわく講座｣学習会のご案内

沢山のご応募ありがとうござい

直に学ぶ姿勢

連
【 事務的な関係でカードの発送

輪し ⑧○○に

労

ました。機関紙の感想などがあ

た ⑯偉ぶらず素

ればお願いします。

⑦ 18 ○○の指

県

が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
】

は巡り１年が過ぎ

―― ⑪――離れした人 ⑬○

海の――沿い

カギを解き二重枠の文字を ず ⑥――オヤジが認めてくれ
並べてできる言葉は何でしょ た ⑧物知り―― ⑨色気より

山の○○⑭――

う？

は――抜群 ⑫他

――番組 ⑤熱

○が強い女 ⑮○○を憎んで人

おしゃべり。

【
タテのカギ】①○○の他人

⑩満塁での一発

を憎まず

①○○の祭 ③

②青息―― ③○○カツ、○

も棒にもかからぬ

○汁 ④――危うきに近寄ら

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

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

(4）２０１５年７月１０日

戦争立法に反対する
中央公園抗議行動

労働組合には入ったけど、「そもそも労働組合って？」、「何

強行される戦争立法の成立

をしたらいいの？」 という方も多いのではないでしょうか。

に反対し、 ＳＥＡＬＤｓ （シール

そこで、全労連では労働組合に入ったばかりの方や執行部

ズ）など若者が中心となった戦

になったばかりの方に、労働組合の「そもそも」について知っ

争法案反対の声が全国各地で

てもらうことを目的に「わくわく講座」という初級の学習制度を

次々と挙がっています。 高知

設立し、 高知県ではすでに８０人が受講しています。

でも若者が中心となってデモ行

下記の日程で県内統一の学習会を行います。 まだ受講さ

います。 ぜひご参加下さい。

れていない方でも結構ですので、 ぜひご参加下さい。

日程
開催時間
会場
講座内容
７月１７日（金） １８：３０～２０：００ 県教組会議室 テキスト１～２章
８月２１日（金） １８：３０～２０：００ 県教組会議室 テキスト ３章

■と き: ７月２５日(土) 10:00 ～１１:00
■ところ: 高知市中央公園
主催/ﾋﾟｰｽﾊﾟｲｵﾆｱｰｽﾞ

○戦後 70 年を迎えますが、 安倍首相の談話がどうなる

か大変気になるところです。 高教組 （Ｙ･Ｓ）
○高知県の最低賃金は非常に低いと常日頃思っています。このこ
とで余計に県外へ人が出て行ってしまっていると思いました。自治
労連 （Ｓ･Ｙ）
○ 「これだけ必要、 最低生計費」 興
味深い内容でした。 これから定年後

ＨＰも
あります

川柳コーナー

もどかしい らちが明かない 拉致問題
（
高橋 狸）

ブラックの言 い分 け強 制→ 自発 的
（
牧師）

反安倍は声にも数にも出でにけり
（
源 朝光）

時事川柳を募集中！

手を打たず暮らしの存立危機事態
（
源 朝光）

おたより紹介

の生活を考えると、 年金もどうなるか
心配です。 自治労連 （Ｓ･Ｍ）

｢ 高知県労連｣ で
検索してください

