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憲法を暮らしと職場に

中央委員会でもう１つのテーマと

なったのは、安保関連法案 （
戦争

高知は１３位。高校

新卒者の自衛隊
「２士」

と「時間額１０００円、日額８００

上、 時給１５０円以上」の賃上げ

中央委員会では、
「月額２万円以

返していました。自治労連では、こ

１ヶ月雇われるということを繰り

は隣の自治体で次の月からまた１

１１ヶ月で雇い止めとなった労働者

当たり前のように行われています。

は、安保関連法案廃止の一点共闘

地で憲法を守り、安保関連法の廃

に、四万十市や須崎など、県内各

対の声には全く耳を傾けない姿勢

可決しました。憲法違反の声や反

隊を派遣する安保関連法案を強硬

メリカと一緒になって世界中に自衛

相は、国民を守ると言いながら、ア

２％を占める。 これらのことから

いることが報告されました。
２７％を占めているが、 高校新卒
７月に開催される参議院選挙で 「２士」入隊者数を見ると全体の５

止をめざす組織が立ち上げられて

著者は、
「自衛隊へ
の入隊者は明ら

位１５道県は高校新卒者数の全国

知は２位）に入っている。貧困率上

道県が貧困率で上位１５道県 （
高

▲この入隊率上位１５道県の内１０

０・４４％ （
いずれも２００７年度）

１位は青森の１・１６％で、高知は

的徴兵制』という本に載っている。

者総数）を調べた全国
順位。布施祐仁氏が著した『経済

入隊率 （
入隊数／卒業

０円、月額１７万円以上」へ
の引き

の雇用中断の問題を大きく取り上

を地域でどう広げていくかが大き

法）廃止の取り組みです。安倍首

上げの要求を決定しました。

げ、組織化を前進させ、その取り

２月２１日、県労連は第３０回中央委員会を開催し、２０１６年の春

今春闘は、①「職場の大幅賃上

組みは全県に大きく広がろうとし

な課題です。春闘と戦争法廃止の かに貧困率が高い地域に偏っている」
取り組みを車の両輪として地域へ と指摘▲自衛隊は、自衛官募集に

的な根拠はありませんが、非正規

織しました。自治体の多くで、法

働く非正規労働者を５０名以上組

自治労連では、ある市の保育所で

が、 組織拡大についてです。 高知

中 央 委 員 会 で多 く語 られたの

組織拡大を前進させよう！

均等待遇の実現で

ことを実現させる春闘です。

地域で２０００万署名を推進する、

院選挙での勝利を目指し、職場と

関係を変える」春闘の展開。参議

的な共同を作り出し、「社会の力

上げ」運動、③戦争法廃止の国民

の制定による
「社会的春闘による底

れています。

求を前進させていくことが求めら

押し出し、組織拡大とともに、要

非正規労働者の均等待遇を前面に

不可能です。２０１６年春闘では、

大幅賃上げや地域経済の底上げは

等待遇の実現なしには、労働者の

れる非正規労働者の処遇改善や均

雇用の調整弁・
人件費抑制に使わ

差と貧困が拡大し続ける中では、

労働者が２０００万人を超え、格

取り組みを進めています。非正規

遇改善、均等待遇の実現を進める

会」を結成し、非正規労働者の処

規の均等待遇を実現する高知の

県労連は、 昨年１０月に「非正

う。

く や｢り切る 春｣闘を突き詰め、職
場と政治の転換を勝ち取りましょ

かし、 それで 諦｢める春闘 で｣はな

題は決して少なくありません。し

幅な賃上げを勝ち取る番です。課

した。次は私たち労働者の力で大

ためだけのものでしかありませんで

ルダウン論」
は大企業を儲けさせる

きませんでした。自民党の
「トリク

と労働者の生活は一向に上向いて

上げる一方、中小零細企業の経営

や｢り切る 春｣闘で前進勝ち取ろう
この間、 大企業は空前の利益を

ましょう。

一歩足を踏み出す取り組みを進め

らない。 （
石）

動きにも注視していかなければな

も、青年に忍び寄る“
甘い“
勧誘の

外での戦死者を補うため、 子ど

けている。 近い将来予想される海

力してもらえるよう地道に働きか

間関係を構築、 自衛官募集に協

校訪問をくり返し、教職員との人

拓の仕方を研修した広報官が、学

段階に分け、各レベルに合わせた開

ている。高校のレベルを偏差値で１０

される中、
「学校開拓」
に力を入れ

拓」と呼ぶ。少子化や安保法制の

学校の協力を得ることを「学校開

手▲貧困対策と合わせ、こうした

影響で自衛官募集の厳しさが予想

労働者の１１ヶ月雇用という運用が

２０１６春闘方針

争法廃止の闘いとそれらと連動した組織拡大の飛躍を目指します。

労連加盟が承認しました。県労連への期待が広がる中、春闘勝利、戦

闘方針を決定しました。新たに「ＮＨＫよさこい労働組合連合会」の県

げを勝ち取る」春闘の再構築、②

ています。

針路

最低賃金の引き上げや公契約条例

県労連への期待を組織拡大に！

ＮＨＫよさこい労連が新規加盟

県労連
中央
委員会
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野党は共闘！高知･徳島で統一候補誕生
参議院選挙の勝利で戦争法の廃止を！

３月９日、徳島市内で高知憲法アクションとオール

挙に関する合意確認書」
の調印式が行なわれました。

候補者の大西聡さん （
弁護士）との間で、
「参議院選
づき、選挙協力を行い大西聡氏の

氏と両県市民団体との確認書に基

会党の間で協議が行なわれ、大西

徳島、そして参議院「高知 ・徳島」選挙区の無所属

高知、 徳島からママの会や若者グループ、勝手連な
当選を目指すという確認書が交わ

みにじられ、日本の若者が戦地で

大西さんは、「憲法が乱暴に踏

んの必勝のために全力を尽くしま

んに引きつぎ、選挙区での大西さ

た期待や支持をしっかりと大西さ

とになりましたが、私に寄せられ

「私は比例候補者として活動するこ

つけ、 大西さんに花束を手渡し、

共産党の三ヶ尻亮子さんも駆け

内閣打倒のための政治的基盤をつ

０００万署名は戦争法廃止、安倍

れた。同実行委員会が提起する２

「総がかり実行委員会」が結成さ

に置いておいて大同につくことで

閣へ
の危機感を共有し、小異は横

講演で小田川議長は、 安倍内

九条の会、県労連の共催です。

近くが集まりました。県革新懇、

進 ・学習交流会」を開催し７０名

議長を迎え、「２０００万署名推

２月２７日に全労連小田川義和

「国民大運動高知県実行委員

告しました。

し、必勝に向けた態勢に入ると報

れば３月上旬に両県で記者発表

の候補者統一問題について、 早け

院選挙における
「高知・
徳島合区」

く高知における運動の特徴と参議

田口委員長から全国の先進を行

進させられるかが課題です。

の取り組みを全地域でどれだけ前

訪問も積極的に行われており、こ

われました。地域によっては、戸別

取り組みや決意を込めた発言が行

その後、１２の各団体・
組織から

殺され、 他国の若者を殺す事態

くる署名であり、「あれこれの署

会」の畑山事務局長が、県下の現

参議院選挙勝利の方程式

会見後には、高知、徳島両県の
学習交流集会に７０名
民主党、共産党、社民党、新社
２千万署名が未来を開く

ど多くの支援者が駆けつけました。

に直面しています。 何としても止

名」とは位置づけを異にする、と

されました。

めなければならない。 そのために

在の到達は約３万筆。これは平和

す」と激励しました。

は野党が結集し、参議院選挙で勝

ください。

で必要な方は、県労連までご連絡

※講演会の「音源」がありますの

をしました。

いも語りあい、更に突っ込んだ交流

懇親。裏話を含め、それぞれの思

集会後、 小田川議長を囲んで

うと閉会のあいさつを行いました。

戦争法廃止、安倍内閣を打倒しよ

し合いながら２０００万を達成し、

字。お互いの運動も交流し、励ま

運動センター系の署名を含まない数

強調しました。
利しなければなりません。戦争法
を廃止し、 日本に立憲主義を取
り戻すために決意しました。必死
の決意で頑張ります。これからも
力強いご支援をお願いします」と
力強く決意を語りました。
各党代表や高知憲法アクション、
オール徳島、そして参加した市民
団体の人たちからも決意が語ら
れ、
「いよいよスタート台に立った、
これから必勝に向けて頑張ろう」
という決意がみなぎった会見とな
りました。

全国一斉 労働相談ホットライン
県労連と須崎労連の２カ所で実施

市の須崎労連事務所で行いました。

では高知市の県労連事務所と須崎

ホットラインを実施しました。高知

３月３日、 全国一斉労働相談

ています。皆さんのご家族や友人

らう取り組みがより一層求められ

労働相談センターを広く知っても

氷山の一角と思われます。 高知

どで指導には限りがあり、 これは

あるはずです。

談を受けたいという需要はたくさん

ているので、 須崎地域にも労働相

を聞くと、みんな大変な中で働い

須崎労連の執行委員会などで話

体制づくりをしっかりとやらなく
てはと感じた１日でした。

でした。しかし、監督官の不足な

是正結果」は、 １４２億５千万円

人や医療生協などにも呼び掛け、

ど土佐清水労連はもちろん、新婦

れた土佐食労働組合や高教組な

会が開催されました。昨年結成さ

３月９日、土佐清水で春闘学習

をもらえた学習会となりました。

ことについて交流し、お互いに元気

た。労働組合や民主団体が地域の

らなかった」等の声が上がりまし

食でそんな働き方があったとは知

１７名が参加しました。 同様の春
闘学習会は、 嶺北や須崎でも開
催されています。
学習会では、県労連の牧書記長
を講師に情勢などを学習したの
ち、 各職場や民主団体の取り組
みを交流しました。中でも、土佐
食労働組合の取り組みには、地域
団体の方も初めて知ったことが多
く、
「土佐清水で一番元気な土佐

労働相談センター通信

月号

いう従来からの「ブラックな側

まで働いている。 残業代は定額

相談総数は１月が１３件、 ２

面」と同時に今回は、
「人手不

（
前回から相談員が交代で記事

月が１０件でした。 男性９人、

足」
が背景にあるのではないかと

で４万円。 日曜しか休めない

女性１４人。２、３０代が３人、

感じました▲２月２１日の県労

を書くことになりました。 前

４０代が４人、５０代が３人、６

連中央委員会でＮＨＫよさこい

等。 労働基準に対する知識不

０代以上が５人。 意外と中高

労連の加盟を承認しました。同

回は労働相談センターの樫原事

年の相談が多い状況です。相談

労組は、ＮＨＫの受診料の集金

足、または順法精神の希薄さと

内容は解雇・
雇止め５人、社会

や新規契約などの業務を担う

されている。朝５時から夜七時

い。朝は押すが帰りは勝手に押

が、 全く残業代が支払われな

タイムカードはあって押している

払いの相談が多かったことです。

は残業代や休日出勤手当の未

合計２０件の相談。今回の特徴

連事務所の２カ所で行いました。

今回は県労連事務所と須崎労

談ホットラインを実施しました。

▲３月３日には全国一斉労働相

さんの紹介も多くなっています

えています。中高年の方は議員

労連のＨＰを見てという方が増

ネット９件となっています。 県

知人の紹介が４件、 インター

さい。（
田口朝光）

今後、各人の個性にご期待くだ

かされました▲このコーナー、

代は全て自前。過酷な実態に驚

以上。佐川は２９キロでカソリン

す。 交通費が付くのは３０キロ

居場所さえ把握されてしまいま

るため、局で見ようと思えば、

ＧＰＳ機能付きの端末を持ってい

（
労働）時間も追及されます。

成績を上げるため、個別の稼働

用状態にあります。 局全体の

新が行われないなど不安定な雇

マが未達成であると、契約の更

理なども行われています。 ノル

が課せられ事実上の稼働時間管

４件、労働時間 ・休憩２件、パ
労
働
者
で
作
る
労
働
組
合
です。形
ワハラ４件。相談の契機は団体・ 態としては請負ですが、
「ノルマ」

保険２件、 労働条件切り下げ

務局長でした。）

３

めて労働相談ホットラインに参加し
ました。９時に始まったとたんに４
件たて続けに電話があり慌てまし

高知会場には１６件の電話相談、
の中にも相談窓口を知らない方が

知らせて知名度を上げるととも

た。

須崎会場には４件の電話相談が寄
いるかもしれません。

よる指導監督による
「不払い残業の

２０１４年度の労働基準監督署に

て、相変わらず多いのが
「パワハ
ラ」
地域各地で春闘学習会を開催
など人間関係の相談でした。
職場と地域つなぐ地域労連の活性化を！

働相談センター通信に記載）そし

もっと須崎労連の存在を地域に

せられました。残業代の未払いな
須崎労連書記長 八木敬三郎

に、ふだんから相談を受けられる

き方は、全国同様に高知県でも広
３月３日に須崎労連としては初

ホットラインに参加して

がっています。（
具体的な相談は労

どの相談も多く、
「ブラック」な働
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○毎月１９日には、憲法を守れの声をあげていきたいと

思います。 高教組 （Ｓ･Ｙ）

川柳コーナー

報道でコトシ ヨウキク琴奨菊

時事川柳を募集中！

源朝光）
（

アベすぎる豊かな国のアベ・ジョンウン

（源朝光）

犬を越え猫ちゃん天下でネコ・バウワー

高橋狸）
（

ハルう らら今 日 も８時 にあさ が来 た

高橋狸）
（

詳しくは、県労連ホームページを！
｢ 高知県労連｣ で検索できます。

労働相談は０１２０－３７８－０６０へ

当選 者の 発表
１８２号の答えは「チョコ
レート」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）

高橋 理 さん
武井 美冬さん
（自治労連）
地部田 由美 さん

方にチョコレートをあげました （笑） 全労働 （Ｓ･Ｙ）

クロスワードパズル
図書券プレゼント

《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
を記入の上、
県労連書記局
宛にお送り下さい。
抽選で３名様に図書カー
ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。
（全労働）
※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

対

ル）
締め切りは４月６日ま

は急げ ⑩誠

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

こと ⑯素人の

でとなります。

バレンタインデーには、 主人に内緒でお世話になった

都合上、図書カードの発送が遅れ
る場合がございますので、ご了承
ください 。

を切る ⑧○○

中央公園
○このまま戦争の無い平和な国であって欲しいですネ！

④東京都経営の路面電車――

鑑賞するする

カギを解き二重枠の文字を

⑦知らぬと○○

5 月 1 日(日)
おたよりの紹介

荒川線 ⑥用件等を人に頼む

⑭月を眺め
舶の乗組員

並べてできる言葉は何でしょ

こと ⑧後期の対 ⑨――は流

の上にも三年

う？

③灯り ⑤船

【タテのカギ】
①額にして○○

流、仕上げをご覧じろ ⑪切

ます ⑫○○

して働く ②漢字で綴った詩

ること。 テープ―― ⑬赤勝

①○○の他人

て、○○勝て ⑮ミステーク
に――に存じ

③壬申の○○、応仁の○○

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】
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