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四国ﾌﾞﾛｯｸ最賃要請

最低賃金の大幅引き上げを求
め５月１６日 ・ １７日に愛媛、 徳
島、 高知で要請を行いました。

高知県社保協総会

戦争行くより

５月２１日に高知市網の目行
進を行い、 能茶山から丸の内

緑地まで行進をしました。

景気条項を削除した上で、
「再延

０１４年１２月に国会を解散し、

針を発表しました。１年半前の２

き上げを２年半後に再延期する方

を完成させようとしています。この

憲に執念を燃やし、戦争できる国

るのかどうか。安倍首相は明文改

の創設を掲げた憲法改悪を阻止す

法９条２項の削除、緊急事態条項

人から、地方から幸せになろう」
と

期はしない」と明言した公約に反

道に待ったをかけ、 安倍一強体

いう経済政策へ
転換することです。

するものです。Ｇ７で安倍首相は、

制、自民一強体制にお灸をすえる

ことが、 第２の争点です。

ましたが、
「消費税率１０％の再延

任案を提出。 衆議院で否決され

５月３１日に野党４党は内閣不信

府」
として蘇らせることが第３の争

を目指すこと、参議院を「良識の

で政治を動かすそういう国会勢力

治に参加し、自分達の身近な要求

そして、 野党の共同で市民が政

期は、アベノミクスの失敗を示すも

点です。

県民連合高知」の一員として、無

県労連は、「立憲 ・平和 ・共生
散は見送り、７月１０日投開票の

送り出すため奮闘しています。

所属の弁護士・
大西聡氏を国政に
ります。

参議院選挙は、単独での開催とな

首相は当初懸念された衆議院の解

の」と厳しく批判しました。安倍

しませんでした。

表明しましたが、各国首脳は同意

「リーマン級の経済危機の懸念」を

６月１日の第１９０通常国会閉

ノミクスを
「中小企業から、普通の

東京から幸せになろう」
というアベ

が明らかな今、
「大企業、金持ち、

争点の１つは、アベノミクスの失敗

国民平和大行進

会日、安倍首相は夕方、記者会

の実施を確認しました。

２つ目は、安倍首相が掲げる憲

５月２０日、 社保協総会が開
催され、 自治体キャラバンなど

見を開き消費税率の１０％へ
の引

国の未来を決めるのは私たちだ！
市民が参加する政治作り出そう
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伊勢志摩サミットで来

日したオバマ米大統領は、
８年前の就任直後ノーベ

ル平 和賞 を受 賞し、 退

ろうか。 （
畑）

氏は一市民となったあと「核なき
世界」へ
向けてどう生きていくのだ

だろう。 大統領の任を終えたオバマ

用された観があると感じる人は多い

はいっさい触れられなかった▼今回
の一連の行事が現政権の選挙に利

返してほしいという 私 たちの願 い、
安倍政権にとって都合の悪いことに

くなく、 沖縄をはじめ日本中の米
軍 基 地 をなくし、 平 穏 な日 常 を

して残念ながら、 もと米兵による
沖縄 の遺 体 遺 棄 事 件 への謝 罪 は全

難」という世界一の核保有国アメ
リカの矛盾が一層鮮明になった。 そ

その反 面 、「一 人 の大統 領 の意 志
だけでは核 兵器をなくすことは困

出した「核なき世界へ
」の歴史的な
一歩といえるのではないか▼しかし

大きく報道された。 様々な意見は
あるが、 ７１年目にしてやっと踏み

国人の遺族を探し出した日本人男
性の肩を抱くオバマ大統領の写真が

どう受け止めたのだろうか▼翌日の
各新聞には、 広島で被爆死した米

た。 あの場所に立ったとき、 そこ
で７１年前にあったことをどう感じ

を守り全ての子どもたちに広げてい
く価 値 のあること」 とアピー ルし

背に「広島の子どもたちが平和に
日々を送っていくことこそが子ども

任直前、 被爆地広島で原爆の火を

針路

野党すべての共同が実現するという
そのうえで、野党４党と市民団

ず大西聡の勝利を勝ち取る」
「安

方々に知っていただこうと、 大西聡さんの応援

アクセスを

WEBサイトを作成しました。TwitterやFacebook

↓↓↓↓

すでに、県労連も県民連合の宣

伝カーで地域を回っています。
「戦

争行くより選挙に行こう！」
「参

議院選挙は大西聡！」の世論を
作っていきましょう。
財政面での支援

た政治団体です。大西聡さんの支

「県民連合」
は、私たちの手で作っ

持を広げるとともに、財政面での

支援も必要不可欠です。カンパ等

の呼び掛けも広げましょう。

６月１９日集会を成功させよう！

６月１９日に開催される「戦争

法を廃止させる１９日行動」は、

参議院選挙へ
向けた総決起の場で

す。集会後に地域での大宣伝行動
を計画しています。

後援会長の田村裕弁護士は
「私

は元々保守の人間。しかし、今の

安倍首相のやり方を観ていると危

うすぎる。黙っていられない思いで

出てきた。大西さんを国会に送り

出すために皆さんの力を貸していた

大西聡さんの日々の活動や「土佐の女の会」

政治が動く期待感！
共闘の広がりと市民の意識改革

市民統一の実現です。香川では全
戦後初めての動きとなっています。

体そろい踏みの宣伝、女性カーを

勝利の土台は、まず大西聡さん

倍政治を終わらせ、 戦争法の廃

だきたい」
と大西聡氏へ
の期待と支
援を訴えました。

【住 所】
高知市北本町４丁目４の２３ ヤングプラザビル２階

立憲 ・平和 ・共生県民連合高知

にもアクセスできます。

７月の参議院選挙に向けて、１人区となる３２区のすべてで共闘が実現

しました。国民の「戦争法反対」の声に押され、野党４党の共闘が決
まり、それを契機に全国に統一候補が広がりました。市民の意識が変

の後押しをしているのは、まぎれも

わり、政党の意識も急速に変わる中で、
「大きな山 （
政治）が動く」期
待感が高まっています。
政治を動かす２つの前進

国で初めて共産党から統一候補が
２つめは、野党の共同提案の前進

はじめとする宣伝カーでの大宣伝で

なく市民運動にほかなりません。

誕生するなど、 政党間での協力
です。 安保法制の廃止は大儀で

１つは参議院１人区での野党 ・

体制が日に日に高まっており、そ

世論の雰囲気を盛り上げます。

５月１０日、
「立憲 ・平和 ・共生

立憲 平和 共生県民連合 高知
事務所開き１５０人で決意！

す。しかし、それにはとどまらず、
介護職員の処遇改善、 児童扶養
手当の拡充、長時間労働の是正な
ど衆参で１５本もの修正案を共同
においても、大西聡氏と１２の総合

県民連合高知」
の事務所開きが行

で提出しています。この高知・徳島
政策での合意が出来上がっていま

われ、１５０人が参加しました。

の顔と名前と政策を各組織で組合

止と立憲主義を我々の手に取り戻

４野党、市民団体勢揃いで「必

員の隅々まで浸透させていくことで

す」と決意を固めました。

顔と名前と政策を浸透させよう

す。県民連合で２５万枚のビラ（
名
います。５万枚は各組織に配布し、

【ＴＥＬ】０８８ー８８５ー００２４
【ＦＡＸ】０８８ー８８５ー００３０

ぜひお気軽にご覧ください。

かるぽーと前での宣伝の様子

残りの２０万枚を県下の隅々に撒
ききり、大西聡さんの顔と名前と

などの情報も満載です！

はりまや橋交差点

前と写真の入ったもの）を作成して

丸ノ内緑地での3.19集会

政策を浸透させていきましょう。

事務所開きの様子

す。

かるぽーと前での宣伝の様子

お気軽に

県民連合高知では、大西聡さんをより多くの
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★大西聡 - 応援 WEB サイト開設★

大西聡決起集会に１１００人
参議院選挙での勝利を誓う！
６月４日、
「平和 ・民主 ・共生県民連合高知」は、かるぽーとにて大

とを確認し合いました。。

した。 戦後初めての共同の広がり

党が総結集した決起集会となりま

田忠智党首が激励と、まさに４野

ビデオメッセージで社会民主党の吉

社会党から栗原君子顧問、そして

共産党から小池晃書記局長、 新

民進党からは枝野幸男幹事長、

野幹事長は
「野党の一本化が目的

決意を表明しました。民進党の枝

そう。自由は土佐の山間より」と

選挙だったと胸を張れる結果を出

つある。戦争と独裁の道を止めた

命的なたたかいが全国各地で起きつ

本の歴史にこれまでなかった市民革

の足音が聞こえるような中で、日

関心に対して、どうアプローチして

た。若者の政治離れ、政治的な無

歳以上の投票が可能となりまし

１０日実施の参議院選挙から１８

公職選挙法の改正によって、７月

４党野党の結集で選挙勝利を！

は、
「戦争法廃止」
という一点共闘

ではない。安倍政治にストップをか

転換へ
向けて加速しています。
選挙勝利を誓う野党４党と大西聡氏

役の政治、国民の生活が向上する

法律で十分対処できる。国民が主

にした改憲には大反対。災害には

聡氏は「自民党改憲草案をベース

勝利しよう」と訴えました。大西

あらゆることをやって何としても

挙は歴史の曲がり角となる選挙。

だけでは勝てない。 ７月の参院選

ために集まった。野党票の足し算で

付けて考えるという土壌が作られ

して政治と自分たちの生活を引き

強行採決をきっかけに、主権者と

立ち上がりました。安保関連法の

ちで決める」
とＳＥＡＬＤｓの青年は

かし、
「自分たちの生き方は自分た

教育された時代もありました。し

択できず、
「お国のために死ね」と

戦時中は、生き死にを自分で選

参議院選挙では、安保関連法廃

始めています。

と選挙戦へ
の決意を語りました。

としても勝ち子供らに明るい未来 止、そして市民が主人公の政治を
を残したい。最後まで頑張り抜く」 めざす大西聡の勝利で、社会の転
換を実現させていきましょう。

実現したい。きびしい戦いだが、何

経済政策、 憲法に基づく政治を

選挙権年齢が１８歳以上に！

から、さらに広がり続け、政治の

いくかが課題となっています。

民進党枝野氏と共産党小池氏

けるため、大西さんを当選させる

共産党の小池書記局長は
「戦争

実施が決まった、参議院選挙での勝利を誓い、最後まで奮闘していくこ

西聡 ・総決起集会を開催し、１１００人が集まりました。７月１０日に
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に来るのは当たり前」
と触

「資格をもつものとしては当たり

容のものばかりです。 経営者が

あり労働時間の扱いとなるべき内

オペの準備など、明らかに業務で

の立ち上げ、薬の準備、診察や

ば、患者さんの情報収集、機器

この時間に何を行っているかといえ

時間にカウントされていません。

もかかわらず、 その部分は労働

１時間前に業務を開始しているに

ば９時出勤の場合、 ３０分から

つが「前残業」の多さです。例え

する特徴点があります。その一

メントなどが多いのですが、共通

では、解雇や賃金未払い、ハ
ラス

療や介護の職場からの相談事例

ネット１名、不明７名です。▼医

マスコミ２名、紹介３名、インター

談の契機としては、電話帳１名、

ト４名、契約３名、不明１名。相

態は正規６名、パート ・アルバイ

の相談が多い傾向です。 雇用形

で、小規模事業所の労働者から

１００人以下１名、 不明が６名

模は３０人以下が７名、３１人～

５０代４名、 不明５名。 事業規

年齢は２０代２名、 ４０代３名、

１０名、男性４名）ありました。

５月の労働相談は１４件（
女性

され、 問題解決の大きな糸

す。その点が経営者にも理解

要求の正当性を失ってしまいま

法違反を見過ごしていてはこの

営者も共有できるものですが、

患者 ・利用者も労働者も経

もあります。こうした要求は

に協力してくれたりすること

賛同してくれ、 その場で署名

くの経営者も
「その通りだ」
と

足の解消などの取り組みは多

報酬引き上げ、 マンパワー不

ります。とりわけ医療 ・介護

いて、 その内容は多岐にわた

地域住民へ
の宣伝行動も行って

同時に、 行政へ
の働きかけや

働組合は職場内の取り組みと

ス・署名などです。私たち労

労連作成のリーフ・
ビラ・
ニュー

しているものがあります。 医

行く時、要求書とは別に持参

り、その経営者と交渉をしに

ましょう。 ▼労働相談があ

働組合もチェ
ックをしっかり行い

任を明確に課しています。労

外を含む労働時間の把握の責

労働省は、使用者に対し時間

していることが多いです。厚生

始める前の準備時間」と認識

て、労働者のほうも「仕事を

れ込 んでいるのも相 まっ

前」
「患者 ・利用者のためには当

口になっています （
金子竜太）

労働相談センター通信 月号

たり前」
「仕事が出来ない分早め

６

当選 者の 発表
１８４号の答えは「シン
ニュウセイ」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】
井口 佐奈恵 さん
（自治労連）
藤田 毅さん
（私学教組）
伊藤 充恵 さん

――場 ⑦文

す有価証券

政治と私たちの暮らしを近づけよう
６月４日から５日にかけて、四国地区協

議会と労働者学習協議会が共催し、青年

を中心とした
「働くものの学習交流集会Ｉ

Ｎ高知」が開催され、四国各地から１００

名が参加しました。 初日は、 ドッジビー

（
ボールがフリスビーになったもの）
で汗を流

し、ＢＢＱ（
バーベキュー）でおおいに交流し

ました。２日目は学習で、
「政治と私たち

のくらし」をテーマに、安保関連法やＴＰ

Ｐ、 消費税、 原発、 最低賃金の５つの項

目が私たちのくらしや仕事にどう関わってい

るのかを、ワークショップと講演で学びまし

た。そして、選挙での投票行動によって自

分たちの要求を前進させる大切さについて交

流し、全国総がかり行動に呼応し、アピー

川柳コーナー

ぜひご応募ください！

高橋狸）
（

広島に しバラク居てよ オバマさん

高橋狸）
（

舛添さん 疑惑がマスゾ エの購入

るいの母）
（

自分への ごほうびばかり 肥満体

るいの母）
（

腹黒い いえいえ厚くて 視えません

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

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。

対 ⑮株主権を示

ルを行いました。

せられました。 自治労連 （I･S）

（自治労連）

料理すること。

選挙に行くぜよのプラカードでアピール

した。 私自身が今、 妊婦であるだけに身近な問題として考えさ

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

ね。 働きやすい職場をめざしましょう！高自治労連 （Ｍ･Ｓ）

※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

○労働相談センター通信を読みましたが、 本当にあるのです

ル）
締め切りは７月８日ま

派の対 ⑭近視の

働くものの学習交流集会ｉｎ高知
１００人の参加で思いを交流
組（Ｆ･ Ｔ）

でとなります。

○針路欄でコンビニエンスストアの記事が載っていました。最近、

おたよりの紹介

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 。

⑥注意不足。――にも忘れ

――が悪い ⑫左

――試合 ⑤

カギを解き二重枠の文字を

た ⑧一家の運命 ⑨――絢

③夕暮れ時。

並べてできる言葉は何でしょ

だ ⑩そ の日は

う？

爛な舞踏会 ⑪誤って飲み込む

○○三つ時

【タテのカギ】①鬼は外、 福

⑬マングースは○○の天敵

れで○○借りなし

⑮手を変え○○を変え

①草木も眠る

は○○ ②下水――場 ③○

系と○○系 ⑧こ

○と糸 ④ふせぐ。騒音――

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

ＮＯ．１８６
連
労
県
知
高
(4）２０１６年６月１０日

○メーデーが久しぶりの日曜日だったので参加しました。通

あちこちにコンビニができていますが、前からある商店やスーパー
信に載っている田口委員長の「１人称と２人称が融合した運

動」が必要だという呼びかけに非常に共感しました。私学教

マーケットもがんばれ！と思ってしまいます。 自治労連 （Ｋ･Ｎ）

○労働相談読みました。いまだにマタハラによる退職があること

にショックを受けました。労働者の権利を守るため、これからも相

談活動、 がんばって下さい。 私達にもできること （学習会 ・ 仲

間づくり） を続けていきます。 自治労連 （Ｉ･Ｍ）

○ 「労働相談センター通信５月号」 を読んで、 県内にこんなに

ひどいマタニティハラスメントをする職場があるのかと怒りを覚えま

