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１１選挙区で統一候補が勝利！
野党共同の可能性示す参議院選挙に
７月１０日に投開票された参議院選挙は、高知徳島合区では残念なが
ら県労連も推薦した大西聡氏を当選させることは出来ませんでした。
しかし、
「野党共同」の成果は次なる闘い・衆議院選挙への大きな可能
性を感じさせるものとなりました。それを支える共同のうねりをさら
に大きくしていくことが求められます。

７月１０日に投開票された参議

野党共同がただの足し算ではなく

た得票割合です。 多くの地域で、

票に対する野党統一候補が獲得し

合区の課題浮き彫りに

上回る大接戦となりました。

など７自治体では、中西氏の票を

野党統一が１１選挙区で勝利！
院選挙では、改憲勢力が議席の３

２人 （
のち１人が自民党入り）でし

３２選挙区のうち、野党の当選は

ています。 前回の参議院選挙では

が当選するという前進面も生まれ

うち、１１選挙区で野党統一候補

票（
得票率５４．０％）となり、残

９％）
、中西祐介氏３０万５６８８

氏２４万２７８１票 （
得票率４２・

闘ってきました。結果は、大西聡

として大西聡氏を推薦し、選挙を

高知 ・徳島選挙区では、県労連

ます。衆議院選挙に向け、合区の

その間には衆議院選挙も控えてい

憲法改悪までの道のりは長く、

な要因となっています。

候補者がいないということが、大き

最低となりました。高知県出身の

当

たので、今回実現した
「野党共同」

今回、初めての合区選挙となり

無党派層の受け皿になっていること

５号議案：その他

分の２を握り、いよいよ憲法改正が

４号議案：人事検討委員会

ましたが、その弊害は大きく、高

３号議案 ： 16 年度予算提案

が分かります。

２号議案 ： 15 年度決算案

大きく進む情勢へとなってきまし

１号議案 ： 運動の総括 ・ 情勢 ・ 方針

知県の投票率は４５・
５２％で全国

【場所】 人権啓発センター

高知 ・徳島合区選挙の結果

【日程】 ９月２５日(日)１０時～

た。 その一方で、 ３２の一人区の

第２９回高知定期大会
当

解消はもちろん、政治と要求をリ

当

念な結果となりました。 しかし、

当
当
当

が、大きな成果を発揮したと言え

当

ンクさせる取り組みが必要です。
当
当

高知県では７０３１票差、 高知市
当
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当

ます。左の図は、４野党の比例得

4野党の比例得票に対する
統一候補の得票割合
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独裁官のイメージの強

いローマ皇帝ユリウスシー

のは、「寛容」と倦まぬ話し合いで
あろう。 （
田）

多様性を否定する経済「合理性」
▲真のグローバリゼーションを支える

は「寛容」
「分かち合い」、 もう一
方は徹底した「一人占め」であり

「 待 てよ」。 同 じ離 脱 反 対 でも裏
にあ るのは真 逆 の考 え方 。 一 方

た、 グロー バリゼー ションへの逆 行
と の批 判 にも 出 あ う ▲ しかし、

編み出した「統治体制」からの逆
行であるかのようにも見える。 ま

う。 それは、 古代以来、 そして２
度にわたる世界大戦を教訓として

反発、 経済主権の回復、 そして難
民 、 移 民 問 題 も 大 き かっただろ

は６月、 国民投票で EU
離脱の判
断 を示 した。 ドイツ一 人 勝 ちへの

を受 け容 れ、 時 に自 治 権 さ え認
める。 富の分配も▲イギリス国民

統治はできない。 そのカギが、「寛
容」である。 征服した土地の文化

ローマ。 戦いには武力や戦術が欠か
せない。 しかし、 それだけでは国の

▲多様な民族、 文化、 宗教が交
わる中近東。 ギリシャ、 ペルシャ、

生きることである。 だから、 他の
人々も、 そうあって当然と思う」

まわない。 何より私が自分に課し
てきたのは、 自らの考えに忠実に

ザー 。 彼が造 らせた金
貨の裏には、「寛容」の
文字が。「わたしが自由にした人々
が再び私に剣を向けたとしてもか

針路

県内状況調べず「担い手育成」
公契約条例への姿勢に変化なし
県独自で調査するように」と求め

労務費が労働者に波及しているかを

ても、まずは国が引き上げた設計

県労連は「すぐに公契約でなく

ているかは調査しない」
「民と民の

れると、
「個別の企業がいくら払っ

請で明らかになり、それを追求さ

していないことが四国整備局へ
の要

務単価の調査結果を県独自で把握

の積算根拠となっている、 設計労

条例の制定については、国民大運動

賃金底上げへ
の考え方や公契約

当者は答えられませんでした。

意見が投げかけられましたが、担

整合性はどう取るのか」
など厳しい

策を打つのか」「産業振興計画との

把握していないのに、どうやって対

姿勢を崩していません。

てきましたが、県は
「国の調査があ

契約に介入しない」など、従来の

７月２２日、県労連は雇用問題で県交渉を行いました。交渉の中で、

県が掲げる産業振興計画の課題や公契約への後ろ向きな姿勢が露呈され

りそれを把握しているので必要はな

県は第３次「担い手をどう育成
企業を応援する」であり、企業が

ました。産業振興計画は「頑張る

較差はさらに拡大！
人口流出を真正面に捉えて議論を

７月２７日、中央最低賃金審議会は、今年の地方最低賃の目安を

県交渉では、①都市部との賃金

高知県にとって大きな課題です。

問題とそれに伴う人材不足は、

県外へ
転出しており、人口流出の

て、賃金の底上げをしていくことが

大幅引き上げや公契約条例によっ

差と貧困を拡大させる最低賃金の

要です。しかし、それと同時に較

の場と収益を上げていくことは必

もちろん、企業を応援し、雇用

る意見陳述を行いました。 くし

最低賃金の大幅引き上げを求め

最低賃金審議会全員協議会で、

８月２日、県労連は高知地方

格差是正の一律最低賃金の必要性

も、 最低賃金の大幅引き上げと

抱える人口減少問題の対策として

指摘しました。その上で、県内が

とで都市部への人口流出に歯止めをかける政策転換が必要です。

見れば不十分と言わざるを得ません。最低賃金の格差を是正するこ

去の実績から言えば大幅な引き上げですが、格差と貧困の視点から

発表しました。Ａランク２５円、Ｄランク２１円の平均２４円という過

格差の是正、 ②蔓延する労働基

必要であり、今の高知県には、残

くも、 ７月２７日に格差をさら

る前進を目指し追及していきます。

ました。県が抱える人口減少・
担い手育成の課題に県労連として問題提

していくのか」
「社会減をどう食い
儲ければ、 それが賃金を引き上

県労連からは、「県内の状況も

実行委員会の副知事交渉でさらな

起しました。

止めるのか」を第３期産業振興計
げるという、トリクルダウンの理論

う労働条件の底上げが必要と訴え

画のポイントに挙げています。高知
となっています。

産振計画に底上げの視点を

県では、 毎年２０００人以上のが

準法違反の取り締まり強化、とい

念ながらその視点が希薄と言わざ

規定する公契約条例の制定を求め

金（
地域の最低賃金より高い額）
を

公共事業などに、労働者の最低賃

この間、 県労連は県が発注する

公契約条例にはびっくり発言

人口減少とほぼ一致していること

大卒者の県外流出量が、県内の

教組米満書記長と県労連牧書記

会の目安が出され、陳述人の高

最低賃金の引き上げで雇用が失わ

チャイズ制度があることを指摘し、

幅引き上げを求めました。
れないのではなく、 地域の最低賃
高教組米満書記長は、 高卒 ・ 金の低さを利益に組み込むフラン

長は、最低賃金の格差是正と大

れるという使用者側の論調に反論

は、経営が厳しくて賃金が上げら

問題を取り上げ、 低賃金の理由

金に張り付く業種であるコンビニの

組みを進めてきます。

も様々な機会を捉えて県へ
の取り

題とリンクしています。 県労連で

問題ではなく、県が抱える人口問

げと格差是正は、 審議会だけの

発な質問や意見が出されました。

審議委員からは、例年になく活

県労連牧書記長からは、最低賃

てきました。しかし、県は昨年高

を挙げ、最低賃金の格差が就職

しました。

に拡大させる中央最低賃金審議

を訴えました。
るを得ません。

知市で最低下限報酬が設定された

でも賃金格差として表れていると

明らかになる労働者置き去り

ことを受けてなお、「民と民の契

低過ぎる最低賃金の大幅引き上

約に介入することは馴染まない」
の

県への要請の様子

審議会での意見陳述の様子

しかし、県が発注する公共事業

主張を繰り返すのみでした。

はりまや橋交差点

い」としてきました。
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伊方原発の再稼働迫る
「安全神話」回帰に広がる不安
四国電力伊方原発は、８月１２日に３号機が再稼働されました。想定
に、その売電も、四国の住民に供

あると変化してきたのです。 さら

高知県からもバスを手配して参加

国から７００人が参加しました。

原発 全国集会」が開催され、全

ら館横で、
「みんなで止めよう伊方

中止を求め、伊方町の道の駅きら

初は、原発再稼働の理由を「電力

る」という方針を立てています。当

益向上のため四国域外にも売電す

のために伊方原発を再稼働し、収

由化に伴い、四国電力は「競争力

今年４月からスタートした電力自

延長することも決定し、完全に原

ら、 ４０年廃炉の原発を６０年に

トミックス」という言葉を使いなが

推進を表明しました。また、
「ベス

なベースロード電源の一つ」と原発

２次安倍内閣後は、原発を「主要

廃炉」
としていた自民党ですが、第

稼働の中止を訴えました。沖縄平

ムの野呂正和氏が発言を行い、再

ん。

を伊方で繰り返させてはいけませ

います。今度は「想定外」の言葉

にも一石を投じていきましょう。

よりも経済が優先される資本主義

運動を大いに進め、くらしやいのち

ん。
「再稼働ストップ」「原発ゼロ」
の

原発再稼働は許すことは出来ませ

よりも経営を優先する四国電力の

す。住民の不安に向き合わず、命

を持つのは８５ ・７％となっていま

意見が６５・５％、安全性に疑問

で、伊方原発の再稼働に否定的な

愛媛新聞が行った県民世論調査

住民のくらしや命より経営優先

和運動センター議長の山城博治氏
は、高江ヘ
リパッドの強行工事に反
対する現地行動のため、メッセージ
の紹介となりましたが、安倍内閣
の強権的な姿勢を批判しました。
当初、 四国電力は７月２４日に

原子炉へ
の燃料装着をはじめ、 再

稼働を行う予定としていましたが、

冷却水を循環させるポンプで水漏

れが発見され、半月順延させまし

た。その再稼働が、多くの反対の

声を無視する形で１２日に強行さ

れました。

伊方町きらら館周辺での再稼働反対集会

続く“
振動障害”
の事例を紹介し

取組みのひとつ、約５０年前から

済・根絶に取組んでいます。その

部は、おもに労災 ・職業病の救

６名です。▼建交労高知農林支

５名、インターネット４名、不明

機としては、電話帳２名、紹介

臨時１名、不明６名。相談の契

規９名、パート・アルバイト１名、

が多い傾向です。 雇用形態は正

規模事業所の労働者からの相談

０人以下１名、不明が５名で、小

０人以下が１１名、３１人～１０

２名、 不明５名。 事業規模は３

４０代２名、５０代３名、６０代

年齢は２０代３名、 ３０代２名、

６名、男性１１名）ありました。

７月の労働相談は１７件（
女性

の加入記録。タイムカードその

ます。例えば給与明細、年金

関係する資料”
が重要になり

うのですが、その際に“
仕事に

行うか否かを含めて相談を伺

署長が行います。その請求を

監督署に提出し、判断は監督

証明 （
診断票）を基本として

ガをした・病気になったという

歴）と、その仕事が原因でケ

した▼労災請求は、仕事 （
職

不安やった。」と語ってくれま

上外の決定を）待ちよる間は

できる。けどやっぱり、（
業務

管）
のおかげで自信もって説明

あったし、内容も妻（
の資料保

督署へ
請求。
「仕事には自信が

なりました。書類を揃えて監

障害の労災請求を行うことに

し、建交労を紹介され、振動

労働相談センター通信 月号 あって、高知生協病院に相談

ます。振動障害とは、振動工具

ものは無くても、出勤 ・退勤

やないかえ？」
と言われたことも

数年前に友人から「はくろう病

として主に大工をしていました。

われます。▼Ａさんは一人親方

ることもあり“
はくろう病”
ともい

ります。重症な方は指が白くな

常生活に支障をきたすようにな

れ ・痛み ・こわばりが生じ、 日

病です。おもに手指に冷え・
しび

（
山﨑正人）

われる場合はご相談ください。

ガ。病気になってしまったと思

しかし不幸にも仕事によってケ

いに越したことはありません。

ることもあります。労災は無

れが思わぬ解決の糸口につなが

ず全部持ってきてもらい、 そ

ても、 相談の際にはとりあえ

削岩機など）
を長時間にわたって を日々メモでもかまいません。
使用したことによって罹患する疾 「これは関係ないかも」と思っ

（
チェーンソー、草刈機、ピック、

８

事も「電力の安定供給のためであ
れば、やむなし」として伊方原発
の再稼働を容認してきました。 し

外の熊本地震の発生にも、
「見直し無し」の姿勢に、安全神話に回帰す

給している金額より安く四国外の電

かし、それがここにきて売電目的で

る電力会社と政府の姿が浮き彫りになっています。再び福島を繰り返さ

力会社に売るというのです。
安倍政治は完全に原発へ回帰
東日本大震災による福島第一原

者が集まりました。

不足」を避けるためとし、四国電

発推進と安全神話へ
の回帰となって

発の事故後、「原発はすみやかに

集会では、フリーライターの鎌田

力の大株主でもある高知県尾﨑知

原発再稼働は売電目的

慧氏、鹿児島県護憲平和フォーラ

７月２４日、 伊方原発の再稼働

ないために、四国電力の姿勢と問います。
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クロスワードパズル

当選 者の 発表
１８６号の答えは「ハナ
求める要請」を提出し、１

られない大幅な引き上げを

知労働局に
「中賃目安に縛

７月２７日、 県労連は高

答申となれば、 現行の

２１円となり、このまま

が、Ｄランクの高知県は

会の目安が示されました

県労連は、審議会の事

務局となる労働局に、

格差を拡大し続ける目

の課題と向き合って議論

流出について懇談するよう求

働政策課と最低賃金と人口

安に縛られず、 高知県

するよう、 人口流出と

要請前には、労働局前にて

めました。

示される資料の提供を

再稼働 売電目的 不足なし

川柳コーナー

集会を行い、世論へ
アピール

最低賃金との関わりが

労働局前集会の様子

ぜひご応募ください！

高橋狸）
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加藤さんアンタの不倫でファンモンモン

牧師）
（

高江入 り主 犯の連れ合 いガス抜 きか

牧師）
（

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

ショウブ」でした。当選者は

えないでしょうか。 高知にどれくらいあるのでしょう。 県教組

図書券プレゼント

そういう社長、経営者の人へのインタビュー記事を載せてもら

２１４円の格差は２１８

ば、立場をこえてできるんだと思えるし、啓発になるのでは。

時間の要請を行いました。

ず。 残業代についても、 ちゃんとできているとこリストがあれ

円に拡大します。

もらいたいです。 きっと、 みなさん生き生きと働けているは

以下の方です。おめでとうご

⑮平凡の対

当日に中央最低賃金審議

支払うことができている経営者・企業名をあげて、手本として

ざいます。
【当選者】
児玉 安喜恵 さん
（自治労連）
柳本 静代さん
（県教組）
粕谷 朋史 さん

が当たり前の実態があるならば、仕事時間として認め賃金を

《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

――の恐れの

求めました。また、賃金

てください！県教組 （Ｏ ・ Ｍ）

（自治労連）

労働局への要請の様子

（Ｓ･ Ｙ）

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

○○縦隊に並ぶ

しました。

○参議院選の記事で大変参考になりました。ぜひぜひ当選させ

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

はならず ⑤

室として、 県の雇用労

○大変ためになります。 高自治労連 （Ｋ･Ａ）

※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

す。労働相談センターの相談内容はいつも切実。「前残業」

ル）
締め切りは９月８日ま

○野党４党共闘ならば、と期待して投票する人が増えたそうで

でとなります。

り増しの対 ⑭二

中央目安に縛られず
県内の状況を反映した議論を！
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 。

後悔。○○が残る ⑥○○の

○ではない ⑫割

えたがゴールに

カギを解き二重枠の文字を

刻まいり ⑧支援し擁護して位

トは○○をとら

並べてできる言葉は何でしょ

⑩新人の出る○

う？

につかせること ⑪――惨憺

就任 ③シュー

【タテのカギ】①衆人――の

⑫興奮して○○を忘れる ⑬

対 ⑨乾季の対

嫌って避けること

①会計――に

的 ②沖縄の主要農産物の一

ある塀 ⑦敗者の

つ ③近畿地方南部の県 ④

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】
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