で８０万人以上も人口が増加してい

ます。地方から東京へ
の人口流出

の背景には、最低賃金の格差 （
最

１５年の企業の内部留

保、 最高の３７７兆円。

しかし、 伸ばしたのは大
企業。 設備投資や企業

買収のための資金。 賃上げには回

大２１８円）が全体の賃金格差に

連動しており、県内では結婚や子

さないという姿勢▲渇いたのどを海
水は潤さない。 いやむしろのどをか

があります。

その証拠に、 有効求人倍率が１

倍を超えているにもかかわらず、

県内からの流出する人口には歯止

た。全国最低は沖縄と宮崎の７１

比で２５円の引き上げとなりまし

加重平均は８３２円となり、昨年

れば、 あまりにも低すぎると言

最低限度の生活」という視点で見

うのは、憲法２５条の
「人間らしい

かし、 それでも時給７１５円とい

き上げで７１５円となり、 一見
全国平均は８２３円に
な引き上げに見えます。し
最高の東京都が９３２円、 全国 「大幅」

とはいえ、今年の１０月１６日か

最賃守らせる運動を

全会一致で決定しました。

安プラス１円の２２円が専門部会で

金の悪いイメージを懸念してか、目

審議会でも、全国最低の最低賃

うに嘘をつく▲１４、 １５年の GDP
はマイナス。 家計支出も同様。 ア
ベノミクスは道半ば。 そう見えるの

に帰れば生活者であり消費者であ
る。 製品やサービスを買い、 企業

４円となり、 東京都との格差は２

わざるを得ません。 時給７１５円

らの施行が決まった以上、最低賃

は「統計のせいだ」と言い出した。

４号議案 ： 会費についての予備提案

５号議案 ： 人事検討委員会の報告

用心だ。 （
田）

する。 国威発揚の中改憲に持ち込
む戦略。 ウナギの匂いと煙にはご

の東京オリンピックをアベリンピックに

総裁任期を延期して、 ２０２０年

派を首都圏動員の機動隊で排除す
る。 共謀 罪 も準備 す る▲自 民 党

最低賃金は格差拡大の「大幅」引
上げ。 他方、 沖縄でヘ
リパット反対

わせ、 株を買 わせ、 株価を上げ
る。 また、 年金基金も動員する。

大 きな団 扇 を持 ってきてもっと煽
げということだ▲日銀に国債を買

としている。 匂いと煙はするがウナ
ギのかば焼きは一向に出てこない。

が、 絶えず嘘をつく。 息を吐くよ

めまい▲安倍政治の特徴は、 ウソ
をつくこと。 選挙前だけだったもの

に利益をもたらす。 その儲けの泉
を細くし枯らしてしまっては水は飲

１７に拡大しました。

では、月１７３．８時間 （
法定平均

金を下回る企業が出ないよう、最

３号議案 ： 16 年度予算提案

「人間らしい最低限の生活」は

労働時間）働いたとしても、総収

２号議案 ： 15 年度決算案

ません。 年間でも１４９万で、 年 そして制度的限界に達している最低
収２００万円以下の
「働く貧困層」 賃金法を改正し、全国一律１５０

低賃金額を周知をして守らせる、 「統計詐欺」で目先をごまかそう

めがかかっていません。

きむしり、 のどを焦がす。 貯めれ
ばまた貯めたくなる▲労働者は家

育てなどのくらしが営みにくい状況

針路

入で１２万４千円程度にしかなり

したものでした。

極集中」
の問題を提起し、最低賃金の在り方を大局的な視点から提起

申出が審議の上却下されました。
「憲法２５条の具現化」
と東京への
「一

９月７日の高知地方最低賃金審議会で、県労連が提出していた異議の

７１５円 人｢間らしい生活 出｣来る？
高知県最賃２２円引き上げが決定

Ｎｏ．１８９
発行：高知県労連書 記局
住所：高知市丸ノ内 2 - 1 - 1 0
〒 780-0850 高知城ホール 3 階
[TEL]088-872-3406
[FAX]088-822-7969

高知県の最低賃金は、 ２２円引

高知
県労連
県労連

最低賃金決定までの流れ
労働局長からの諮問

０円を目指します。

１号議案 ： 運動の総括 ・ 情勢 ・ 方針

と言われるワーキングプアの水準に

【場所】 人権啓発センター

すら到達できないのが現実です。
底辺層の生活を引上げ、拡大し
続ける格差と貧困の状況を是正し
ていくことが、 最低賃金に求めれ
れる社会的責任の一つです。
課題は東京への一極集中
いま、 高知県だけでなく日本が
抱える大きな課題が、 東京都へ
の
「一極集中」の問題です。全国的
に人口減少が進む日本にあって、
東京都は２００５年からの１０年間

【日程】 ９月２５日(日)１０時～

↓
審議会全員協議会 （
公開）
↓ ※中賃からの目安発表
審議会専門部会 （
非公開）
↓
専門部会で採決 （
非公開）
↓ ※ 県労連が異議申し出
労働局長へ答申 （
公開）

審議会で異議審査後
↓
労働局長が答申を受けて決定

第２９回高知定期大会
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(1)２０１６年９月１０日

狙われる独裁国家作り
廃案の共謀罪が９月国会で復活

ほぼ同じで、重大な犯罪を実際に

内容は、これまでの
「共謀罪」と
０２０年の東京オリンピックという一

うことは極めて重要だ」
と語り、２

際社会と強調し、 組織犯罪と闘

菅官房長官は、記者会見で「国

り通ることになります。民主主義

査として、 このような行為がまか

なります。 犯罪準備の裏付け捜

れれば、 国民全体が監視対象と

のテロ等組織犯罪準備罪が制定さ

１９日行動
【日程】 9月 19日(月祝)
２０１６年９月 （秋の臨時国会）

・ 衆参両院の憲法審査会で

改憲項目の絞り込み

（憲法審査会の過半数で決議）

その後

・ 両院の総議員の 3 分の 2 以上で発議

⇒６０日～１８０日で国民投票

２０１８年１２月 ・ ・ ・ 衆議院任期終了

【内容】 集会＋デモ行進

ます。この間、安倍政治は日本の民主主義を破壊し、平

安保関連法（戦争法）の強行採決からちょうど１年となり

和国家を戦争の出来る国へと作り変えようとしてきました。

アベノミクスの嘘とごまかしを許さない大きな声を結集し、

憲法９条改正を

安 倍 首 相 は、

なりにも護憲政党の看板を掲げて

思惑の調整です。公明党は曲がり

必要があること、２つ目に、各党の

おり、憲法９条の改正に対し、ど

国民投票も見据え、野党共同の

そのために、党

しようとしていま

枠組みの強化と再構築を進め、憲

ういった態度を示すのかは不透明で

す。また、東京

法問題を国民的な議論に押し上

規約を変更し、

オリンピックすら

げ、民主主義や立憲主義について

す。

国威発揚の場に

す。

の議論を巻き起こすことが大切で

しています。

に利用しようと

総裁任期を延長

狙っています。

改憲草案から改憲項目を絞り込む

ます。１つは、１００項目以上もの

改正ですが、それには困難もあり

そこまでして執念を燃やす憲法

13:00 ～
【場所】 丸ノ内緑地

ただけでも処罰ができるという点で
す。 実際に犯罪を実行しなくて
も、
「犯罪を計画した」として警察

が野党の選挙対策事務所に監視カ

先の参議院選挙の際、大分県警

ものとなっています。

が逮捕できてしまうという強権的
政府は、過去３回にわたり国会へ提出され廃案となっている
「共謀罪」 で政府や警察権力をさらに強める

を、その構成要件を一部変更しただけの「テロ等組織犯罪準備罪」と
して９月の臨時国会へ提出することを検討しています。２０２０年開催の
東京オリンピックの安全確保を口実に、国家権力の権限を強化しようと

メラを設置して問題となりました

行動に移す前に相談しただけで処
大イベントを控え、テロ対策強化と

や私たち労働組合活動、 個人の

２０１８年９月末 ・ ・ ・ 自民党総裁の任期

しています。

罰するというものです。安倍政権
いう理由を付け加え法案を通過さ

が（
後日、大分県警は謝罪）
、こ

は、適用範囲を絞るなどした新た
せようとしています。

戦争法を廃止させる
【安倍首相の心配事】

テロ等組織犯罪準備罪とは

な法改正案をまとめ、「テロ等組

本質は政府に反対する勢力の監視

自由な行動が制限されるのです。

織犯罪準備罪」として、９月に召

～ 改憲スケジュール ～

集される臨時国会に法案を提出し

東京新聞記事を抜粋

ようとしています。

丸ノ内緑地での3.19集会

新たな闘いの決意を固めましょう。

はりまや橋交差点

この法案の危険性は、 犯罪を実
戦前の日本へ後退する安倍政権
際に実行に移すより先に、相談し
軍事力・権限強化からの転換を

・ 国民投票 （２分の１の賛成で承認）
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加盟組織で大会・総会が開催
８月後半から１０月にかけては、県労連も含め多くの組織で大会や総

会が開催されます。１年間の総括を行い、来年度の方針を議論します。

こうち生協労組定期大会

井。

委員長 ・岡﨑澄男、 書記長 ・筒

も進めていくことを決定しました。

し、 全労連わくわく講座の受講

として第４回「未来口座」を開催

ました。また、活動の担い手育成

運動を追求していくことを確認し

一票投票など、 全組合員参加の

取り組み、職場討議、スト権批准

連携し、こうち生協労働組合の課

地連 ・県労連などの上部団体と

動を目指す、⑤生協労連・
中四国

理解を得てともに歩んでいける活

④議論の透明性を確保し、仲間の

しよりよい職場環境を実現する、

真ん中においた要求づくりを徹底

指す、③一人ひとりの声や想いを

者のディーセントワークの実現を目

②こうち生協に関わる全ての労働

期大会を開催しました。１７春闘 柱に①憲法を守り、 戦争をさせ
アンケートや職場実態アンケートへ ないたたかいに積極的に参加する、

を行いました。 大会では、活動の

県労連加盟組織の大会を紹介します。

県労連女性部総会
８月２６日、 県労連女性部は、
高知城ホールにて定期総会を開
催、働く女性の中央集会の成功に
向けてすべての組織から参加を呼
び掛けていくことを確認しました。
また、 いままで声を掛けれていな
かった組織にも積極的にオルグを行
い、関係を築いていくことを決めま

した。部長 ・柳川美智、書記長 ・

筒井典子 （
敬称略 ・以下同じ）
。

郵政ユニオン四国地本定期大会
８月２８日、郵政産業労働者ユニ

オンは、高知城ホールにて第５回定

郵政産業労働者ユニオン大会の様子

活協同組合労働組合が定期大会

９月３日、 婦人会館でこうち生

り組むなどの方針を決定しまし

題 ・地域の課題 ・国民的課題に取

の説明もありません。 ▼実は、

されます。教育委員会からは何

休代替をやってほしいという話を

長引きそうだから、引き続き病

で行った学校の校長から、病休が

のが当然です。しかし、病休代替

らに行くことになるだろうと思う

産休代替の期日になれば、そち

とめれば、病休代替をしていて、

無かったようですが、普通に受け

という話が来ます。詳しい説明は

休代替で別の学校にお願いしたい

しばらくして、産休より前に、病

を受けて、準備をしていました。

して学校に入って欲しいという話し

た。教育委員会から産休代替と

着任についての相談を受けまし

紹介です。 臨時教員の方から、

す。▼高知県教職員組合の事例

ト５名、その他１名、不明２名で

帳２名、紹介３名、インターネッ

名。相談の契機としては、電話

パート ・アルバイト２名、 不明４

名でした。雇用形態は正規７名、

名、１０１人以上１名、不明が７

名。 事業規模は３０人以下が５

０代３名、 ６０代２名、 不明３

齢は２０代１名、４０代４名、５

６名、男性７名）ありました。年

８月の労働相談は１３件（
女性

ています。（
坂本忠雄）

言ってもらえる状況を目指し

が、 高知で先生を続けたいと

ています。臨時教職員の方々

ないなど、 深刻な状況が続い

任が出来ない人しか配置され

されない、担任が休んだのに担

職員の代替の方がすぐに配置

場では、病気や出産で休む教

態もあります。 ▼今学校現

不誠実な対応がされている実

学校へ
の着任が決まりますが、

れます。 幸い、 ３日後に別の

断ると、
「雇用はない」と言わ

きる距離でなかったこともあり

という話をされます。通勤で

になったからＢ校に行って欲しい

話を受けた後に、 Ａ校がダメ

会からＡ校に行って欲しいとの

▼別の臨時教員は、教育委員

せざるを得ない例があります。

で管理職から話をされ、承知

く、 断れる雰囲気ではない中

となのに、 十分な説明もな

く賃金や働き方に影響するこ

出来ます。このように、大き

同じ学校で働き続けることが

ていますし、 ３月２６日まで、

なら、長期休業中も辞令は出

らなくなります。 産休代替

の仕事があるかどうかも分か

料が払われません。 ９月から

夏休み）は、辞令が切れ、給
労働相談センター通信 月号 （

病休代替になると長期休業中

９

た。委員長 ・東裕幸、書記長 ・中
谷秀人。
高知一般労働組合定期大会
９月４日、高知城ホールにて高知
一般労働組合は第６５回定期大会
を開催しました。大会では、ナショ
ナルミニマムの基軸となる「全国全
産業一律最低賃金制」
の法制化で
同一労働・
同一賃金の実現を目指
すことを確認しました。高知一般
では、土佐食を先頭に組織拡大が
大きく前進しています。 組合長 ・
前田研、 書記長 ・森永真史。
各組織でたたかう労働組合の方針
が掲げられ、 労働者の権利を守
り、さらに拡充させる決意が確認
されています。 ９月２５日の県労
連定期大会では、各組織の議論を
持ち寄り、県労連方針を議論して
いきます。
こうち生協労組定期大会の様子
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クロスワードパズル

図書券プレゼント

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

当選 者の 発表

１８８号の答えは「ボウサ

イクンレン」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】
髙橋 英理子 さん

（自治労連）

武市 研二さん

（全労連）

山本 朱美 さん

（全労働）

※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

ル）
締め切りは１０月５日

○伊方原発の再稼働なんてありえない！しかも、売電目的！？

連
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

おたよりの紹介

労
までとなります。

育の機会――

県

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 。

士 ⑦○○の

だ（
駄洒落） ⑥本当の気持ち

で――園児 ⑯教

カギを解き二重枠の文字を

幕内より下の力

⑧天皇などの位につく ⑨会

○○悪 ⑭孫は２歳

並べてできる言葉は何でしょ

○○の張り合い、

カード類も ⑤

う？

は紙幣、硬貨、

が開かれる期間 ⑪あすの天

仕事に――的 ⑫

【タテのカギ】
①○○何時？

する ③――に

気―― ⑬大阪夏の○○ ⑮

○得勘定 ⑩新しい

桃○○三年柿八年

①執を○○に

②――とイス ③地獄の○○

下の力持ち ⑧○

も金次第 ④――が吹っ飛ん

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１６年９月１０日

働くもののいのちと健康を守る
中四国ブロックセミナー in 高知
【１日目】 ～スケジュール～

ありえない！！県国公（Ｔ･Ｋ）

１２ ： ４５～ 受付
１３ ： １５～ 文化行事

○情報収集に役立っています。 自治労連 （Ｔ ・ Ｅ）
○台風１２号の近づく中、無事県内一斉避難訓練を終了しまし

１３ ： ３０～ 開会

講師の

１３ ： ３５～ 全体会

岡田医師⇒

たが、 今年のように台風の発生が夏に無く、 秋口に入ってから

・講演 「ストレスチェックと過密労働の是正」

という年は、 これからの台風被害が心配になります。 天災には

・パネルディスカッション（広島・山口・高知）

勝てません。 備えるしかありません。 その為の訓練ですね。 自

１７ ： ３０～ 交流会
【２日目】

治労連 （Ｍ ・ Ｒ）

９ ： ００～ 分科会
○売電目的の原発再稼働とは！！ただただ驚きます！県国

①初級 ・ 安全衛生 「安全法 ・ 安全規則」

公（Ｙ･Ａ）

②じん肺 ・ｱｽﾍﾞｽﾄ
③職場のメンタルヘルス対策
④長時間・夜勤交代制労働の改善へ

川柳コーナー

安倍ワリオ手に持つ政策毒キノコ

牧師）
（

ローンでしょ教育受けるも自己責任

牧師）
（

党規変えアベリンピックの夢をみる

源朝光）
（

高橋狸）
（

ぜひご応募ください！

もうイッチョウ五連覇目指せ伊調さん

⑤自由民権を求めて （動く分科会）
１１ ： ３０～ 全体会
１２ ： ００

閉会

【日 程】 9 月 17 日(土)～ 18 日(日)
【場

所】 高知城ホール

【参加費】2,000円(全体会・分科会の両日で)
※職場に蔓延する過密労働を安全衛生活動でどう是正していくし
ていくかが学べます！お申し込みは高知県労連までご連絡を！

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

