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静岡で行われた教育

研究全国集会での話。

修学旅行の持ち物など

のきまりを生徒実行委

始まり、 原発をなくす運動を経 きまりの一部に強い反対意見が出
て、 憲法 アクションの取 り組 みへ て、もう一度放課後話し合うこと

員会で決めるとき、一度は決めた

は、原発の廃止、安保関連法の廃止、沖縄高江へのヘリパッド強行反対、

論した結果再び原案通り決定▲と

に。出発間近のため「意見のある

集会後は、３コースに分かれデ

ころが、帰ったはずの実行委員長が

と、この高知では着実に作り出さ

モ行進を行いました。会場ではマル

ＴＰＰ強行反対、社会保障拡充、野党共同で選挙を勝利する、ことな

が推し進められています。 この政

の支持を６割以上獲得する。そし

日、
「参議院選挙での野党共闘を 構築されていることを挙げられ、
求める要請書」
の記者発表を行い、 「野党の票を９割固め、 無党派層

行動を通じて人間的なつながりが

いですよ。」と言い、翌朝自身の訴

らない人がいる中で決めたのはまず

とだって書いてありましたよね。知

義の前提は、自由に意見を言う権

ました。公民の教科書に、民主主

とが伝わってなかったクラスがあり

まずいですよ。今日の話し合いのこ

職員室に戻ってきて「このままでは

高知憲法アクション
衆議院選での野党共闘を申し入れ

シェも開かれ賑わいました。

人は、集まって」と呼びかけ、議

様々な課題で共同する土台に
集会の基調提案では、平和委員
会の徳弘氏から①安保関連法の廃
止、 ②立憲主義の堅守と民主主
義の回復、③伊方原発の停止と原

対、⑥社会保障の改悪反対、⑦野

民進党、 共産党、社会党に申入

て与党の表を３割もらう」など積

えを生徒全員に配って、もう一度

高知憲法アクションは１０月２８

党共同のさらなる前進、など様々

れを行いました。 民進党では、 こ

極的な意見交換が行われました。

数の力を背景にアメリカや財界、

民の意見にはまったく耳を傾けず、

その一方、政治の世界では、国

国民本位の政治への転換を

り出しています。

れ、共同の幅はさらに広がりを創

ます。 大きな一致点が見い出さ

党が共同する土台が形成されてい

課題で労働組合と市民、そして政

廃止だけでなく、選挙戦や様々な

取り組みによって、 安保関連法の

この間、憲法アクションを通じた

たち市民の行動が問われています。

変わる土台は着実に整う中で、私

前の言葉となっています。 政治が

「野党共闘」は、すでに当たり

に行っていきたいと表明しました。

擁立も含め各党との協議を積極的

県内でも努力をしていき、候補者

社民党は、候補者一本化のため、

だく」と意見を表明されました。

党間での努力はもちろんさせていた

というのがこの間の教訓」
とし、
「政

し、争点を明らかにすれば勝てる

共産党は、
「野党が本気で共闘

ているように感じました。石( )

大切さを、 中学生からも問われ

見を聞いてから決めて」
と行動する

り、「ちょっと待って、 私たちの意

か。情報の裏に隠された真実を探

められていることがいかに多いこと

を言う機会もないまま、勝手に決

本社会、知らされないまま、意見

たとのこと▲ひるがえって、今の日

徒も気持ちよく修学旅行を過ごせ

まりは修正され、反対していた生

放課後に話し合いすることに。き

利が全ての人に平等に認められるこ

な分野についての提起がされまし

の間、原発や安保関連法の廃止の

大企業の意向を最優先させる政治

設強行反対、⑤ＴＰＰ批准強行反

た。

発ゼロ、 ④東村高江のヘ
リパッド建

治を転換する大きな土台が、 宿

れています。

毛港の軍事化に反対する運動から

針路

どを確認しました。

ち」が開催され、６００人が参加しました。３回目の開催となる集会で

１０月３０日、高知市中央公園で
「守ろう平和！なくそう原発ｉｎこう

民意を無視するの安倍政権から転換を
野党共同さらに広げ衆議院選挙勝利へ
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地域より大企業が最優先の
ＴＰＰ強行にストップを！
アメリカもＴＰＰ批准に懐疑的

根幹の高知県選出国会議員ですら

は異常と言えます。 １次産業が

批准を決定しようとする日本の姿

もな議論もせずに、臨時国会での

ＰＰの強行に反対する国会議員要

の「強行採決」発言に抗議し、Ｔ

知県選出の山本有二農林水産大臣

便局を守る高知の会の４者は、高

と食健連、農民組合、みんなの郵

１０月２１日と２６日、 県労連

活発なＴＰＰ強行反対の行動が

域より大企業を最優先する安倍

「強行採決」と発言する始末。地

ＴＰＰです。 １１月１日には、 ＴＰ

すらも分からないというのが実態の

める」と言いながら、何が守れるか

きものは守り、攻めるべきものは攻

ないというのが現実です。「守るべ

かし、党が決める政策には逆らえ

し、国際的な評価を落としてまで

組みであるパリ協定の批准を無視

ています。温暖化対策の世界的枠

という安倍首相の意向が反映され

何としても批准を間に合わせたい

えるアメリカ大統領選挙の前に、

その背景には、１１月８日に控

自民党政治では、地域の産業や地

Ｐ強行反対の緊急集会が憲法アク

アメリカにアピールする姿には、日

書からも「個人的には少し急ぎ過

ションの主催で開催され、野党４党

本の首相であるという自覚や国民

ぎ」などの声も聞かれました。 し

の代表も出席し、 ＴＰＰの強行反

の暮らしを最優先させるという姿

となりました。

対の決意表明を行いました。

様々な場面で国民無視、国会

勢は微塵も感じられません。
１１月４日、本来は午後から衆

軽視を続ける安倍政権は、数の力

１１月８日にも、憲法アクション

議院本会議が開催され、 環境対

をやめてＴＰＰ特別委員会が開催

が自民党県連前でＴＰＰ強行反対

におごり、国会での説明責任や民

され、 ＴＰＰ批准が強行されまし

の抗議集会を開催し、多くのマスコ

策に関わる
「パリ協定」
が審議され

た。議院運営委員長も知らなかっ

ミが報道しました。

主的な運営を放棄しています。

たという異常な状況での強行採決

る予定だったにも関わらず、 それ

暴走する国会と安倍首相の思惑

域経済を守ることはできません。

請行動を行いました。要請中、秘

な情勢の中、黒塗りの資料、まと
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中身になっています。

いいように変えていくための

を、グローバル企業の都合の

つまり、 各国の法律や規制

関する部分が占めています。

定分の多くの項目をルールに

だ」と言われるほどで、 協

為に
『管理』
された貿易協定

専門家からは「特定集団の

な項目からなる協定です。

０ページとも言われる膨大

ＴＰＰ協定は英文で６５０

が増えるかという詳しい試算

ついても、「どの分野で雇用

す。 ８０万人の雇用増加に

減少額は４兆円となっていま

２兆円増加、農林水産物の

３年の試算では、 ＤＧＰ３・

しています。しかし、２０１

物の減少額は１５００億円と

るとしています。 農林水産

用は７９ ・５万人も増加す

円（
２・５９％）上昇し、雇

２０年でＧＤＰは１３ ・６兆

はない」という始末です。こ

れでは恣意的にＴＰＰの経済

効果を試算したと言わざる

Ｐが各会社の利益を確保する

物検疫」の交渉官など、ＴＰ

モンサント出身者が「衛生植

が「知的所有権」の交渉官、

ちです。 製薬企業の元重役

ら政府交渉官に転職した人た

合わせれば、地域企業を守

協定」であるＴＰＰに照らし

す。「究極の自由競争主義

施策もルール違反となりま

に独自で自治体が行ってきた

支える企業を保護するため

ＴＰＰの下では、 地域を

を得ません。

ためのルールづくりであること

るための独自の施策は、
「公

の作成に関わってきたのは、

は明白です。 大企業の利益

平な競争を阻害するもの」

地域を守る施策も対象に

が優先されることで、地域の

となります。 そうなれば、

施 策 も出 来 なくなるので

自治体も訴えられる可能性

す。 ＴＰＰは地域主権をも

くらしや住民の安全が脅かさ

２０１５年１２月に日本政

破壊する協定なのです。

れてしまいます。

府が出した影響試算による

もありますし、地域を守る

と、ＴＰＰ発行後１０年から

恣意的な数字操作も

アメリカの大企業や大企業か

ＴＰＰの交渉や協定文書

誰のためのルール作りか

ＴＰＰテキスト分析から見えてくるＴＰＰの問題点

最低賃金いますぐ１０００円以上に
県労連・郵政ユニオンが宣伝行動！

００円以上、２０条裁判勝利」を

前で「郵政労働者の最低賃金１０

業労働者ユニオンは、 中央郵便局

１０月１７日、県労連と郵政産

よいよ山場。地域の力、全国の力

求める裁判も証人尋問に入る。い

た労働契約法２０条の均等待遇を

求。また、提訴から２年半になっ

００円の郵政最賃実現は切実な要

集会には、県労連加盟組織をは

８０円プラスだが、これでは生活が

７４０円になった。外務員はこれに

それを受け郵政最賃の最低基準は

の地域最賃７１５円が発行した。

筒井支部長は、
「昨日、高知県

れました。

た。ＫＵＴＶテレビ高知も取材に訪

名が参加し、激励と連帯をしまし

つ目は、非正規職員の正規化 ・均

く、地域社会をダメにしている。２

要。若者から未来を奪うだけでな

ぎる最低賃金の大幅引上げが必

い。そのためには、あまりにも低す

まともな社会にしなければならな

常な社会を働きがいのある職場、

起きた過労自殺を挙げ、「この異

県労連の田口委員長は、電通で

１０００円以上は、 第一歩となる

実現に向け、最低賃金のいますぐ

た。労働者が大切にされる社会の

十の里で組合を立ち上げてきまし

連、部長級までが１年雇用の四万

集金業務をするＮＨＫよさこい労

この間、県労連は請負でＮＨＫの

拶しました。

苦しいし、 契約社員で募集しても

ものです。

人は集まらない。 局長権限で１０

嶺北労連定期大会（11月2日）

等待遇である」と訴えました。

じめ、中立労組、政党など約３０

を結集し勝利をめざしたい」と挨

求め早朝集会を行いました。
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ＮＨＫよさこい労連定期大会・団体交渉

（11 月 1 日）
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総会 ・ 大会を開催

労働相談センター総会 （10 月 24 日）

23 日） も大会を開催

来るだけ県下の福祉の日常的なつ

いると相談者は安心します。 出

た時点で組合として情報を持って

されている書類もあり相談が入っ

ます。公的な福祉施設では公開

だけ正確に情況をつかむようにし

接面談を相談者に求めて出来る

ピードが必要です。 その場合直

ことがよくあります。解決にはス

になれば、労働組合作りに進む

働いているみんが関わっているもの

ですが、話してる内に同じ職場で

談では最初は一人のものが多いの

が主です。労働条件に関する相

その家族や友人などからの相談

育などで働いている労働者本人や

す。現在は高齢者 ・障害者 ・保

労働相談が県労連に入ってきま

名です。 ▼民間の福祉施設での

名、インターネット５名、不明３

としては、 電話帳１名、 紹介７

ト３名、不明２名。相談の契機

態は正規１１名、パート・
アルバイ

名、不明が９名でした。雇用形

人以下が５名、 １００以下が２

名、 不明５名。 事業規模は３０

代３名、 ５０代５名、 ６０代１

は２０代１名、 ３０代１名、 ４０

性７名、男性９名）でした。年齢

１０月の労働相談は１６件 （
女

ます。 （
山下功智）

は複雑であり又今日もつづき

様々な福祉施設での労働相談

改善を願って運営されている

も ・障害者 ・高齢者の生活の

みも大切といえます。 こど

現場の現状に寄り添った取組

で成り立っている高知県の福祉

組みもしました。中小の企業

での相談を受け談を受ける取

に粘り強い銀行へ
の融資問題ま

場合会社存続を決意した社長

支払いを実現しています。その

制度を活用して分割で全額の

へ
の未払い賃金を確認し、裁判

体交渉を開き解雇した労働者

のケースでは組合を結成し団

支払うことになりました。 こ

所の活用で未払い賃金すべてを

急性があり、結果的には裁判

サービス施設からの相談は緊

同じく株式会社の運営のデイ

常な運営を取戻しています。

こしました。今はやつとこさ正

わしたりして大混乱を巻き起

施設では架空職員で運営をま

株式会社運営のデイサービス

の相談が相次いでいます。ある

営の高齢者施設で働く者から

度の導入を境に株式会社の運

す。高知県では、介護保険制

労働相談センター通信 月号 かんでいることが大切になりま

１１
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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。

当選 者の 発表

１９０号の答えは「クリメ

イゲツ」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】
山崎 茎子さん

（自治労連）

影山 達也さん

（自治労連）

（自治労連）

細木 麻沙恵さん

※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

抽選で３名様に図書カー

ル）
締め切りは１２月６日

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

までとなります。

はたらく女性の中央集会 in 高知

労

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 。

――だが若々しい ④○○を

展に○○ ⑩エ

県

カギを解き二重枠の文字を

世話する

かつぐ ⑥愛媛県が主産地の

対 ⑨文明の発

⑮

並べてできる言葉は何でしょ

――になって

○○カン ⑧他国。 ――に骨

読む？

書き ⑦重症の

う？

がある ⑤追って

を埋める ⑪私の――に合う

⑭稀有。 何と

【タテのカギ】
①幼い頃からの

③バラには○○

色形 ⑫海が荒れること ⑬

⑫論より――

――が大事 ②バクチで――

①師匠と弟子

話の○○を折る

コロジーの略

を棒に振る ③彼女は私より

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》
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おたよりの紹介

分科会 ： ２０１６年1１月２６日 （土） １３時３０分～

○今回のクロスワード難易度高かったです。 思わず同僚にも相

分科会タイトル
憲法で見る私の職場・くらし
隠されたビキニ被災と原発のこれから

会場
文化ﾎｰﾙ
文化ﾎｰﾙ

談し、職場のコミュニケーションに一役買いました。自治労連（Ｔ･

共済会館

〇今年から年金関係がとっても複雑になって来ますが…私が退職

輝いて働き続けるために

講師・助言者
谷脇 和仁（弁護士）
山下 正寿さん
川西 玲子さん
牧 耕生（県労連）
金子 竜太（医労連）
須賀 楓介さん

女性の人生設計とメンタルヘルス
「保育園落ちた」「介護離職」「下流老人」は
田中 きよむさん
ぜったいイヤ！
食の安全と地域経済
村田 武さん
光富 祥さん
放っておけない子どもの貧困
藤田 毅さん
青木 美紀さん
高知の戦争遺跡巡り
出原 恵三さん
土佐の偉人、足跡めぐり
宅間 一之さん
路面電車でいく土佐の民権運動史跡めぐり

共済会館
高知会館
高知会館

Ｋ）

する頃は、年金ももらえるかもらえない時代になるのかもしれませ
んね。 自治労連 （Ｋ ・ Ｙ）
○感想にはならないけど答え？「クリメイゲツ」という言葉を知らな

高知会館

かった私です。 自治労連 （Ｍ ・ Ｙ）

文化ﾎｰﾙ前
文化ﾎｰﾙ前
文化ﾎｰﾙ前

〇各労連の発表を読ませていただき、自分たちの単組の方でも
がんばらなくてはいけないなぁと思いました。年々、仲間が減っ
ていく中、自分達の必要性をわかってもらうためのアピールをし

全体会 ： ２０１６年1 １月２７日 （日） １０時～
高知県文化ﾎｰﾙ

ていきたいと思いました。 自治労連 （Ｍ ・ Ｈ）

川柳コーナー

ブレません 大企業優先 ＴＰＰ

牧師）
（

軽口の 郷土 代表『のう 』壊す

源朝光）
（

ＴＰＰ通ったあとには草しか生えぬ

源朝光）
（

久しぶり 聴 けばや っぱり いいウタダ

高橋狸）
（

川柳 を 募 集 し て い ま す！

〇最低賃金７１５円の機関紙での広報誠にありがとうございまし
た。 早く１０００円を実現したいものです。 全労働 （Ｔ ・ Ｕ）
〇毎年季節の変わり目で鼻水が大量に出ます。機関紙では心
で季節を感じています。 自治労連 （Ｍ ・ Ｏ）

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

