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強く求めて行きたい」答えました。

いる。公契約条例の制定が法的な

ることは資料もいただき、承知して

きが県段階含めて全国に広がってい

産予定日となっている場合、 雇用

用を繰 り返 す 臨 時 職
員で、 雇用期間が終わった後に出

「自治体では、六ヵ月雇

某日、県市町村振興
課と話し合い▲当方、

問題があるとは考えていない」
と答

公契約問題では、「公契約の動

１１月２９日、県労連も加盟する国民大運動実行委員会は、教育長

えました。実行委員会からは「県

は、田村教育長が対応し、特別支

新設する問題で
「県は新聞報道で

では、四国沖に米軍の訓練空域を

午後からの副知事との話し合い

亡くなり、２千数百人が県外に流

る」「高知県は５千人生まれ１万人

１円に引き上げる審議が行われてい

②被雇用者
特定業務委託契約に適応する額（７２０円） ⇒ ７６１円

⇒ 変更なし

真の「地方再生」へ
、 政治と行政
の未来責任が問われている。 （
筒）

と地域を出発点にした持続可能な

数管理、 地方財政の抑制がある。
まやかしの「地方創生」から、 人

背景には、厳しい地方行革、職員

かし臨時の仕事という建前なので、
昇給もなく低賃金のままである▲

が非正規という自治体もある。 し

での非正規労働者へ
の置き換えがひ
どい。 中には、 役所の職員の半分

ても今、自治体では、恒常的業務

▲この回答をおおいに非正規雇用
の処遇改善に生かしたい▲それにし

てはいけない」
と原則に忠実な回答

が必要。雇用継続は本人の意思が
尊重される。経済的不利益があっ

も規定されており、 慎重な対応

の受給ができない状況もある」▲
対して県は、
「産前産後休暇は法に

されず、出産手当金・出産一時金

雇用と雇用の間に空白期間が入っ
ているため、 健保加入条件が満た

た、 反復雇用と見られないよう、

機会均等法の出産を理由とする不
利益取 扱いの禁止 に反す る。 ま

が保障されないし、労基法や雇用

期間終了と同時に雇止めとなる例
が多い。 これでは、 産前産後休暇

と副知事へ要請を行いました。教育長へは１７項目、副知事へ９項目に

都が制定していないのに県が理念条

援学校の再編問題、少人数学級の

出し、毎年７千人以上の人口減に

る高知市が制定し、今第２期の審

拡充、臨時教職員の処遇改善、学

初めて知った。航空局は空域設定

なっている。 底上げが重要。 若者

位に認められている）
求めました。

は、労働力人口の５割近くを占め

ついて要請を行いました。県労連は、ブラックバイトの問題と公契約を

針路

例を設けている県もある。高知県

国民大運動が副知事・教育長要請
各団体から切実な要求を県へ届ける
教育長交渉の様子
Ｎｏ．１９２
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

中心に教育長と副知事へ改善等を迫りました。
教育長要請

力テストなどの全国調査へ
の参加中

を許可しているはずで、 事前に関

に安心感を与える宣言をするトップ

議会で最低賃金を７２０円から７６

止、ブラックバイト対策など１７の

係県に知らせるべき」
「また、米軍

のアピールが重要」
など指摘をしま

副知事要請

項目で交渉を行いました。

機の飛行プランについて事前の通知

した。

午前中に行われた教育長要請で

特別支援学校の再編問題では、

はいまだに行われていない。今後も

高知市公契約・下限額７６１円に
「低過ぎる」の意見も微増の引上げ

日本赤十字病院の移転に関わって

１１月２８日、高知市公共調達審議会が開催さ

今後、高知市長へ
審議会から答申が行われます。

き上げとなりました。

用へ
の影響」も考慮され、不十分ながら４１円の引

ドマップ必要では」との意見も出されましたが、
「雇

すぎる」
や
「３年間でここまで引き上げるというロー

に当てはめただけのもので、委員からも「現行が低

この間の最低賃金の引き上げ率１０５％を７２０円

額の引き上げがまとめられました。

れ、 現行の７２０円から７６１円へ
の労働報酬下限

見直し

江ノ口の特別支援学校が宿舎は大
原町、寄宿舎は盲学校内へ
と移転
することについて、①小児救急に対
応できる病院と校舎・寄宿舎とも
に離れる点、②寄宿舎と校が離れ
る点、③特別支援学校の寄宿舎が
盲学校の寄宿舎と一緒になること
による盲学校の環境など、不安点
が出されました。
ブラックバイトの問題では、田口
委員長からアルバイトの位置付けを
県教委としてしっかりするように
（
太平洋学園では、アルバイトが社
会経験をする機会であるとして単

⇒

現行
①一人親方
公共工事設計労務単価×８０％

ＮＯ．
１９２
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を急ぎ、
「１対１」のすっきりした

その教訓を踏まえ、 候補者調整

５月からの選挙戦となりました。

足りなかった」ということで、実質

での高知の教訓の一つは、
「時間が

懇談えお行いました。参議院選挙

は、 来高中の蓮舫民進党代表と

１１月２０日、 憲法アクション

げ密な選挙をたたかい、今もその

県民連合という政治団体を立ち上

る。３つ目は、立憲 ・平和 ・強制

原発、 消費税も盛り込まれてい

項目の政策協定の存在。 ＴＰＰ、

素地があってのこと。 ２つ目は１２

後の原発をなくす市民運動などの

たたかい、そして、東日本大震災

艦船の寄港や自衛隊の移駐反対の

が多くなっています。 例えば、 憲

２０１８年には日本母親大会が
高知で開催されます。

昨年９月１９日に強行採決された安保関連法。憲法９条

政府見解には、誰に対

す ると書 いていないか

ら、
「同盟国に対する」

外国の武力攻撃とも読

める。つまり、集団的

自衛権は「容認され続

けて」きた。

せん。

単なるへ
理屈に過ぎま

で、安倍内閣の主張は

ているという のは常 識

条が日本のことを指し

す。当時から、憲法９

わかる」
と発言していま

反。日本語が読めれば

田邦夫氏 も「憲法違

会で元最高裁判事の濱

す。しかし、中央公聴

いないと主 張 していま

が憲法９条を違反して

ことで、集団的自衛権

解の一部を読み替える

安倍内閣は、政府見

も都合のいい解釈で超えてしまっています。

政権は、日本政府が７０年間守ってきた一線を、あまりに

した根拠は「昭和４７年政府見解の読み替え」です。安倍

に違反すると言われながらも、政府は「合憲」として強行

これが集団的自衛権の根拠！？あまりに酷い憲法解釈

組みの特徴を紹介し、
「１つ目に、
高知憲法アクションは参議院対策の

選挙ができるように「腕力」を振

組織が生きていることを挙げた。

野党候補の統一を！
憲法アクション蓮舫氏要請

るっていただくよう要請しました。

そして候補者の調整が整えば、い

１１月２６日から２７日にかけ

法２４条には、
「家族関係における

入らねばならず、９０％以上が夫

憲法９条は
【昭和４７年から】
他国防衛認めている

組織ではない。２０１０年からの米

その中で、県内の若者やママの会の

つでもたたかう体制にある」
ことが
強調されました。

田口委員長からは、高知の取り

取り組みも紹介されました。

像や社会像が書かれています。

て、高知県ではたらく女性の中央

個人の尊厳と両性の平等」が謳わ

全体会では、高知国際大学准教

の姓を名乗っています。 多くの女

や信条の自由など、 理想の人物

はたらく女性の中央集会
全国から１１００人が集まる

集会が開催されました。初日の分

れています。しかし、民法上は、結

授で全日本おばちゃん党代表代行

性が姓を変えることによる煩雑な

婚をすればどちらかの氏（
うじ）
に

科会には４５０人、 ２日目の全体
会には６５０人が参加しました。

の谷口真由美さんが「おばちゃん

手続きを経験しています。
このように、 憲法の理念に民法

語で主語を私にして読む日本国憲

法」と題して講演を行いました。

や刑法が追い付いていない実態を分
かりやすく講演しました。

「今の憲法は古い」などの批判

もありますが、 それ以上に民法

日本国憲法には、 幸福追求権

憲法は自衛の措置を無制限に認めていない(略)、
あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえさ
れる事態に(略)やむを得ない措置として初めて容
認される( 略) 、 したがって( 略) 集団的自衛権は
許されない

要請の様子

や刑法が古く、時代に合わない点

全体会の様子

安倍政権の解釈

憲法９条 / 昭和４７年政府見解

ＮＯ．１９２

連
労
県
知
高
(2)２０１６年１２月１０日

朝倉ユニオンが誕生！
新たな仲間が結成総会を開催
より安芸市、佐川町は支給範囲外
に。高知県は中山間の多い県。そ
こからさらに山合いに入ることなど

月号

られました。

後まで諦めない」
と力強い決意が語

患者さんのためにもなるので、 最

それを改善することは、 ひいては

成されており、どの組合も力を付けながら奮闘しています。

倉病院で労働者が立ち上がりました。今年に入って３つの労働組合が結

解雇が行われる職場を良くしたい」
「患者のための医療がしたい」と朝

１１月２５日、医労連に新たな仲間が加わりました。
「パワハラや不当

出さないと主張。しかし、同時に

合に提出し業績悪化のため今年は

張、３回目の交渉で経営資料も組

後者は、 会社側は褒賞金だと主

働委員会に斡旋申請しています。

員等で意見が対立し、現在県の労

は、組合員の範囲、団交事項、人

問題で詰めを行っています。 前者

在、基本協約の締結、年末一時金

からは５時間近くかかります。現

た。場所は高松の本社。四万十市

これまで３回の団体交渉を行いまし

９月に結成した
「いやしオニオン」
。

いやしオニオン

た。

う求めました。 継続となりまし

員が見られる通路にも設置するよ

貼られています。それに加え全職

こには県労連、全労連の宣伝物が

労等と並んで確保しています。 そ

板問題では現在、営業部内に日放

上げるよう申し入れました。掲示

知の実情も添えて強い改善意見を

の基準だと言うこと。そこで、高

情があるといいます。求人募集

聞くと人手不足という背景事

者が辞めさせないという理由を

食業で働く人たちです。 使用

相談者は、福祉関係施設と飲

の種の相談が２件ありました。

いという事例です。 １１月もこ

めるなと引き留めて退職させな

職したくても使用者が強引に辞

くはない相談ですが労働者が退

談があります。 以前からも無

した。▼最近、少々気になる相

働組合作り２件、その他１件で

２件、 社会保険加入１件、 労

ハ
ラ１件、雇用契約２件、労災

件、労働 ・休憩時間５件、パワ

業代不払い３件、 退職引留２

た。相談内容は、解雇２件、残

４人、臨時１人、不明１人でし

雇用形態は、正規８人、パート

６０代１人、 不明１人でした。

２人、４０代３人、５０代４人、

た。年齢は２０代３人、３０代

複数）の相談が寄せられまし

性８人）
から２１件（
１人あたり

１１月は１４人 （
女性６人、男

も増えています。がんばれ朝

をの要求は強まり組合員数

場に戻せ、 まともな働き方

りました。不当解雇撤回・
職

結して今回の組合結成とな

は限界となり職場仲間が団

パワハ
ラ解雇され不満と怒り

した。その中で１人の女性が

えぬ状態に追い込まれていま

者のもとで多くの職員が物言

関係職場ですがワンマン経営

しました。高知市にある医療

オンが結成され医労連加盟を

て新たな労働組合 ・朝倉ユニ

です。▼１１月の相談を通じ

の問題解決の一因となるはず

を実現することこそがこの種

用という当たり前の雇用形態

す。 労働者の誰もが正規雇

と処遇改善が求められていま

倒的です。良質な労働環境

依然として非正規雇用が圧

ているようですがその中身は

有効求人倍率は１倍を超え

ていました。▼最近、県内の

の暴言などの悪条件が重なっ

労働相談センター通信

ＮＨＫよさこい労連

職員に責任のないことも認めまし

も訴えました。答えは、全国一律

２月に結成したＮＨＫよさこい労

た。

分の解雇の問題だけではなく、 職

員長からは、
「労働組合として、自

での結成となりましたが、中屋委

１月の労働相談から１か月足らず

パワハラや解雇の問題もあり、１

ました。

盟組織などから約２０人が参加し

人や医労連中央本部、 県労連加

結成総会には、朝倉ユニオンの４

医労連 ・朝倉ユニオン

連。高知放送局との団体交渉が１

１２

２月１日に持たれ県労連から田口

ＮＯ．１９２
連
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県
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モノが言えない職場になっている。

場全体を良くしたい。今の職場は

高
(3)２０１６年１２月１０日
朝倉ユニオン結成総会

寄りの地点で決まります。これに

ということ。しかも、自治体の最

㎞以上でなければ交通費が出ない

委員長が参加。大きな問題が３０

す」という回答に変化しています。

送り。 頑張り次第では年末に出

ないと言うことではなく結論の見

その後、会社側の見解が「出さ

も仕事がきつくて低賃金、上司

のない職場のようです。 ２人と

をしても応募がないような魅力

ましょう。（
樫原 正彦）

大きく支援の輪を広げていき

倉ユニオンの仲間の声を届け、

いやしオニオン申入れの様子

高

ＮＯ．１９２

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

１９１号の答えは「コテン

ゲイノウ」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】
藤本 昴宏さん

（自治労連）

武市 智子さん

（全労働）

高橋 理 さん

（自治労連）

抽選で３名様に図書カー

※ 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１月６日ま

数える単位

連
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

者、 古代の――

労
でとなります。

○の外 ⑮豆腐を

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 。

外国からの移住

⑥○○運がいい、 ○○引き

す ⑭自分一人○

カギを解き二重枠の文字

○ ⑫針は北を指

面価格の略 ⑦

⑧会社に訪ねてくる ⑪寄り

○の祭り ⑤額

を並べてできる言葉は何で

チーフ。 政界の○

切り、何の用語？ ⑫○○談

③後悔しても○

しょう？

⑩親分、

判、○○焼き ⑬目は○○ほ

三年

【タテのカギ】①薄荷 ②被

①人家、 住宅

どに物を言い

⑨○○の上にも

害者の対 ③水馬。 何と読

む？ ④１㎏の千倍の単位

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１６年１２月１０日

くらしあったか村

おたよりの紹介
○「ＴＰＰ強行」反対です！機関紙に書いてありました「ＴＰＰの
問題点」 とても分かりやすかったです。 県国公 （Ｔ･Ｔ）
〇最低賃金関連記事の中に、強く同意します。「この異常な社
会を働きがいのある職場、まともな社会にしなければならない」と

なんでも相談会
１２月２４日(土)

いう部分です。ここで、最低賃金へつなげているのですが、私

中央公園北口 ・ 帯屋町ﾊﾟﾗｿﾙ前

個人としては、実態に応じた賃金の支払い、労働環境のあり方

午前１１時～午後３時

の改善ということに思いが行きました。 目に見えない （数字に
なって出てこない）残業がどのくらいあることか。心で泣きながら
必死で仕事をこなしている人がどれだけいることか。ワークライフ
バランスの取れたまともな社会へ…。子どもたちのためにも今の
私達の行動は、 とても大事だと思いました。 自治労連 （Ｍ・Ｔ）
〇読みやすいので、 助かります。 字の大きさ、 色、 レイアウ
ト等…。 自治労連 （Ｒ ・ Ｍ）

くらしあったか村
何でも相談会は

↑このあたり

←帯屋町商店街→
弁護士などさまざまな
協力で地域をあたたかく
つるや
見守る活動をしています。

川柳コーナー

新 記録

この仕事 いのちを削る 価値なのか
牧師）
（

強行何回

トランプに掻き混ぜられてババを引く？
源朝光）
（

延長 し
源朝光）
（

トランプに ヒラリかわされ クリントン
高橋狸）
（

川柳 を 募 集 し て い ま す！

交 番 ↓中央公園↓

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

