四国整備局では、ブラックボック

う問題提起を行いました。

地域で住み続けられる社会へ
全労連四国地区協が四国総行動実施
全労連四国地区協議会は、３月６日に高松市で「四国総行動」を実
施、６０名が参加し春闘勝利へ気勢を上げました。また、地域要求で
経産局 ・整備局 ・運輸局 ・人事院 ・ＪＲ四国に要請しました。

底上げが二の次になっているのでは

働く労働者の賃金、 労働条件の

業支援に傾きすぎており、そこで

当に上がっているのかを公表するよ

まとめ、各県で労働者の賃金が本

四国整備局でも調査結果を取り

拠となる設計労務費調査について、

ス化している設計労務単価算出の根

ＪＲ四国へ
の要請では、 社長が

ないか、もっと労働者へ
の直接支援

うに求めました。

地域の経済と住民の暮らしを

「不採算路線の廃線の可能性」
につ

の施策を検討すべきではないかとい

守る施策を求め要請

いて触れていることに関して、
「住民
の足を守る」
という公共交通として

高知市で中学校給食

が始まろうとしている。
予定 では２０１８年 度の

３学 期 から スター トす

る。 中学校給食の実施は、 署名活
動などによって高知市民が実施さ

せたもので、 要求と運動が結びつい
た素晴らしい取り組みである▲一

方 、 高 知 市 が決 めた中 学 校 給 食
は、給食センターを２か所作り、そ

こから配 給 す るという もの。 セン
ター内の調理は委託する。 直営で

実施 す るより年 間 ３０００万 円も
割安になるとのこと。 ２か所 で作

した。これに対して、
「北海道の例

３月３日には、 地域活性化キャ

自治体キャラバン 続( )

ではなく、県内各地域が自立して

め、太いパイプで中央に流し込むの

県全体の人、 物を高知市に集

ある。 高知市の直雇用であれば、

懸念が挙げられる。 まず防災面で

ターと同じ「安い」からであろう。
しかし、 それでいいのか。 いくつかの

られた給食は、 最大３０分かけて
各中学校に配給される▲給食の委

もある。経営は厳しい環境。使命

ラバンで高知市執行部と懇談を行い

やっていけるよう、高知市が
「中枢

問いかけました。

は自覚しているが、経営が成り立た

ました。井上哲郎副市長 （
経済産

都市構想」
を他の自治体とも協力

抱えながら中学校給食は動き続け
ている。 （
牧）

へ
の波及があるのか。 多くの課題を

く経費を抑えたとしても地域経済

場合、 給食数が多く、 地域の野菜
では賄いきれない。 委託によって安

地産地 消の面である。 センターの

にどうやって食料を運ぶのか▲次に

地域である。 センター事態は被災
を免れたとしても、 浸水した地域

にはその義務はない。 さらに給食
センターの場合は、 ほとんどが浸水

震災発生時には炊き出し等の支援
が迅速に行える。 しかし、 委託先

託化は高知市内の小学校でも進め
られている。 その理 由 は給 食 セン

なければ、 それも果たせない。そ

業省）はじめ各課長が対応しまし

す。文化が香り、にぎわいのある

ういう事態もありうるということ

懇談では、 人口の４６％を集め

都市にどう発展させるのか、意見

してどう仕上げるかが問われていま

田口委員長からは、
「四国島民

る高知市が、県全体の
「人口ダム」

を交わしました。

た。

の使命を果たしてほしいと要請しま

針路

を言ったもの」との回答でした。
が期待しているのは、公共交通とし

の役割をどう果たすのかの決意を

日高村長と

ての使命を果たすという決意。 だ

香美市での様子

から、利用し残してほしいという熱
意だ。 行政に対しても大いに援助
を申し出てほしい。 我々も応援す
る」と述べました。
ＪＲ四国は、
「ＪＲだけではなくバ
スも含めた総合的な公共ネットワー
クの構築を議論する場が必要」と
の考えが示されました。
四国経産局では、あまりにも企

高知市との懇談の様子

四国総行動の様子
Ｎｏ．１９５
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
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中央委員会の様子

第３１回中央委員会を開催
組織活性化で春闘前進を確認！
県労連は２月１９日、こうち青年センターにて第３１回中央委員会を
開催しました。中央委員会には県労連加盟組織から約６０名が参加し、
基本方針「月額２００００円、時間額１５０円以上の賃上げ」を決定し
ました。それと合わせ、組織の活性化を大いに進め、組織拡大ととも
に春闘の前進を勝ち取っていく決意を固めました。

発言の紹介

払いで裁判中（
現在は判決が出、被
告側が控訴している）
。これからは

から要求を練り上げて春闘を闘っ

というのは放ってはおけない。分会

うだけで隣の仲間がワーキングプア

意見書採択を

い。 県議会へ
の

高 めていき た

上 げの世 論 を

ていく。

行動も実施し

目 指 して要 請

ていく。
高教組 竹島委員

スポーツ選考

という特別選

考で年度途中

働相談ホットラ

県労連 ・八木 須崎労連で発言 )
(
昨 年 から 労

する。 それは

インを須 崎 労

に教員を採用

教育免許がな

地域労連とし

流企画 「ゆい

地域労連の連

れた。 産別と

組合が結成さ

県労連 ・金子 医労連で発言 )
(
昨年は２つの

がパワハラを感

トでは、５２％

郵政ユニオン 小松委員
春闘アンケー

この間、戦争

連 でも 開 設 。

くてもいい。そ
れを５人も採用する。今年の教員

て地 域 に目 を

まーる」へ
高知

携 の中 で生 ま

じ、 ６３％ で

法廃 止 の集会

自治体へ
の交渉も検討したい。

採用は３５人。 これでは現場の臨

向けた活動を

県から３０人が

れた組合。 家

自腹営業があ

や医療生協と

県教組 植野委員
年末に全教
が主催する沖

時教員は希望も持てない。

参加。 前段の
学習会などの取り組みの中で仲間

族に拡大 の対

ることが判明

縄での学 習交

も増えた。現在は報告会が郡市各

象者はいないかなど、組織拡大につ

同月数の回答

定時 ・専任で

１月に春闘討論集会を開催し、

ルで連絡を取り合ったり、 配布物

なか厳しくなっている。しかし、メー

学 習 会 や ビラ

共 催 の何 でも

土佐清水労連 坂下委員

も継続している。

みも須崎地域で進め、１９日集会

進めている。 戦争法廃止の取り組

教組へ
も拡がっている。

いても県労連内で情報交流が出来

自交総連 横田委員

相談会、 春闘
背景に、 北部
は格差是正な
り、金無差別

を引き出した。

５つの地域でも春闘討論集会を開

を確実に卸すなどして、土佐清水

る場もあればいいのでは。

した。 １７春
闘では、３６協定の特別条項廃止

配りなどを土

ストライキを

を要求。現在ストライキ１票投票
こうち生協労組 中谷委員
昨年は正規・ を行っている。
是正や残業代

仕事内容や責

催。
「ビクトリーマップ」
で県内企業

労連としての活動を続けている。

どを会社に迫

手当の格差是
正を勝ち取った。ストライキを背景

任 は一 緒 なの

の内部留保を明らかにし、大幅賃

会議は毎月開催としているが、なか

佐清水労連として取り組んでいる。

に交渉が出来たことは大きい。とで

に、 職種が違

県国公 杉本委員

んハ
イヤー労組では、有給休暇の不

そこを変えてい

くなっており、

の話 が出 来な

組合では政治

保育制度を民間に渡していく流れ

やってくるのが安倍政権。 公的な

しでも油断するとどんなことでも

るはずの労働者が０円になる。少

の切り下げ。 ２２００万円もらえ

本社 会議 室の

目 を迎 えた。

は今 年 で２年

土佐食支部

ました。 ＲＫＣが取材に訪れ、 相

２ヵ所で電話相談の窓口を開設し

引き続き、 県労連と須崎労連の

ラインに取り組みました。昨年に

ンターは全国一斉の労働相談ホット

ワハ
ラ・
セクハ
ラ・
いじめ４２件、労

賃金 ・残業代未払い７２件、パ

談が寄せられました。内訳は、

２０１６年は、 ２９１件の相

いと一蹴された。不払い残業も

程度の仕事で、死ぬ人間はいな

るって会社に改善を求めたがこの

の残業をしている。 勇気をふ

足になり１カ月１００時間以上

働く５０代男性からは、人手不

月号

働時間 ・休日３７件、解雇 ・雇

【URL】 http://bit.ly/2jv3MSR

労働相談センター通信

い止め２２件、退職１５件、労

あり、労働基準監督署に告発

２９１件の相談の中で労働組

働契約違反２０件、 労災１５

合を作り団体交渉によって問題

したいが会社に知られるのが怖

患８件、 配置転換７件、 倒産

解決できそうな事案もありま

件、社会 ・雇用保険１４件、組

１件、 その他１６件でした。 こ

したが働く仲間が職場でバラバラ

くて告発できないという相談で

の１年間、労働相談を通じた新

す。

規労働組合結成は４組合で、

にされているなかで使用者を怖

合結成・
加入１３件、労働条件

各県労連加盟組織へ
の加盟 （
全

がったり、連帯意識や権利意識

切り下げ９件、メンタル不全・
疾

体）は４４人でした。

の希薄さから労働組合加盟につ

ありませんでした。どこの職場

ネット署名にご協力ください。

要求の中心は賃金問題と退職共済

く必要がある。
を創り出し、憲法を空洞化させて

使用、一時金

談は１０件 （
県労連９件、須崎労

近年、 相談件数 （
順位）の
雇い止めをめぐる相談が減少し、

にも共通する働く仲間の悩み

１位～２位を占めていた解雇 ・ ながらなかったケースも少なく
パワハラ相談や違法労働を含む

や不満、 困りごとの問題解決

１７年春の組織拡大・
強化月

にあたっては労働組合がその役

間で、改めて労働組合の大切さ

長時間労働 ・休暇、退職引き

過労自殺につながるような深刻

や必要性を未組織の仲間に伝

留めなどをめぐる相談が従前よ

な相談も寄せられました。①ド

割を果たします。

ラッグストアーで働く３０代の女

え、飛躍的に組織拡大を前進

り増えてきています。過労死や

性からは、店長のパワハラでうつ

させましょう。（
樫原正彦）

携帯電話で右のQRコードから

３

病になり死にたいと思う毎日が
続いている、②電気設備会社で

り組んでいます。

自治労連 吉田委員

自治労連では、
いる。

１ヵ月、 時給

域に相談窓口を広げていきます。

合と地域を民主化させていく。ま
た、 全労連の全国一律最賃制度
を目指す最賃アクションに取り組
み、 署名１０００筆を目指す。
福祉保育労 山下委員
この間、要求
書 をみんなで
議論する中で
組織拡大が５
人あり、 過半
数を回復した
職 場 があ る。

ホットラインの様子

連１件）でした。今後はさらに地

制からの月額
賃金制へ
の以降を勝ち取った。 組

３月６日、県労連 ・労働相談セ

労働相談ホットライン
組合で無期雇用へ！

政治教育に取

高知一般 前田委員

意識を育てていく。

情報提供をしっかり行い、主権者

り組むとともに、組合員に対する
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雇用共同アクションがネッ署名開始

全労連などでつくる雇用共同アクションが、ネット署名「８

時間働いたら帰る、暮らせるワークルールをつくろう。」に取

高

県

労

連

ＮＯ．１９５

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

１９４号の答えは「バレン

タイン」でした。当選者は以

下の方です。おめでとうござ

います。

さん

（自治労連）

潤

【当選者】
内村 達也 さん

西山
（県教組）

（自治労連）

岡村 彩世 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４月７日ま

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

でとなります。
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 。

淑女の対

ねど高楊枝 ⑥内助の○○

いる。 ○○大、

⑮男子の尊称。

カギを解き二重枠の文字

⑨力強くすぐれて

⑧軽度の対。――のやけど ⑪

の敵を長崎で討つ

を並べてできる言葉は何で

――戦術 ⑭○○

子 ⑦心丈夫

分数で分母の上にある数 ⑫

⑤気品の高い男

しょう？

⑫下等の対。

○○を大にして言いたい ⑬土

上のたん○○

【タテのカギ】
①追って書き

⑩米○○、豆○○

用の○○の日

①集まり ③目の

②異なる宗教の信者 ③好

○○姿、 ○○弁

きな食べ物 ④○○は食わ

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１７年３月１０日

○四万十町長との懇談の様子が機関紙にのっていました。うちの職労

おたよりの紹介
○ 「過労死シンポ」 の記事、 １面の 「自治体キャラバン」 の記事、
思わず読んでしまいました。 活動に頭が下がります。 ご苦労様で
す。 そして 「針路」 にあった、 世の中捨てたもんじゃない～にも、 大
いに共感！私の身近な人達も 「子ども食堂」 に関わっています。 私
も、 何かのお役に立てるよう、 考えています…。 しかし、 社会保障
や労働政策の貧困な国になったもんだ×××。 自治労連 （Ｓ･Ｍ）
〇命以上の仕事！そんな仕事はありません！新採の教師が全国で４
７名も自殺しているという話を耳にしてビックリ！子どもが好きで教え ・
学び合うことが好きで教職をめざしたであろう若者が、 なぜそのような

とが大切だと感じました。 自治労連 （Ｕ ・ Ｔ）

３月２日、 高知城ホールにて

習会を開催しました。主催は「高
知憲法会議」
「高知県労連」など

４団体。 講師は、 田中肇氏 （
高
知短大元教授）
。

○機関紙のバックナンバーは県労連ホームページで見ることが出来ます。 「高知県労連」 で検索できます。

「共謀罪の怖さを一から知る」学

共謀罪の提出阻止を！
学習会を実施！！
安倍首相は、 過去３回廃案に
なった「共謀罪」ではなく「テロ

ぜひご参加ください。

たら…」 と想像しただけでも、 とても苦しい気持ちになりました。 日々
の生活に追われる毎日ですが、 職場環境についてもっと考えていくこ

等準備罪」と言い、 これがなけれ
ば「東京オリンピック」の開催が出

学習会は生計費シュ
ミュレーションで最低賃
金の在り方を学びます。

県労 連 青 年 部 学習 交 流 会 の ご 案内

【学習会】４月１日 （
土）１３時～

【場 所】高知城ホール３階

【交流会】４月１日 （
土）１５時～

【場 所】高知城二ノ丸周辺

わが妻 は

首 相夫 人とい う私人
源朝光）
（

櫻井くん ワイドショウに 嵐呼ぶ

高橋狸）
（

高橋狸）
（

高知県 威信をかけた 維新博

川柳コーナー

【参加費】２０００円

てみると結構おもしろかったです☆自治労連 （Ｉ ・ Ｙ）

○いつも楽しみに読んでいます！１９４号の過労死シンポの報告記事
を読んで 「もし、 自分の家族や仲の良い友人がそのような状況になっ

来ないとうそぶいています。 しか
と日本を変質させる
し、 テロ対策の１３本の条約はす 争をする国へ
でに批准しています。 共謀罪は、 ものです 。
共謀罪を国会に提出させないよ
特定秘密保護法や通信傍受法と

〇初めて送ってみました。 ちらちら気になっていたクロスワード…やっ

（Ｏ ・ Ａ）

ともに、 国民の知る権利や言論 う、 今声を上げましょう。 共謀
の自由、 結社の自由を奪い、 国 罪反対の署名や行動を起こしてい
民主権や民主主義を破壊し、 戦 きましょう。

道を選ばなければならないほど、 追いつめられるのか？？？？なん
だかつらい世の中です。 香美教組 （Ｍ ・ Ｙ）

もがんばっているなぁと改めて感じました。 給料を下げさせないようこ
れからもがんばってほしいし、 協力し合いたいと思います。 自治労連

学習会の様子

