ＳＴＯＰ！
共謀罪・戦争をする国

高知
県労連
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今年、高知では桜の

開花が例年よりずいぶ

ん遅く、 ３月２９日で

われる共謀罪の創設に強く反対の声を挙げましょう。

されました。労働組合や市民運動を弾圧し、戦前の治安維持法とも言

組織犯罪準備罪）
を閣議決定し、４月６日には国会での審議入りが強行

安倍内閣は３月２１日に、過去３度廃案となっている共謀罪 （
テロ等

の通信傍受、 盗撮、 密告などが

ります。警察による電話やメール

や団体を監視することが必要にな

くらむかを日常的に、対象の個人

には、いつ・どこで・誰が ・何をた

す▲教科に格上げされた道徳で来

業ができたかを想像するのは容易で

域によって様々でしょう。どちらが

日本列島で４月に咲いている花は地

ナ ハト マメ」でした。南北に長い

出てくる言葉です。それ以前は
「ハ

降の小学１年国定教科書の最初に

際的な１３本のテロ対策の条約すべ

した。テロ対策については日本は、国

当初「テロ」の文字もありませんで

言っていますが、今回の法案には、

安倍首相は
「テロ対策」
に必要と

テロ対策とオリンピックは偽り

ては人づくり）です。

をする国」の社会体制づくり（
ひい

はありません。その狙いは、
「戦争

体を監視・
弾圧する本質に変わり

る、②政府の政策に異を唱える団

案）
。しかし、①心の中身を処罰す

あり歯止めにはなりません。「共 う。
謀」とは、
「共同で （
悪事）をたく 【要請先】

決めるのは警察などの捜査機関で

備行為の境目は曖昧です。それを

ていると言っていますが、共謀と準

備行為」が行われたときに限定し

図が隠れています。
「犯罪実行の準

い勝手の良いものにしようという意

の対象をより緩和し、捜査側に使

回の「準備罪」を置くのは、適応

付けられていますが、 その上に今

な犯罪には「予備 （
準備）罪」が

のが原則です。例外として、重大

近代刑法は、「既遂」を罰する

自民党県連

や抗議へ
の取り組みを強めましょ

早急に共謀罪の廃止を求める署名

や宣伝行動に取り組んでいます。

県労連では、 地域でのビラまき

共謀罪廃案の取り組みを強めよう

なってしまう危険性があります。

的犯罪集団」として捜査対象に

た」と警察が認定すれば、「組織

果、途中から「違法行為を計画し

労働組合や運動団体も監視の結

や暴力団に限定されていません。

ていますが、その中身は、テロ組織

行為に限定していると国会で答弁し

安倍内閣は、
「組織犯罪集団」
の

れます。 市民としてもしっかり検

ターで展示され、一般にも公開さ

究 所 など県 下 １３の教 科 書 セン

で教科書に注文をつけています▲

科省は授業の進め方にも踏み込ん

としている側は本気です。また、文

稽にも見えますが、押しつけよう

しょうか▲「そこまで？」と少し滑

店」がある地域がどれだけあるで

に「和菓子屋」や「和楽器を売る

修正されたもの。さて、身の回り

つ』いう点が足りないと指摘され、

の文化と生活に親しみ、愛着をも

楽器を売る店」
に。
『我が国や郷土

屋」に、
「アスレチック公園」を「和

されました。
「パン屋」を「和菓子

す。その教科書の検定結果が発表

子どもの身近なものに合わせた授

じ込めるための条約でテロとは関係 「横行」する恐れがあります。 戦
前の
「暗い社会」に逆戻りしないよ

年度から初めて教科書が使われま

てを批准し、 国内法も整備してい

ＦＡＸ ０８８ ‐８２１ ‐０５１５

共謀と準備行為の境目は曖昧

ます。今回、口実に持ち出してい

らむこと」です。心の中身を処罰

証したいものです。（
石 )

（「組織犯罪処罰法」の一部改正

る「国際組織犯罪防止条約」は、

することにほかなりません。

公明党県本部
「話し合い、合意」を摘発する

採択前の６月ごろに高知市教育研

テロ集団へ
の対策ではなく、国際的

監視やスパイ活動が横行
ネーロンダリング等の経済活動を封

ＦＡＸ ０８８ ‐８２６ ６
- ６１６

な犯罪組織集団が対象であり、マ

過去３回提出し、 廃案となった がありません。 これを批准しない
「共謀罪」法案を「テロ等組織犯罪 からといって、
「東京オリンピック」
が
準備罪」法案と名前を変えて、今 開催出来ないということは全くの
国 会 に提 出 しよう としています 「こじつけ」です。

名前を変えても本質は同じ

う共謀罪を許してはなりません。

した。
「サイタ サイタ
サクラガサイタ」は１９３３年以

針路

労働組合や運動団体も対象に

共謀罪が閣議決定・国会審議入り
心の中を監視・処罰する悪法は廃止に

県庁前交差点での宣伝行動
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(1)２０１７年４月１０日

全国一律最低賃金制度の創設を！
県労連青年部が生計費調査を実施
同じ生計費になるというのには驚き
ました。」などの感想が寄せられ、
「普通の生活」
を送るための生計費

県労連青年部は４月１日、学習交流企画として生計費シュミレーション
うことが浮き彫りとなりました。

地方でも生計費が変わらないとい

の高さと、 都心部と高知などの

を行い、
「人間らしい生活」について考えるとともに、最低賃金の大幅

県労連では、 最低賃金の格差
が、県外へ
の人口流出を助長する

引き上げと全国一律の最低賃金制度の必要性を学習しました。学習後
は、高知城にて花見を行い、職場や職種を越えて交流しました。

要因の１つになっていることを指摘

労連、県教組、高教組、宇治電

今回の学習交流企画には、自治
ション結果となりました。参加者か

１５３１円が必要というシュミュレー

で３１０万円、 時給に換算すると

結果は月額２６万５千円、年収

して地域経済の底上げにも、最低

産業振興計画を完遂するため、そ

７円となり、その差は毎年拡大し

は７１５円で、東京都との差は２１

求めています。高知県の最低賃金

全国一律の最低賃金制度の創設を

し、 最低賃金の大幅引き上げと

名が参加しました。参加者は、① らは、「すごく節約するわけでも
食費・
交際費の部、②住居・
家具・ 贅沢するわけでもなく、生活を送

労組と日本共産党青年部から１７

るだけで月々の出費がこんなに沢山

賃金によって格差が拡大する現行の

生計費シュミュレーションを実施

交通費の部、③衣服 ・履物の部、

かかるとは思っていませんでした。高

6,552円

家具・家事用品

4,094円

被服及び履き物

10,072円

保険医療費＆交通・通信費

11,606円

娯楽教養費

21,111円

自動車関連費用

37,281円

交際費・その他の費用

42,383円

最低生計費（税抜き）

230,928円

月額生計費（税込み）

265,567円

年額生計費（税込み）

3,186,806円

時給換算（173.8時間）

1,531円

時給換算（155時間）

1,713円

ています。県が進める移住政策や

④教養娯楽費 ・理美容費・その他

制度からの転換が切に求められてい

光熱・水道費

の歴史を振り返りながら、労

祭典」とも言われるメーデー

中央メーデーです。
「労働者の

５月１日は第８８回高知県

５月１日を労働運動の日に設定
しました。これ以降、メー

を行うことが決議され、さらに

では、 ８時間労働制実現のデモ

た第２インターナショナル創立大会

りました。３年後にパリで開かれ

ざそう」をスローガンに掲げ、取

守り、 平和と民主主義、
中立の日本と住みよい高知をめ

民の団結で生活と権利を

人が参加し、
「労働者、県

メーデーには、 約１２００

参加しました。高知県中央

集会へ
は、２万１０００人が

で開催されたメーデー中央

ます。 東京の代々木公園

や憲法守れの声を挙げてい

メーデーに参加し、賃上げ

所、１７万人もの労働者が

昨年は、 全国で３２２ヵ

全国でメーデーは開催

いくこととなりました。

デーは国際社会に広がって

働者が勝ち取ってきた権利に
ついて考えてみましょう。

初めての「メーデー」

１８８６年５月１日にア

メリカ ・シカゴの労働組

合が８時間労働制を求め

てストライキ ・デモ行進

をおこなったことが始ま

りです。この際、アメリ

カの労働者は、８時間は

「仕事」のために、８時間

は「休息」のために、残

りの８時間は「好きなこ

と」のために、と訴えま

した。当時の労働者は、

低賃金で１日１２時間以

上働かされるなど、 過

酷な生活を強いられてお

１２：００～ ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞｺﾝｸｰﾙ

り組まれました。

１０ ： ４５～ デモ行進

り、これを改善するため

１０ ： ００～ 開会

に労働者自らが立ち上が

９：３０～ うたごえ

第８ ８ 回 高 知 県 中 央 メ ー デー

１２ ： ３０～ 大交流会

【日程】５月１日 （
月）９時３０分～

【場所】高知市中央公園 （
南側）
メーデー大交流会

【日程】 ５月１日 （
月）１２時３０分～

※お弁当を高知城ホールで販売しています

【場所】 高知城ホール４階

ので、 必要な組織は予約をお願いします。

～タイムスケジュール～

知県は物価も安くて、全国的にみ

52,833円

の部、のグループに分かれ、
「人間

住居費

ます。地方からさらに声を挙げる

44,996円

れば生計費もそんなにかからないか

試算

らしい生活」を基準として、生計

25歳・単身
アパート

ことが必要です。

県労連青年部

と思っていましたが、全国でだいたい

食費

費のシュミュ
レーションを行いました。
シュミュレーションの様子

メーデーの歴史を知ろう
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(2)２０１７年４月１０日

員の解雇と同じく厳しい制約を課

月号

雇止め撤回の取り組みで

包しないことを確認しました。

の更新に来年３月末での雇止めは内

どおりの条件で更新すること、そ

ずこの４月からの雇用契約は従前

ました。 それによって、 とりあえ

りにも無謀であることを病院へ
訴え

人）とも職場に行くことが出来

した。５人 （
女性２人、男性３

ぐる相談が５人から寄せられま

く関わりのあるメンタルヘ
ルスをめ

のパワーハラスメント、 これと深

最近、 目立ってきている職場で

数）の相談が寄せられました。

男性１６人）から、 ３０件 （
複

３月は、 ２５人 （
女性９人、

を！何でも労働相談ホットライ

組合に入って 無期雇用へ
の転換

一斉
「ＳＴＯＰ！雇い止め 労働

呼びかけとして３月７日、全国

は、同法の実施に伴い、事前の

換）が実施されます。 県労連

約法第１８条 （
無期雇用へ
の転

ければならない」とする労働契

めば使用者はこれを受け入れな

者が無期雇用へ
の転換を申し込

返して５年を超える場合、労働

労働相談センター通信

組合活動にも活気が出ている

ず休職を余儀なくされ復職を

ン」
を県労連事務所と須崎市高

したがって、今回の雇止めはあま

今後は、話し合いの場を団体交

望みつつも精神的に不安定な状

２０１８年４月からは無期雇用への転換が可能となりました。それに伴
い、今年の３月で雇止めするケースが全国で発生しています。県内で
も、医労連加盟組織で雇止めが起こり、組合が雇止めを撤回させてい
ますので、紹介します。

高知赤十字病院で雇止めが発生

しています。

渉に移し、無期労働契約を確実な

態から抜け出せず苦悩している

医労連で雇止め事案を解決！
無期雇用への切り替えを求める

ものにしていく必要があります。

２０１２年に改正された労働契約法によって、有期雇用労働者が２０

くてはならないので、 それを回避

また、
「同じ境遇の労働者がまだま

加入することを選択しました。

なされるものとして働いてきたた

月からの雇用契約を更新するとの

雇止めすることを条件に、今年４

約労働者にあらかじめ無期転換申

発生する有期労働契約の締結以前

回のケースは「無期転換申込権が

もこれまで１年契約を５回更新し 省が２０１２年１２月に発出した
てきており、今後も当然に更新が 「労働契約法のあらまし」には、今

内容を通告してきました。３名と

込権を放棄させることを認めるこ

安になりすぐに高知赤十字病院労 に、無期転換申込権を行使しない
働組合 （
谷内光代執行委員長）へ ことを更新の条件とする等有期契

め、突然の病院の通告に驚き、不

とは…（
中略）
…公序良俗に反し、

とに反するものであり、厚生労働

し労働者の雇用の安定を図る」こ

期労働契約の濫用的な利用を抑制

これは労働契約法１８条の「有

す。
「労働組合に入って、無期雇用

働者の無期転換を勝ち取っていま

では、昨年１０月から有期雇用労

では今年の４月から、郵政ユニオン

交渉によって、 こうち生協労組

無期雇用への転換を実現しよう

合に活気が出ています。

の声をあげ行動に起こすことで組

を使い捨てにするな」
と、当たり前

会を創り出しています。「労働者

囲に対話を行っており、 相談の機

だいるはず」
と、組合員は自分の周

の相談では、まずは病気治療に

見て取れる事案でした。これら

る使用者のモラル破壊の一端が

ほかですが、まさに今、蔓延す

に自己責任を迫るなどもっての

用者がパワハラを行って、休職者

などの共通点もありました。使

届けを出せ」と、執拗に迫まる

せ、休みが長引くのならの退職

ように
「切れ目なく診断書を出

に、使用者は追い打ちをかける

実態を訴えてきました。 さら

があれば雇用を守れたケースも

の裁判例で、複数回の更新事実

契約更新をしていたので、
「過去

でした。 しかし、 １年を超えて

法第１８条が適用できない事案

期間が５年を超えず労働契約

たが、来年４月時点で契約継続

の雇い止め相談が２件ありまし

ホットラインの趣旨にそった類似

られました。 今回の労働相談

会場には、１０件の相談が寄せ

岡教育会館で開設しました。両

名に対し、２０１８年３月３１日で

あまりに安直な解雇理由

２月２８日、病院が臨時職員３

４

するためだというものでした。

１３年４月以降、５年間連続で雇用された場合、労働者が申し出れば
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驚くことに、雇止めの理由として

件についての話し合いを行いました。

組合はすぐに病院に対し、この

反復更新をすれば解雇は困難

います。

無効と解されるもの」と明記して

合として、そういった情報にアンテ

めの事例はありませんか？労働組

です。みなさんの職場でも、雇止

を勝ち取る」
というのがキーワード

ます。来年４月１日から、
「期

きて」と、 アドバイスを行ってい

職の際には改めて相談を寄せて

専念すること、そのうえで、
「復

励しました。３月は、労働相談

きましょう」とアドバイスをし激

に入って雇用を守る要求をしてい

あるので、あきらめず労働組合

あった場合、無期雇用に転換しな

働契約の労働者から申し込みが

通算５年以上勤務している有期労

労働者を雇止めする際には正規職

更新を行ってきた有期労働契約の

る「雇止め法理」を規定し、反復

さらに、 同法１９条は、 いわゆ

進めていきましょう。

取り組みとともに、仲間づくりを

ナをはり、不当な解雇を許さない

人たちが雇用契約更新を繰り

間の定めのある雇用契約で働く

ました。

を通じて１人の組合加入があり

改正され、来年の４月１日以降に

病院が挙げたのは、労働契約法が

(3)２０１７年４月１０日

クロスワードパズル
図書券プレゼント

《応募方法》

当選 者の 発表
１９５号の答えは「ドウブ
ツエン」でした。当選者は以
下の方です。おめでとうござ
います。

――を任せられる

元日の事故でも二重の安心
３年前の元日、 大阪からの帰り

の高速道路サービスエリア。 車から
出ようとして突風にあおられドア

が隣の高級外車 （
姫路ナンバー）に
ドオー ン。 何事 か？ 相手 はビック

リ、 こちらは真っ白になりました。
相手側に保険ですべて対応の確

入していて良かったと感じました。

「もしもの時」と言いながらそん
なことはないだろうと思っていまし

た。 しかし、 もしもは突然やってき
ます。その時の加入では、遅い。（
６
１歳 ・県教組）

川柳コーナー

安倍を 見て 忖度 なか った と 忖度し
源朝光）
（

忖度で 罰しかねない 共謀罪
源朝光）
（

高浜、伊方忖 度で判 決書き ました
源朝光）
（

昭恵さん 何カゴイケん ありますか？

高橋狸）
（

将来は どうなっちゃウノ 昌磨くん

高橋狸）
（

○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。

さん

り直し ⑧○○に

認をし別れました。 その後保険会
社のコールセンターに電話し、 後の

Ｍ）

クロスワードの答えと、
【当選者】
奥村 雄

る ⑯新企画の

対応すべてを任せて帰 路に。 その
後、 ２週間 ほどで保障す べてが終

が、 すばらしいものでありますように！” 各職場で、 若い人達が働
くことが楽しい！と言えるといいなぁ。 県労連ファイト！香美教組 （Ｙ ・

機関紙の感想、組合名、郵

さん

（清水労連）

めぐみ さん

（自治労連）

池田 友紀
谷

足らず――を受け

上げが○○、 や

了しました。 経費はすべて保険か
ら出ることになりました。

〇また、 新しい春がやってきます。 別れ ・ 出会い！” 新たな出会い

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名に図書カード
（自治労連）

は必要だと思います。 一人でも心が軽くなりますように。 自治労連
（Ｍ ・ Ｔ）

をプレゼントします。
（ハ

んかできません。 そんな選択肢はありません。 ただただ、 死に引き
寄せられ、 苦しいばかりです。 そうであっても、 やはり、 相談窓口

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール）
締

ルーキー ⑦仕

県外で、 しかも元日。 しかも録
音による音声対応でなく直接事情

〇労働相談ホットライン、 有意義な取り組みだと思います。 ２０１６年
の労働相談件数、 多く感じますが、 深刻に悩んでいる人ほど相談な

※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

判断 ⑭合格点に

やその後の対応を話してくれ、 加

自治労連 （Ｙ･Ｉ）

め切りは５月８日までとな

の略 ⑥実際の場所。――検

○高知市内の中学校給食の記事。 自分のところは小さい時から給食
センターからの配給であたりまえの事でした。地元のシステムに感謝。

ります。

カギを解き二重枠の文字

分 ⑧高級店は――が高い

☆共済に入っていてよかった☆
おたよりの紹介

都合上、図書カードの発送が遅れ
る場合がありますので、ご了承く
ださい。

を並べてできる言葉は何で

⑨触られ――まみれ ⑪――

構えて生意気だ

しょう？

のタクシー？ ⑤

だワッショイ

べる ⑫善○○の

し ②
「――カンカン娘」 ③

①キー ③砂漠

【タテのカギ】①○○借りな

⑩五月の節句に食

応仁の○○ ④ダイヤモンド

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

ＮＯ．１９６
連
労
県
知
高
(4）２０１７年４月１０日

