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高知県労連で
検索できます

中心の政策から、働くもの・
地域を中心とした政策への転換を求めまし

普通に暮らせる」などのメーデースローガンを採択し、大企業・
大都市

た高知市中央公園には９００人が集結しました。
「８時間働けば帰れる、

５月１日、第８８回メーデー高知県中央集会が開催され、会場となっ

低賃金の大幅引き上げと全国一律

もに都道府県ごとに格差のある最

の観点から見ても、低すぎるとと

の清水広志さんから、憲法２５条

続いて、医労連 ・日赤病院労働

と訴えました。

の最低賃金制の創立が必要である
い社会」へ
戻ってしまいます。

安倍首相が、 ２０２０

年改正 憲法 施行 を言い

出した。憲法審査会での

「熟議」から一転、行政
府の長が、 自ら憲法改正を主導。

中身にまで踏み込んだ。 ９９条の

憲法順守義務にも３権分立にも反

する▲中味も飛んでいる。 自民党

内からも「聞いていない」の声。 ９

条１項、 ２項には手を付けず、 ３

項で自衛隊を明記。 加憲の立場の

公明党対策、 ２項に手を付けない

ことで民 進 党 を攪 乱 、 との論 評

共謀罪のウソ

が寄せられました。

民党、新社会党からもメッセージ

田智幸労働局長の他、民進党、社

県知事、岡﨑誠也高知市長、園

長、メッセージは、尾﨑正直高知

も潤うという
「トリクルダウン」
は、

になれば庶民や中小企業、 地方

た。金持ち ・大企業 ・東京が豊か

わなくなった」ことを指摘しまし

失敗宣言をし、デフレ脱却さえ言

黒田総裁は２％の物価上昇目標の

また、田口委員長は、「日銀の

今年の契約は更新するとの条件を

約は更新しないことを承諾すれば

は、今年３月の契約時に来年の契

換されることとなりました。今回

らの申し出によって、無期雇用に転

れた有期雇用労働者は、労働者か

２０１３年４月から５年継続雇用さ

の雇止め撤回の報告をしました。

３分の２を握りながら、 進まない

答にも等しい。 その心は▲衆参で

２項との両立は、 出来まい。 禅問

書き込むとしたらこの延長線上。

た。 安保法制の実績作り。 ３項で

防護の集団的自衛権の行使を行っ

続き北 朝鮮 の危 機を煽り、 米艦

居にも程がある▲新任務ＰＫＯに

も。 更に、 自己矛盾が高校の無償

主催者挨拶は、メーデー実行委

この４年間起きておらず、安倍政

出され、それを組合として撤回さ

組合の谷内光代さんは、契約社員

員会代表委員で県労連の田口朝光

権はそのことを覆い隠すために、

人は関係ない、③具体的な準備行

ク対策に必要、②一般の団体や個

ソとは、①テロ対策・
東京オリンピッ

す。 大都市と地域の格差を是正

律最低賃金制度を確立することで

低賃金の大幅引き上げと全国一

手で賃上げを勝ち取ることと、最

いま必要なのは、 私たち自身の

ではない」と閣議決定を行うな

いられることまでは否定されること

ついて、安倍内閣は
「教材として用

命を捨てろとする「教育勅語」に

について発言しました。天皇の為に

んが、安倍「教育再生」の問題点

止以外にない。 （
田）

れを阻止する道は、 安倍政権の廃

縛るものに変えてしまうから。 こ

法を権力者を縛る道具から国民を

は、「廃憲」そのものだと言う。 憲

哲学者の内田樹 氏は、 安倍改憲

クをアベリンピックにし国威発揚▲

あり。 ２０２０年の東京オリンピッ

えたい。 焦りと傲慢さ二つ安倍に

末の２０２１年９月までに９条を変

上げ。 総裁 選３選 を前 提に任 期

改憲 作業 。 日本 会議 からの突き

しておきながら無償化とは、 猿芝

化の加憲。 維新対策にしろ、 廃止

委員長が行い、共謀罪をめぐる安

為がある場合に限定し、共謀した

し、地域で働き、暮らし続けられ

ど、戦争する国づくりのための
「人

最後に高知県教組の坂本忠雄さ

だけでは罰しない、 というもので

る賃金で、地域経済も底上げして

づくり」が進められている。教育へ

賃上げ要請を行っています。

す。

いくことが求められています。

その狙いは、 国民の心の中を覗
き ・監視し、政府の政策に異を唱

の攻撃を跳ね返していく決意が語
られました。

労働組合からの決意表明
とです。結果、日本は戦前の「暗

決意表明では、こうち生協労組

える団体 ・個人を罰するというこ

狙いについて言及しました。３つのウ

せています。

アベノミクスは総崩れ

針路

倍内閣の３つのウソと１つの大きな 「異例」となる４年連続の財界へ
の

員会から松本顕治国政対策委員

来賓には、日本共産党高知県委

た。

第８８回メーデー高知県中央集会
９００人の参加者が国民的要求で連帯
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日本を「戦争をする国」にしない！
活発な取り組みで世論化しよう
５月３日は。憲法記念日です。安倍内閣による「特定秘密保護法」や

て共謀罪、働き方に「かこつけ」て

さらに、オリンピックに
「かこつけ」

なたへ
」
というタイトルで出前授

洋学園にて「これから働くあ

県労連は４月２６日、 太平

合を選択する道」
を選びとってほ

んな）でがんばる、このうち、
「組

分（
一人）で頑張る、④組合 （
み

る、②我慢する（
諦める）
、③自

そして４つの選択肢。 ①辞め

い反知性、としました。

１００時間の時間外労働の容認な

が講師を勤め、２クラス

１団体で４２０名が参加しました。 「個人の尊厳と多様性の確保」「段
講演で山口氏は、 今の日本の政 階的脱原発の方向性の明示」で

のがあるかなどの話が行

者の権利にはどういうも

で、働くとは何か、働く

人間」という授業の一環

授業は、
「産業社会と

す。 今後もこういった活動を広

立高校でも出前授業を行ていま

間、清和女子中高等学校、某県

りやすく解説しています。 この

Ａ」も取り入れ、学生にも分か

知書と給与明細の比較、「Ｑ＆

人を弾圧する強力な武器を手に入

政府は、政策に反対する団体、個

う。①自分、②会社、③社会。

られる。 ３つの主人公になろ

最後に、みんなで
「山男」と「森

今回の授業では、労働条件通

われました。 田口委員

げていきます。

権 利 を知 らなければ、

に相談するということ。

うこと、②困ったら誰か

たちには権利があるとい

ほしいことは２つ。①自分

長は、
「今日覚えて帰って

ました。

しいと訴えました。

業を行いました。田口委員長

す。

７０人近い生徒が参加し

ど、アベ化した政治を「かこつけ」
最後に、この現状を踏まえ、野

政治と評しました。

争をしない国」から「戦争をする国」へと作り変えられようとしていま

党共闘の推進で日本政治に展望を

「通信傍受法」に加え、
「安保関連法」の強行によって日本は確実に「戦
す。憲法を無視して「改憲」を進める安倍内閣からの転換を目指し、

見出そうと締めくくりました。大

治、そして世界の政治の特徴を
「ア

「アジア諸国との信頼関係の構築」

税制改革と安心できる福祉国家」

きな方向性としては、「総合的な

憲法記念日周辺でさまざまな取り組みが行われています。

５・３憲法集会に４１０名「山口二郎講演会」
施行７０周年県民の集い」が、県

５月３日の憲法記念日、「憲法
民文化ホール（
グリーン）
で開催さ

することが政治であると強調し、

取り組みを呼び掛けました。

一見困難に見える野党共闘、 衆

できないと諦めていることを実現

れ、 山口二郎 ・法政大教授 （
立 ベ化」という概念で説明し、その特
憲デモクラシーの会呼びかけ人） 徴を、①自己愛の強い幼児的リー

議院選挙での野党共闘の粘り強い

らわない、 ウソがばれても恥じな

損をする、だまされる。

自分一人で悩んでいたら、

５月９日、自民党県連前で「共

れることになる。③自白、密告で

の熊さん」の替え歌で自民党、公

明党県連前）でも行動を予定し

１日（
自民党県連前）
、１２日（
公

間を稼ぎ、 ３０時間を目途に質疑

説明になっていない説明で、審議時

す。テロ対策、オリンピック対策とい

打ち切り、 採決強行という考えで

自公政権は、来週中にも衆議

うウソを暴き廃案にしましょう。

す。 金田法相の不安定な答弁、

院 での強 行 採 決 をねらっていま

ています。

出前授業の様子

が、
「政治危機と私たちの選択～ ダーの跳梁跋扈、②批判に対する
憲法と民主主義を守る大結集を」 耐性の消滅、③虚言、デマをため

と題して記念講演を行いました。

い、 ④事実と虚構の区別ができな

５ ・ ３憲法集会

主催は、高知憲法アクションなど１

自分を追い詰めることにもな

謀罪は廃案に」の宣伝行動を行い

減軽する仕組みを盛り込んでお

る。」と訴えました。
ました。憲法アクションの呼びかけ

り、密告社会になる。それが、冤
「共謀罪は①既遂（
実行行為）
を罰

明党を批判、 共謀罪の危険性を

最後に、自分と社会は変え
で、 小雨の中３０人が気勢を上げ

すると言う刑法の基本原則を覆す

罪を生む」と批判しました。

もの。共謀 ・準備段階で罰するこ

１０日には、公明党県連前、 １

訴えました。
由にものが言えない社会になる。

とになる。②監視社会になり、自

憲法アクションの山崎秀一さんが、

ました。

共謀罪反対・自民党県連前で宣伝行動

県労連が太平洋学園で出前授業
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審議員の不公正任命の抗議と
最低賃金の大幅引き上げを求め
４月２８日、県労連は
「地方最低賃金審議委員不正任命の抗議と最

低賃金の問題を世論へ訴えました。

月号

４月は、１５人 （
女性７人、

業種並の賃金支払いを考えてい

の賃金額を参考にします。 同

労働相談センター通信

男性８人）から、２０件 （
１人

雇い止め （
３件）
、②賃金 ・残

法律そっちのけで、 労働者を

明しかうけていませんでした。

複数相談を含む）
の相談が寄せ ます。社会保険はありますな
られました。内訳は、①解雇 ・ どの、 きわめて曖昧な口頭説

業代未払い（
４件）
、③労働契

差の大きさによって、３つのことが

りにも低すぎる額や各県ごとの格

賃金へ
の関心の高さが伺われまし

レビやＮＨＫが取材に訪れ、 最低

労働局前集会には、さんさんテ

律の最低賃金制度の必要性について

から最低賃金の引き上げと全国一

後、高知一般、医労連、県教組

指している。」と訴えました。その

５００円まで引き上げることを目

早急に時給１０００円、 その後１

創設のプログラムを提案しており、

連は、 全国一律の最低賃金制度

の状況をどう打開するのか。全労

ました。局側は、
「総合的な判断」

別を辞め、公正な委員任命を求め

委員任命が続いているため、その差

と連合へ
の分裂後、 全労連排除の

審議会の委員任命では、全労連

公平性が委員会には必要

求めました。

ました。今回は、この人たちの

件明示をめぐる相談が寄せられ

他に、３人の相談者から労働条

パワハラ相談でしたが、これらの

業代不払い、解雇 ・雇い止め、

の上位を占めたのは、賃金 ・残

をめぐる相談でした。相談件数

件）
、⑧懲戒処分 （
１件）など

件明示違反（
３件）
、⑦退職（
１

メンタル不全（
４件）
、⑥労働条

ですが、労働条件明示違反は、

きました。３人に共通する問題

えながら法的問題を問いかけて

雇用契約へ
の疑問や不満を訴

で働いてみますとしたうえで、

は、やっと見つけた就職先なの

の相談でしたが、 あとの１人

のうち、 ２人は、 退職を前提

とは出来ないと思います。３人

としてもとても安心して働くこ

約違反（
２件）
、④長時間労働・ 雇用するなど、 常軌を逸して
休日取得 （
２件）
、⑤パワハ
ラ ・ るとしか言えませんが、働く側

圏へ
の人口流出の要因となっている

といつもの回答を行い、参加者から

た。集会で田口委員長は、
「あま

起きている。それは、①最低賃金

がワーキングプアの温床になっている

点、②最低賃金が、地方から首都

どで明示しなければならない

雇用契約を解除でき、辞める

５条の規定によってすぐにでも

の対象になり、 また、 同法１

下の罰金を処すると規定され

と、義務づけています。３人の

ことができるからと伝えるとと

労働基準法第１５条は、 使

１９４９年に、 労働委員会の審

相談者は、いずれも同業種・
福

もに、今後の採用時や働いてい

要請では、審議会の事務局とし

果を審議会へ
示すことを求めまし

議会には、さまざまな意見を取り

祉（
別）施設に採用されたので

くための参考にしてくださいと

ています。３人には、使用者が

た。 また、 早急に時給を１０００

入れるため、異なった団体を選ぶよ

すが、 ３人とも面接時に、 と

個別的な基準が必要であり、その

円以上にするため、労働局長の諮

う旧労働省から「通知」（
５４号通

りあえず雇いますからと、 所

のアドバイスを行いました。

法律を犯しているので、刑事罰

問の際に、 そのような文言を入

牒）
が出されています。同じような

定時間だけは口頭で説明された

用者が労働者を採用するとき

れ、審議会の議論を促すこと、全

公的な審議会についても、 さまざ

回答は通用しない」などの指摘が

国一律最低賃金制度を創設するよ

まな意見を反映できる、公平な審

ものの、賃金は、あなたの前職

て、労働局が最低賃金の引き上げ

うに政府へ
上申するとともに、高

議員の構成が今こそ求められていま

は、賃金、労働条件を書面な

知地方最低賃金審議会に制度創

す。

出されました。

設についての意見聴取を行うように

による効果や地域経済へ
の波及効

労基法第１２０条で、３０万以

発言がなされました。

労働局前集会

事例紹介をします。

引き上げ効果を明らかに

労働局前集会

５

点、③最低賃金がデフレや長期不

申入れの様子

は
「総合的な判断をするためには、

況の原因となっている点である。こ

室長と課長が対応しました。要請前には、労働局前で集会を行い、最

低賃金の大幅引き上げを求める」
要請を行いました。労働局側は最賃
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クロスワードパズル
図書券プレゼント

当選 者の 発表
１９６号の答えは「ヤマザ
クラ」でした。ヒントの項目
が不足しており、申し訳あり
ませんでした。当選者は以下

車両共済は大事 ・・・
昨年の夏、 妻が運転する車が道
路 の真 ん中 を区 切 るブロックに激
突。 中古で購入したばかりのミニバ
ンは車の軸が曲がってしまいました。
共済に入っているから安心！と思っ

は保険から出してもらいました。 念

のため病 院 へも 診 察 に行 きました
が、 その費用も保険から出しても

らいましたので、 共済に不安がある
方も安心して利用してもらえると

思います。 （３３歳 ・男性）

連休ゴ ルフ

予定しています。受講にあたって、制度の説明や基礎学習を

高橋狸）
（

マニー見て あっというマニ 数か月

源朝光）
（

双眼鏡に地図片手準備行為とみなさ
れる

危機煽り

度がいよいよスタートします。 県内では現在約５０名が受講を

ど こが危機
源朝光）
（

【日時】 ５月１８日 （木） １８ ： ３０～
【場所】 高知城ホール県教組会議室

川柳コーナー

わくわく講座 ・ 開校式

明日でも いいヤ マトうよ 再配達

○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。

《応募方法》

――
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開催します。わくわく講座受講者以外でも参加できますので、

