高知県労連で

県庁前宣伝の様子

７月２日に実施された東京都議会選挙で、自民党は過去最低の２３議
席となりました。安倍「１強」と言われた政治は、明らかに崩壊を始
めています。森友・
加計学園に見られる政治の湾曲や稲田防衛大臣によ
る自衛隊の私物化発言などによる国民不信の高まりと、この間も広が
り続ける戦争法・
共謀罪反対の共同拡がりが、安倍自民党惨敗をもた
らしました。

票日前日に安倍首相が行った街頭

に大きな衝撃を与えました。 投

東京都議選挙の結果は、与党

て、まさに「戦争が出来る日本」

唱えるものを弾圧する制度によっ

合の悪いことは隠し、政府に異を

ででも戦争が出来る体制と、 都

ど、アメリカと一緒に世界のどこ

演説で、
「アベ帰れ」や「アベ辞め

へ
この国は作り変えられようとし

明らかな潮の変わり目に

ろ」というコールの様子が報道さ

このような憲法や日本の危機

この高知でも、６月２６日、高

ています。

は、少数の市民ですが、その背景

に、労働組合や学者、宗教者、

れました。あの場で声を上げたの
には、憲法を無視し、国民をだま

知憲法アクション、「共謀罪法案
民一人一
人 の中 に
「戦争を
させない」
という思い
が強 く 拡
がったこと
も、 結果
に大 き く
表 れ てい
ます。

していく時です。

うねりをさらに大きくつくり出

政権交代」
、
「戦争する国反対」
の

に変え、この高知県からも
「安倍

東京都議選の結果を地域の力

います。

明」を発表し、宣伝行動を行って

『共 謀 罪法 』の廃 止 をめざ す声

罪』法案の強行採決に抗議し、

県内宗教者の声明」が、「
『共謀

「共謀罪法案の廃案を求める高知

に反対する高知の大学人声明」
、

そして市民団体が立ち上がってい

た安倍政権へ
の怒りが大きく、さ
らに深くあったことが、選挙結果
戦争をしない日本で共同が拡大

からも示されました。
それに加え、
「戦争をしない日
本」を一致点に、この間広がりを
作り続けてきた共同の闘いも、こ
の歴史的な結果を生み出した原
動力です。
特定秘密保護法、通信傍受法
の改悪、 安保関連法、 そして共
謀罪 （
テロ等組織犯罪準備罪）な

ます 。 市

し、私利私欲に走り、おごりきっ

高知でも共同は拡大

記者発表の様子

安倍「１強」政治の崩壊が明らかに
共同と不信が安倍政権を追い詰める
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(1)２０１７年７月１０日

２０１７年第６３回日本母
親大会は、東日本大震災

ときだ。
「戦争法 共･謀罪 原･発 教･育
勅語 過
･ 労死 社
･ 会 保 障 切 り捨 て
ノー！」
、市民と野党共同で
「安倍政
治を許さない」と！ （
畑）

都議選で都民はきっぱりと答えを出
した。 今まさに私たちも答えを出す

ほしい」という母親の願いから始まって
いる。平和コンサートと同じ日の東京

かった 一人の願いで扉をひらく」
。高
知の母親運動も
「教科書をただにして

「君は花 ぼくは風」の中にこんな言
葉があった。
「歴史はいつもあきらめな

▼７月２日から始まったピースウエーブ
関連行事の平和コンサートで歌われた

めており、 １２月１６日 （
土）には実
行委員会を立ち上げるべく準備中だ

る。事務局では日本大会成功のために
県内全自治体・
教育委員会訪問を始

の日本母親大会ＩＮ高知は、 全国か
らのべ８０００名の参加が予定されてい

災地を励ましてきてほしい▼来年２０
１８年８月２５日 （
土）
、 ２６日 （
日）

込んだ。 当選した１５名には現状を
しっかりと見て買い物もいっぱいして被

力を挙げて取り組んでいる。岩手 宮･
城 福･島の見学ツアーには定員５００
名に全国から１４００名以上の申し込
みが殺到した。高知県も３５名が申し

国女性組織 ・主婦連合会 青･年団 消･
費者団体 ＰＴＡ連合会などあらゆる
･
団体の後援も得て、 被災地復興へ
の
さらなる弾みとなることを期待し全

の被災地岩手県を中心に
開催される。岩手県母親
大会実行委員会では県内全自治体と
教育委員会の後援をはじめ、 ＪＡ全

針路

ました。世界で初めて原子爆弾が

月９日に長崎へ
原子爆弾を投下し

カは１９４５年８月６日に広島、同

第二次世界大戦の末期、アメリ

を求めて実験が繰り返され、世界

互いを牽制し合いながら、 兵器の

続きました。アメリカとソ連は、お

くの恐怖が世界を覆いました。 ３

抑止力であった核兵器も
「破壊力」 も日本中を混乱させ、 ２次被ば

開発を続けました。両国の最大の

月１日は「ビキニデー」と呼ばれて

の「死の灰」によって被ばくしまし

はえ縄漁船「第五福竜丸」が水爆

爆実験によって焼津港所属のマグロ

ビキニ環礁で、アメリカが行った水

３月１日、太平洋マーシャル諸島の

そのような情勢の中、１９５４年

関する世界の世論を確立する」こ

意を内外に伝え、 原水爆禁止に

と、「署名に表れた日本国民の創

こり、各地の署名を
「集計する」こ

各地で自発的に署名運動が巻き起

禁止運動が世界に広がりました。

ビキニ事件をきっかけに、原水爆

水爆ブラボーの写真

その後、原水爆禁止世界大会

は、毎年８月６日と９日に広島と

長崎で開催されています。四国で

も、原水爆禁止四国大会という

形で、 核兵器廃絶の取り組みが
続けられています。

署名は国連をも動かす

２０１０年５月、アメリカ・
ニュー

ヨークで開催された
「核不拡散条

約 （
ＮＰＴ）再検討会議」には、

日本で集められた６９１万２８０２

筆の署名が積み上げられました。

こうした核兵器廃絶の世論を背

７月７日、 核兵器の開発

だ。」と述べ、日本の平和運

え、 現実と向き合ったこと

る こ｣とを 原｢則と目標 の｣第一項と
する画期的な決議がなされました。

や保有、使用などを法的に

動が世界の核兵器廃絶運動

今後、
「条約に批准せよ」
の

禁止する初めての国際条約

開かれた交渉会議で賛成多

運動で、政府に迫っていく必

を大きく後押ししました。

数で採択されました。１２２

要があります。

います。また、世界で唯一の

約に参加しない姿勢を示して

ギリスなどの核保有国は、条

メリカやロシア、フランス、イ

条約は採択されましたが、ア

カ国もの圧倒的多数の賛成で

が、ニューヨークの国連本部で

景に、再検討会議では、核｢兵器
のない世界の平和と安全を達成す

国連会議に積み上げられた署名

原水爆禁止運動を振り返る
原水禁世界大会へ参加しよう
８月７日から長崎県で「原水爆禁止世界大会」が開催されます。広

島と長崎へ原子爆弾が投下され、２１万人以上が犠牲になった日から、
すでに７２年もの月日が流れていますが、未だに「核」の脅威は世界か
ら消えていません。今号では、原水爆禁止運動のきっかけとなった「ビ
キニ事件」
や原水協が歩んできた歴史を紹介します。

日本に使用され、 １９４５年１２

で７万発の核爆弾が製造されまし

います。

リカとソ連を中心に
「冷戦」
状態が

月末までに合計２１万人以上の尊
た。

原水爆禁止運動の発展

初の原子爆弾が使用された日本

い命が奪われました。原子爆弾が
ビキニ事件

た。 当時４０歳で働き盛りの無線

とを目的に原水爆禁止署名運動

各被爆国である日本も、
「核

【参加費】 一般６６， ０００円
（移動費、 宿泊費等込）

もたらす放射能の恐ろしさが初め

冷戦中も核実験は繰り返される

長、久保山愛吉さんは被ばくの半

全国協議会がつくられました。

の傘」を理由に、条約へ
参加

しない見通しです。

南アフリカのディセコ大使は

「最も心を動かされたのは、

広島と長崎から被爆者を迎

【会場】 長崎県
【日程】 ８月７日(月)～９日(水)

て人々に認識されました。
第二次世界大戦終了後も、アメ

年後に亡くなりました。久保山さ

んは亡くなる間際、
「原水爆による
そして、翌１９５５年８月６日、
犠牲者は、私で最後にして欲しい」 「原水爆禁止世界大会」が広島で
された署名は、３１５８万３１２３

開催されました。大会までに集約
ビキニ事件で被ばくしたのは、人

筆で、有権者数の半数に迫るもの

と遺言を残しました。
間だけではありませんでした。放射

でした。

原水爆禁止世界大会

第１回の世界大会

能に汚染された「原子マグロ」問題

核兵器禁止条約が採択される！
歴史的な原水爆禁止世界大会に！
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かけました。
「損得感情」が権利意識の入り

月号

６月は、 １３人 （
女性９人 男､
性４人）
から相談が寄せられまし

を法定労働時間１日８時間に

担当社員に全社員の終業時刻

労働相談センター通信

は八時間 ・休むのが八時間 ・あと

た。 相談受付は、 電話相談１１

口になれば、幸い。そこから一日

保管、③労働時間等のメモ（
何時

は自由な八時間」へ
。「メーデー」

連続講座『高校生から始める労働組合入門』②
高知県労連執行委員長 田口 朝光
（
前回の続き）そして、休憩が取
から何時まで働いた、いつどこで誰
の始まりの話しに進みます。

学校の先生から、
「ブラック企業

ました。それは、会社の残業隠し

未払いなどの実態をリアルに語り

した。 会社の残業隠しや残業代

金）が支払われないというもので

ない、そのうえに残業代 （
割増賃

働と残業を強いられ休日も取れ

てきたのは、勤務日毎に長時間労

り上げます。 この相談者が訴え

て働く男性 （
５０代）の事例を取

から、 土建業で現場監督者とし

抱えていました。６月の相談の中

５人の相談者が複数の悩み問題を

るケースも少なくなく、６月も、

の相談者が複数の問題を抱えてい

⑩雇用保険受給１件でした。１人

３件、 ⑨社会保険未加入１件、

２件、⑦労災２件、⑧労働契約

業代未払い３件 ④､長時間労働２
件、⑤パワハ
ラ３件、⑥年休取得

雇１件、②退職強要１件、③残

が２人でした。相談内容は、①解

人でした。 雇用形態は 正､規１０
人、パート１人、契約 （
１年間）

５０代３人、６０代１人、不明３

境の実現を求めていきましょう。

め、 人間らしく働ける職場環

言葉に企業には法令遵守を求

て、労働組合に入って」を合い

るようです。
「労働組合をつくっ

ラル破壊、負の一面を象徴して

ず、今の企業社会 （
全体）のモ

ですが、 この会社に限らず 類､
似の悪質・
違法行為は後を絶た

す。 ここまでやるのかとの思い

のワンマン経営があると言いま

怖くて言い出せないという会社

や仕事剥がし、嫌がらせなどが

るといい、その背景には、解雇

法なやり方は全社員が知ってい

かし、これらの会社の悪質 ・違

支払わないというものです。し

増賃金 （
２５％から３５％）を

会社がこじつけて休日労働の割

要されたうえで本来 （
現場監

会社内での事務作業を半ば強

日出勤の際は現場勤務ではなく

んし、残業代の支払いを逃れて

刻をさせ労働時間記録を改ざ

督）業務でないからとの理由を

いるというものでした。また、休

目的の労働基準監督署対策でも

収まるようにタイムカードを打

ありました。 社長命令で事務

れなかった場合には、どうする？
に何を言われた。 メール、ライン

ら、１５分しか休めなかったら４５
のリストはありませんか？」
と問わ

【場所】 高新文化ホール
【登壇予定者】
民進党 （大石宗、 広田一、 武内則男）
共産党 （松本顕治、 島﨑保臣、 春名直章)

の三分割。８時間ソング、
「働くの

時間外手当のことを先に話していま
のやり取りも重要な証拠です）
。
組合に入りたての頃、組合の講
座で
「給与明細書は必ず保管しな
さい」と言われそれからすべて取っ

き」になる。
約束はどうなっている？予め配っ
もいます。この良き伝統が、今も

ていると言う人が、周りには何人

います。そこには、昼の休憩時間
引き継がれているでしょうか。

た「雇い入れ通知書」を見てもら
は、１時間となっています。そした

分ぶんはもらわないと「ソンをす

を文書でもらえなかったら、 これ

れました。その場では、
「労働条件

生徒さんには、３つのことをやろ

はおかしいなと思ってよいんじゃない

【日程】

る」と気づきます。

うと提案します。①労働契約書、

でしょうか」と答えました。

「知識を身に付けましょう」
と呼び

犯罪の被害者にならないために

「へ
ーッ」という顔。

科一犯となります。 生徒さんも

万円以下の罰金。確定すれば、前

は、六ヵ月以下の懲役または三〇

す。ちなみに休憩 （
三四条）違反

労基法違反は刑事罰が付きま

は、 ほんの一握り。

れています。過去八カ月分。これ

企業。高知県内の企業も七つ含ま

基法違反で書類送検された三三四

ブラック企業を公表しました。労

話をした直後、厚労省が全国の

就業規則の保管、②給与明細書の

給与明細書と雇入通知書

７月２２日(土)1 ５ ： ００～

【場所】 高知城ホール４ F
【議案】 ①総括 ・ 方針案
②決算案
③予算案
④組合費についての提案

市民と野党の政策討論会

県労連第３０回定期大会
【日程】 ９月３日 （土） 10 ： ００～

きます。だまっていたら、
「タダ働

すから、勘の良い生徒さんはピンと

７

人 面､ 談による相談２人でした。
年齢は、３０代２人、４０代４人、
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(3)２０１７年７月１０日

はるかな○○遠

誌の創刊〇〇 ⑮――

い空 ⑤猪突

回しにされた病人

国会での答弁の様子を見ると、本当に腹が立つ！子どもでもし

ないような 「言い訳やダンマリ」 は止め、 国民の代表としての責

任を全うしろ！自治労連 （T･U）

と交流し、大いに盛り上がった会となりました。

があり、各単組内での交流、他市町村組合員

大会終了後に行われた懇親会にも多くの参加

げ、競技・応援ともに大変盛り上がりました。

卓球９チームが参加し、白熱した戦いを繰り広

バレーボール３２チーム、バドミントン２０チーム、

今年は会場の関係で１日開催となりましたが、

民体育館の２会場で開催しました。

ポーツ大会を、春野運動総合公園体育館と県

５月２７日 （
土）
、 高知自治労連第３８回ス

高知自治労連がスポーツ大会を実施

○” 政府に物申す” 共謀罪法案、 森友・加計学園問題などの

当選 者の 発表
１９８号の答えは「カタツ
ムリ」でした。当選者は以下
の方です。
【当選者】

（自治労連）

内村 達也 さん

おたよりの紹介

クロスワードパズル
図書券プレゼント

《応募方法》
クロスワードの答えと、
機関紙の感想、組合名、郵
山崎 茎子 さん
（自治労連）
藤本 昴宏 さん

る口。 ――をつく ⑭雑

入って安心

共催に加入して初めての入院によ
る給 付 。 あ りがとう ござ いまし

た。 忘れかけていたので、 思わぬ給
付金 に得した気分 になりました。

でも一番は、 病気にならない事で
すね。 退職間際になると、 つくづ

く「健康が一番」ですね。 （
匿名
希望）

川柳コーナー

主権者の「辞めろコール」は票つぶて
源朝光）
（

一強も ずり落 ちて みれば 票の中
源朝光）
（

核禁止 世界の流れに 背を向けて

牧師）
（

こーいけと 指示を出したら 大勝利

高橋狸）
（

国会に 迷惑カケる 加計問題

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。

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。

本部の下の組織 ⑫わ

れば思い出す

大会を通して、 組合員個人の健康増進や各

Ｋ）

（自治労連）

る ③♪夏が来

単組内の親睦という点だけでなく、 他市町村

〇毎回クロスワードパズル楽しみにしています。 自治労連 （Ｙ・

抽選で３名に図書カード

⑨○○と言えばかあ ⑩

組合員との交流の場としても有意義な大会とな

自治労連 （Ｙ ・ Ｔ）

をプレゼントします。
（ハ

噌汁はコクがあ

りました。

てもらっています。 もちろん、 本文の記事も読んでます （笑）。

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール）
締

⑥♪○○は広いな大きいな

○ボケ防止の頭の体操にクロスワードパズルを楽しみに活用させ

め切りは８月７日までとな

カギを解き二重枠の文字

⑧面倒臭い気持ち ⑪多勢に

ています。 自治労連 （Ｙ ・ Ｙ）

ります。

を並べてできる言葉は何で

―― ⑫○○で人をこき使う

〇このクロスワードパズルが私のかたくなった脳をやわらげてくれ

申し訳ありませんが、事務の都合
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。

しょう？

――に入れて皮をむく

⑬○○張り床

①――だしの味

オウム科の鳥 ②五木の――
―― ⑦焼いたナスを

【タテのカギ】①羽の美しい
③箱ずし ④○○は急げ

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】
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