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今後の運動方向は

２０１２年８月１０日

の中でも日本共産党、社会民主党の共闘が進み、また、市民連合によ

選挙で実を結んだ
「市民と野党の共闘」
が壁に突き当たりましたが、そ

望の党が結成され、民進党の合流という大混乱の中で、昨年の参議院

１０月２２日投票で第４８回総選挙が行われました。衆議院解散後、希

安倍首相による大義なき （
森友 ・加計学園）疑惑隠し解散によって、

挙前まで（
あるいは同日選挙）の国

ません。２０１９年７月の参議院選

を提出してくると見なければなり

案、あるいは衆参の憲法審査会案

来年の通常国会には自民党の改憲

力の存在もあります。 その中で、

を超え、希望、維新などの補完勢

を公言しており、 自公で３分の２

行、 憲法９条３項へ
の自衛隊明記

つの抜け穴がある。それは、①「労

といえる。しかし、この法律には２

えは、労働者にとって大きな前進

定な雇用から無期転換へ
の切り替

いつ雇止めになるか分からない不安

月である▲契約更新を繰り返し、

生する。つまりそれが２０１８年４

者には、 無期転換へ
の申込権が発

３年４月以降、 ５年間
継続して雇用された有期雇用労働

法改正によって、２０１

に施行された労働契約

る「野党共闘」を求める大きな動きが作り出されました。立憲民主党

民投票を視野に入れていることは確

働者から申し出なければならない」

安倍首相は２０２０年の新憲法施

の結成が加わり、新たな「市民と野党の共闘」が作り出されています。

当面は、 ４つに分かれた旧民進

実です。

ことと、②「６ヵ月のクーリング期

第４８回衆議院選挙の結果と
憲法改正・野党共闘のゆくえ

今後の院内外の運動に与える影響

党勢力 （
立憲民主党、希望の党、

２８４議席を獲得し、 与党で３分

自民党が過半数を大きく上回る

選挙結果をどう見るか

は大きいと言えます。
県内の結果と県労連の取り組み

間」である▲「
『来年は更新をしな

の旗揚げでブームは逆風に変わり、

実態が明らかになり、立憲民主党

容認でも自民党の補完勢力である

希望の党は、改憲推進、安保法

小選挙区では２１年ぶりに自民独

結果は、２区で広田一氏が衆議院

補とすることが出来ました。選挙

は無所属の広田一氏を野党統一候

公認の松本顕治氏を、高知２区で

努力を重ね、高知１区では共産党

カケ問題を徹底追及し、それを安

１２月９日までの特別国会でモリ

げることが求められています。

改憲ＮＯ！の国民運動をまとめ上

の動きも注視しながら、安倍９条

働者を創り出し、 それを使うこ

は、
「安く・
いつでも首を切れる」
労

た脱法行為である▲大企業や政府

る。どちらも法の抜け穴を悪用し

雇い直すということが行われてい

トヨタでは、６ヵ月間空白を作り、

せられている。また、東京大学や

無所属の会は国会内で統一会派を い』ことに同意すれば今年は更新
といった相談も県労連に寄
構成）の再編（
地方組織も含めた） をする」

の２を上回る３１３議席を獲得しま

改選前から７議席減らし５０議席

倍９条改憲ＮＯ！の市民と野党の

とで日本経済を成長させる政策を

議席から６９議席）
。また、立憲民

選前議席を増加させました （
３８

共産党、社民党３党が、総数で改

実現の立場に立つ、 立憲民主党、

争法）の廃止と安倍政権による憲

県労連作成の討議資料等を使って

シ配布はもちろん、産別、単組で

かけました。憲法アクションのチラ

議を促し、統一候補の勝利を呼び

保法制の廃止と立憲主義の回復を クションに結集し、成立した野党共
求める市民連合」の
「７項目要望」 闘の枠組みの中で組合員の政治論

法９条改憲反対を明確にし、「安

政治論議を進めました。

の原則に立ちながら、高知憲法ア

県労連は、従来の政党支持自由

議し、行動する必要があります。

活動、生活と政治を結び付けて論

を通じて推進し、自分たちの組合

年５月達成）を職場での憲法学習

Ｏ！の３０００万署名の推進 （
１８

ンが提起している安倍９条改憲Ｎ

地域で）の成功、全国市民アクショ

安保法廃止の１９日行動 （
県内各

してきているにもかかわらず（
耕）
。

正改ざんという形ですでに表面化

わ寄せは、大企業での過労死や不

の成長戦略を進めている。 そのし

人件費削減と長時間労働ありき

は「働き方改革」としてさらなる

拡大と貧困の拡がりである。政府

取ってきた。 その結果が、 格差の

が野党統一の実現へ
向けた粘り強い

にとどまりました。維新と合わせ

占に風穴を開ける見事な勝利を勝

大運動につなげ、国会発議をさせ

した。

ても６１議席となっています。

ない取り組みが重要です。毎月の

主党が野党第１党となったことは、

一方、野党では、安保法制 （
戦

ち取りました。

高知県では、高知憲法アクション

民進党、 無所属の会／民進党と

針路

県労連・雇用と公契約で県交渉
「働き続けられる環境づくり」要請
１１月６日、県労連は雇用の質の向上と公契約の制定に関する申入れ

経営者協会と懇談を重ねてきま

や四国管財、土佐経済同友会や

この間、 県労連はサニーマート

めざす方向性は同じ

を行いました。

の改善、の３つを柱として申入れ

③公契約条例の制定 ・入札制度

保、②人口の社会減ゼロの対策、

りを持って働き続けられる場の確

今回の要請では、①労働者が誇

必要があると訴えました。これに

味での
「働き方改革」を進めていく

を引き上げていくような本当の意

えていく事によって、企業の生産性

なく、 働き続けられる環境を整

う数値目標だけに囚われるのでは

計画を評価しながら、生産性とい

要請では、県が取り組む産業振興

上げする困難さも出されました。

い経済基盤の中で、企業の力を底

県発行パンフに窓口が紹介される

だ回答をするよう強く求めました。

の副知事交渉では、一歩踏み込ん

し、１２月に開催する国民大運動

内でこの間の引継ぎ内容を再確認

経過を説明するとともに、 部署

これに対し県労連は、 この間の

知っていますか」のパンフレットに労

大学生向けに発行している、労働

県労連に加盟する建交労ととも

働組合の窓口を掲載することが回

ることを確認しました。

に、 国民大運動の副知事要請な

答されました。これは、数年来県

者の権利を知らせる「働くルール

ど、事あるごとに高齢者の雇用の

労連が要求してきたことであり、

ていました。しかし、今回の交渉で

ないかを精査するという回答を得

の場として随意契約できるものが

抱える事業について、高齢者就労

行っている独自の返済支援制度をＨ

することに加え、 須崎市などが

学金の返済支援制度をさらに拡充

０件までとなっている、県独自の奨

奨学金の問題では、現在年間３

前進面といえます。

は、その到達点を踏まえない回答

昨年までの到達点として、 県が

場確保を要求してきました。

高齢者雇用の場確保を強く要請

今回の要請では、県が高校生や

となっていました。

雇用労働政策課へ要請書を渡すの様子

対しては、県も方向性は同じであ

県要請の様子

した。その中では、決して強くな

的な取り組みを求めました。

いう点で、お互いの方向性が同じであることを確認し、そのうえで積極

福祉課が対応しました。
「誰もが働き続けられる環境づくりが必要」
と

課、商工政策課、会計課、高等学校課、文化生活スポーツ課、地域

を県へ行いました。県労連からは９名が参加し、県側は雇用労働政策
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と、以前の姿勢に回帰する回答を

で公が設定することは馴染まない」

Ｐにリンクを貼るなどして、広く知 「賃金の下限には最低賃金法があ
る。労働条件は労使が決めるもの

らせていくことを求めました。

県労連は、最低賃金の引き上げ

県が経済波及効果を認める

また、労働者の支払賃金報告を

行いました。これに対しては、田口

義務付ける契約方式へ
の変更につい

委員長から部局内でこの間の経過

請では、県独自で最低賃金の引き

ても、 公が介入できないとする県

による経済波及効果を調査し、最

上げによる経済波及効果を調査す

に対し、①県には発注者としての

を再度確認するよう強く求めまし

ることを求めていました。これに対

権限と責任がある、②国の労務費

低賃金審議会で意見陳述を行い、

し県は、最低賃金の格差が人口流

調査の結果は県には知らされてい

た。

出に直接相関関係があるわけでは

ない、ということを挙げ、県が独

その資料を基に、各業界団体とも

ないが、最低賃金の引き上げによ

自で把握することを強く求めまし

懇談を重ねてきました。今回の要

る経済波及効果は一定あることを

ような、労働者へ
の直接的な支援

金の引き上げに企業が耐えられる

一歩です。県労連からは、最低賃

経済団体の主張を牽制する大きな

②雇用は減っていないか、を調査す

を分析し、①賃金が上がったのか、

労連からは、高知市の公契約条例

を７６１円と設定しています。 県

契約条例）を改正し、下限報酬額

高知市では、公共調達条例 （
公

県は積極的な取り組みを！

た。

認めました。

これは、「最低賃金を引き上げ

策等を国へ
求めることを要請しまし

れば雇用が失われる」としてきた

た。

ることを求めました。

で公契約条例が広がりを見せる

勢を取ってきました。しかし、全国

ることは馴染まない」と頑なな姿

の間「民と民の契約に公が介入す

公契約条例の取り組みは、 人口

するには充分なものと言えます。

られる」
という県の姿勢をアピール

念条例ですが、「地域で働き続け

具体的な金額設定ではなく、 理

を制定している県は５つあります。

全国では、県として公契約条例

公契約問題で後退回答

中、昨年の国民大運動・
副知事交

公契約条例の制定については、こ

渉で、
「法的には問題ない」という

減少からの転換とも大きく関わっ

ています。

回答を引き出しました。

にもかかわらず、今回の回答は、

最賃引上げでネックになるのは、

土佐経済同友会

れたら、 また元の賃金に戻るので

ついて高知地方最低賃金審議会で意見陳述を行いました。そしてその調

県労連は、独自調査した最低賃金の引き上げによる経済波及効果に
活用率が上がらない。賃金引き上

現行の補助制度は使い勝手が悪く、

ては大変負担が重い。その一方で、

「高い」引き上げ。中小企業にとっ

のは行政や政治の役割だが、我々

き残れない。人口減を食い止める

い中で、県民に支持されないと生

も１％減る。 消費のパイは増えな

行く。 単純に言えばその分消費

高知県の人口は毎年１％減って

はいけない。

査結果を基に、 各産業や経済団体との懇談を実施しました。 立場は

げのための補助の仕組みについて、

中小企業の体力。近年２０円台で

違っても、県経済と地域で暮らす労働者の水準の引き上げという点で一

最低賃金引き上げで経済底上げ
波及効果を各業界と懇談を実施

致し、前向きな意見交換を行いました。

と生産性向上のための支援を切り
分ける方法については評価する。
問題は、生産性向上策。ＰＣを
買う等では解決にならない。

転換もむしろ優秀な人手を確保す

た、５年を超えた人の無期雇用へ
の

に登用する制度は設けている。 ま

い。意欲のある優れた人は正職員

集賃金は時給１３００円。 但し、

か。小松島にイオンが進出し、募

を払いたいと思っているのではない

なら労働者にできるだけ高い給与

個人事業主は別として、経営者

(株)ｻﾆｰﾏｰﾄ中村彰宏代表取締役社長(左)

まれ、全体で２００件近い相談

行いました。全国一斉で取り組

崎市の２ヵ所に窓口を設置して

相談ホットラインを高知市と須

１０月１３日、県労連は労働

予定しています。

た。来年３月にもホットラインを

暇しか取れない、というものでし

強いられ、 １カ月２日程度の休

深夜に及ぶまでの長時間労働を

職したが、 朝早くから出勤し、

不動産業・
ホテル経営企業に就

では、娘が今年春大学新卒で、

の相談でした。母親からの相談

長時間労働 休･暇をめぐる２
件の相談は、いずれも両親から

ています。

１件 （
正規・５０代女性）となっ

（
契約・
６０代女性）
、④パワハ
ラ

再 雇 用 後 の賃 下 げ 問 題 １件

談１件 （
正規・
６０代男性）
、③

性）
、②退職金の一部未払い相

２０代女性、 正規 ・３０代女

件（
正規 ・２０代男性、正規 ・

間労働・
休暇をめぐる相談は３

相談件数は６件でした。①長時

が寄せられました。高知県内の

県労 連・労働 相 談 ホ ッ ト ラ イン を 実 施

県労連の賃金引き上げ部分へ
の直 は地元企業として、地域経済や地
接支援 （
吉澤氏は
「真水」と表現） 域の雇用を支えていく責任がある。

四国管財 （
株）
経済波及効果や最低賃金の引き
上げ、全国一律にして格差をなく

（
株）サンシャインチェーン本部
最賃８００円は見据えているが、
１０００円は想像もつかない。正規
雇用へ
の転換助成金など様々な補
助制度は活用しているが、最賃制

る点では前向きに考えている。最賃

最初の３か月間。地元小売店が潰

（
株）サニーマート

ぎりぎりでは人は集まらない。

度については補助は当てにしていな

土佐経済同友会吉澤文治郎代表幹事(中央右)と

すことには賛成。しかし、政府に
よる支援策がないと実施はなかなか

困難。自前でやっていくためには、

生産性向上のための具体的なノウハ

ウの教授と、価格転嫁できるよう

な仕組みが必要。賃上げした分を

価格に転化できなければいずれ企

業の体力は消耗する。業界団体が

まとまって、安値競争を抑制する
ことも必要。
四国管財 （株） 中澤清一代表取締役 （左） と

（株)ｻﾝｼｬｲﾝﾁｪｰﾝ本部町田博章常務(中央)と
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○憲法アクションによる 「衆議院選挙合意確認書」 の記事、 と

てもうれしく読みました。そしてその結果としての２区大勝利。感

動した。田口委員長はじめ関係各位の努力に感謝！年金者組

当選 者の 発表

を抑えること。

みち。○○につ

――心

第６７回
高知県教育研究集会

議論されることを望みます。 ミロク労組 （S ・ M）

２０２号の答えは「サツマ
イモ」でした。当選者は以下
の方です。
【当選者】

（自治労連）

傍士 昂宏さん

す。 憲法改正すると、 取り返しがつかなくなりそうです。 もっと

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
西内 初代 さん

ぶ船 ⑨かえり

「語ろう学ぼう２０１７

教育のつどい」（
第６７回高

知県教育研究集会）が、１

１月３・４日、四万十市の

ました。二日間で参加者

「戦争できる国」・
「グ

は延べ１７４名でした。

ローバル社会」の人材づく

具同小学校を会場に行わ りを行 う 「 アベ教 育 再
「学テ体制」・
「管理
れました。初日は、教育 ･ 生」・
統制」に対抗する教育＝

二日目は、教科別に分かれ

体会、そして夜の交流会。

ンパス教授）
の講演を含む全

彦さん（
東海大学九州キャ

考える～」
と題した山下雅

前に「子どもの権利」から

～新学習指導要領実施を

「日本の教育はどこへ
行く？

討論する課題別分科会と、

ことができました。

者は、新たな決意を得る

て、
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