３・５四国総行動を実施
持続可能な地域の在り方求める
３月５日、全労連四国地区協議会は高松市にて「３・５四国総行動」
を実施しました。四国各地から５０人以上が参加し、整備局、人事院、

小企業対策費の増額、フリーランス

運輸局、経済産業局へ要請を行いました。
地域循環型の経済を求め
など個人事業主の労働者性保護な

経済産業局は、
「各県で地域産

した数字が出されれば、それに引

きずられる。」と各県の実態を訴
えました。

１ヵ月の給食費
２億８８７５万円

＝

県内に落ちる金額
１０，３９５，０００円
給食の地産率
33%
＝

経済産業局へ
の要請では、 地域
どを要請しました。

ジェクト」
を紹介し、目先のコストが

業へ
の影響と経費などを比較し一

地域への影響額
＝ ９５２８万７５００円

給食の地産率
33%

１ヵ月の給食費
＝ ３１，５００，０００円
31 日 県労連青年部企画
「ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ・ 花見」 給食センターが地域に与える影響の例
【４月】
給食費
給食数
１ヵ月の回数
05 日 第 89 回ﾒｰﾃﾞｰ実行委員会
２５０円 × ６０００食 ×
21回

経済の底上げのため、労働者の賃

高知
県労連
県労連

高知県労連の牧書記長は、高知

優先される学校給食の委託やセン

番いいものを選んでいる。それに対

た。

11日3 ・11を忘れない高知ｱｸｼｮﾝ
(13:00 ～、 丸の内緑地)

金引上げや地産地消の促進、 中

ター化についての問題点を指摘しま

して経済産業局がダメだということ

県食健連が調査した
「学校給食プロ

した。
い地産率の引き上げには、教育委

地域の実態を把握し大きな視点を

はなかなか出来ない。」
と応えまし

員会だけでなく、県行政が地域の

参加者からは、
「県は、給食セン

母親大会現地実行委員会
自治研究集会実行委員会

×

１ヵ月の給食費
２億８８７５万円

01 日 第 89 回高知県中央ﾒｰﾃﾞｰ

その上で、高知では３３％しかな

一次産業の発展という視点も踏ま

ターの建設など給食に関わること

29 日 土佐清水春闘学習会
30 日 いの健センター理事会

えて連携していく必要があり、 そ

22日 ｵﾙｸﾞ団会議
28 日 ディーセントワーク宣伝

は、教育委員会が決めるとタッチし

19日 食健連記者発表
19 日行動

の大きな方針を経済産業局として

県労連第11回執行委員会
16 日 とでんﾊｲﾔｰ判決言い渡し

ようとしていない。トップランナー方

報告集会
10 日 「無期転換ﾙｰﾙ」 市民講座

×
１ヵ月の給食費
３１，５００，０００円
県労連第12回執行委員会
14 日 自治研究集会実行委員会

要請の様子

14日 集中回答指定日
15 日 春闘早朝宣伝

も持ち、各県へ
発信していくように

13 日 重税反対統一行動
県労連青年部代表委員会

式で給食センターの経費を基準と

05 日 四国総行動
06 日 県立大雇止め裁判

求めました。
【３月】
02日 全国一斉労働相談ﾎｯﾄﾗｲﾝ

１ヵ月の回数
21回

児童数
給食費
５５，０００人 × ２５０円 ×

25日 ﾃﾞｨｰｾﾝﾄﾜｰｸ宣伝
【５月】

高知県内に置き換えると

母親大会現地実行委員会
19 日 19 日行動、 執行委員会

高松での集会の様子
Ｎｏ．２０７
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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労働相談センターには年

間２５０件近い相談が寄

せられている。しかし、こ

こ数年は相談件数は減

と思う （
耕）

に相談できる窓口 （
人）でありたい

ある。 困った時や疑問を持った時

知っていなければ損をする時代で

活かされなければならない。 ▲

ている。職場にこそ法律や権利が

か。 人生で約３分の１は仕事をし

過ごされてしまっているのではない

も、ひとたび職場の中になると見

職場の外であれば犯罪になること

暴行罪や強制わいせつ罪もある▲

罪（
拘留または科料）
」
この他にも、

または５０万円以下の罰金）
・
侮辱

役）
・
名誉棄損罪（
３年以下の禁錮

の罰金）・強要罪 （
３年以下の懲

年以下の懲役または５０万円以下

の罰金）
」
「パワハ
ラ＝傷害罪 （
１５

月以下の懲役または３０万円以下

る。
「サービス残業＝窃盗罪 （
６ヵ

物から聞いた言葉が印象に残ってい

あった▲昔、 監督官をしていた人

れ、 こちらに繋がったとのことで

残業代が未払いではないかと指摘さ

の上司に残業の事を話したところ、

な職場に移っており、何気に職場

払いについてであった。本人は新た

日受けた労働相談は、残業代の未

相談窓口の増加もあるだろう▲先

働委員会や地域での相談会など、

少傾向となっている。労働局や労

針路

２月１８日、県労連は第３２回中央委員会を高知城

発言の紹介

も繋げて行きたい。

方改革の中で、監督官の労務が増

えているが、 当局は全体の人員を

来賓には、日本共産党高知県委員会から島﨑保臣

名が参加し、１３名の発言で議論が深められました。
局が是正勧告を出しているにもかか

６日に判決言い渡しがある。労働

未払い裁判を闘っており、 ３月１

とでんハ
イヤー労組は、現在賃金

投票に取り組んでいる。３月２０日

た。１８春闘ではスト権確立の１票

の格差は不合理との判決が出され

昨年９月には、年末年始手当など

是正を求める裁判を闘っている。

労働契約法２０条に基づく格差

ようで国民を馬鹿にしている。こう

ている。明文化は
「へ
のへ
のもへ
じ」の

憲法には理念や人類愛などが入っ

憲法と言ってもとっつきにくいが、

変えないまま、配置転換で対応し

常任委員においでいただき、激励のご挨拶をいただき

わらず、会社が支払いを拒否して

には、全国統一のストライキ宣伝に

ち生協にはアルバイト・
パート・
正規

郵政ユニオン 小松中央委員

ました。

いる。北部ユニオンでは、労働委員

取り組む。組織強化としてコミュニ

の３つの賃金体系がある。 通勤手

ている。

中央委員会では、
「憲法改悪」と「働き方改革」に

会で斡旋合意した翌日に委員長の

ケーションオーガナイジングの取り組

自交総連 横田中央委員

反対し、職場活動の活性化と組織強化によって、春闘

解雇を通告してきた。委員長交代

当や定期昇給などさまざまな格

た。 中央委員会には、 中央委員３７名、 執行部１３

を大きく前進させていく方針が提起され、満場一致

などもあったが、再度労働委員会

みも進めている。

中央委員会の様子

の間２万５千円ほど賃金を引き上

合ってきている。会社の回答からこ

額の折れ線と平均年齢の折れ線が

年から比較すると、この間、妥結

（
データを示しながら）１９９９

とは一定の成果である。今、働き

新たな賃下げが行われなかったこ

が、２年で減額が終了したことや、

うございました。裁判は終結した

結した。今までのご支援ありがと

最高裁の不当判決という結果で終

賃下げ違憲訴訟は、昨年１０月

くのかが重要。１０月に地方自治

る運動をいかに職場で創り出してい

進めている。憲法と地方自治を守

全単組オルグの中で学習と議論を

て要求を作っていきたい。

差がある。 分会でもっと話を聞い

こうち生協労組 清水執行委員

で可決されました。

を活用する。

県国公 杉本中央委員

賃上げを基本要求に掲げ春闘を闘うことを確認しまし

ホールで開催し、月額２万円、時間額１５０円以上の

月額 20,000 円、時間額 150 円以上の賃上げを実現しよう！

ミロク労組 山本中央委員

げてきた。 その成果を組合員に

春闘アンケートの結果、生活実感では、
「かなり苦しい・やや苦し

憲法問題では、ＤＶＤを活用し、

自治労連 吉田中央委員

しっかり見せることで、代替わりに

３０００万人署名

い」が５４・３％にも上りました。また、月額の賃上げ要求は、加
重平均で２万３７７０円となっています。

【設問】 月額の賃上げ要求
比率
かなり苦しい
15.3%
やや苦しい
39.0%
まあまあ
40.7%
ややゆとりある
4.8%
かなりゆとりある
0.2%
無回答
0.3%

現在、
「安倍９条改憲ＮＯ」の３
０００万人署名は、県労連も加盟

【設問】あなたの生活実感は
比率
5,000円未満
5.6%
5000円
9.4%
1万円
22.4%
2万円
11.2%
3万円
15.3%
4万円
0.1%
5万円
8.3%
6～7万円
0.1%
8～9万円
0.2%
10万円以上
3.5%
無回答
22.0%

する国民大運動集計で１万７９１０
筆となっています。 県労連は地域
宣伝にも取り組んでいます。また、
ＤＶＤなどの討議資料を活用し、
組織で充分な議論を呼びかけてい
ます。まずは執行委員会などの際
に、 １筆でもその場で署名を取る
ことから心掛けていきましょう。

【春闘アンケート結果】
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第 32 回中央委員会で春闘方針を決定

ロジェクトを通じて組織強化を進め

研究全国集会を開催する。このプ

た、高齢者が長生きしてよかったと

ない。子どもたちが生まれてよかっ

取り組みをしていかなければなら

２０００万人署名の経験を活かした

を体験してほしくないと思っている。

社会保障が大切だと思っている。

きない人たちが集まっているため、

加している。仕事をしないと生活で

会は随意契約ではなく、入札に参

も認められた。しかし、高齢者部

事をしている所として高知市や県に

効を求めた裁判で、原告の訴え

３月６日、県立大の雇止め無

（
無期雇用へ
の転換）があること

めの背景 に労働契 約法の改 正

員長は、
「団体交渉の中で、雇止

県立大学教職員組合の田中委

教育現場における働き方改革に
ついて。文科省も動いているが、そ

記者発表で、弁護人の皿田弁

らず、その脱法行為が違法と認

を大学側も認めていたにもかかわ

県立大 雇止め 無効裁 判で不 当判決
無期 転換 避け る為 の解 雇も 訴え を棄 却

ていきたい。

言える社会にしていかなければな

働いても多くて５～６万円で、 年

を棄却する不当判決が出され

高教組 竹島中央委員
らない。

ました。

の中身は非正規に仕事を分けるな

さんの要求とかけ離れているのかな

護士は「形式論と実態を争った

どの対処である。 プリント印刷や

…と思っていたが、先ほどの年金者

められていないことに、大変な憤

共済と労金の位置付けを明確に

りを覚える。」と怒りを露わに

部活動の指導ができる非正規を増

なった」と述べました。

組合の方の発言でとても勇気づけ
られた。社会参加できる場を一緒

し、 取り組みを強化してもらいた
い。県教組は３０年近く取り組み

に掘り起こしていきたい。

やそうとしている。これだけでは多
忙化はなくならない。書類が多過
を続け、労金に理事を１人出して

催。１１月には映画
「かじかたぬ」
を

月には戦争法廃止の市民集会を開

確認し、取り組みを進めた。１０

管理という点も取り組みをさらに

は、正規職員の増員。勤務時間の

権の地に集まってくる。 日本母親

近いたくさんの参加者がこの自由民

開催される。 全国から４０００人

８月に、日本母親大会が高知で

取り組みを進めていこう。

労金を呼び、労金を知ってもらう

出されている。会議や大会にぜひ

る。一本太助などの新しい商品も

があまりにも安過ぎるため、不落

に参加したが、県の設定する金額

改定の年となっている。６社が入札

出しているが、 今年が県との契約

今は７３７円プラス１０円の要求を

されるたびに賃金改定をしている。

（
宿毛支部）
では、最低賃金が改定

契約職場である幡多けんみん病院

いる。そのような中ではあるが、公

闘討議が全体として遅れてしまって

インフルエンザなどの影響で、 春

は認められませんでした。

して主張しましたが、その主張

た。原告は、このことも理由と

労働者がほとんどとなっていまし

年を越えて継続して雇用される

りましたが、実態としては、３

は、 上限３年というルールはあ

止めを通告されました。公募で

返していましたが、３年目での雇

働者を苦しめるものとなってい

ぱい。労働者を守る法律が、労

果はただただ残念な気持ちでいっ

為に立ち上がった。このような結

れば、 そして何より学生さんの

支えになったり勇気を与えられ

上げることで、 全国の皆さんの

と何も変わらない。自分が声を

原告は、
「誰かが声を上げない

しました。

ぎる。また、仕事を切り分けると
いる。労金は会員に利益を還元す

上映し、その収益を基に沖縄支援

大会を何としても成功させたい。

となった。大手企業が参入するた

原告は１年ごとの更新を繰り

いうのは、子どもを丸ごと見ると
る、労働者のための金融機関であ

ツアーに参加した。１２月には、土

県労連や県労連加盟組織から交

びに入札額が引き下げられてきた

進めていきたい。

土佐清水労連 坂下中央委員
総選挙では、政党支持の自由を

県労連女性部 畑山執行委員

佐清水でくらしと命何でも相談会

通整理員などの要員支援と参加

結果である。土佐食支部は、団体

高齢者部会は「戦争 ・失業 ・貧

た。窓口が地域にあることは、必

佐清水市内での相談が寄せられ

ます。

上告をするかは未定となってい

に感謝の言葉が述べられました。

がとうございました。」
と支援者

迎えることができました。 あり

山の人に支えられて、 この日を

力的にも苦しい日々でしたが、沢

２年もかかった。 精神的にも体

そして最後に、
「裁判を含めて

た。

る。」と棄却へ
の想いを語りまし

を開催した。 ３０００万人署名で

をお願いしたい。

乏」をなくせと運動してきた。 シ

要だと改めて感じた。

参加を要請してきた。その中で土

ルバー人材センターと同じような仕

建交労 武田中央委員

交渉の際には必ず土佐清水労連に

は、 地域に入って署名を取ってい

る。また、単組の団体交渉にも参

加し、活動を継続している。

年金者組合 小橋中央委員
次の世代の子供たちには、戦争

判決に抗議する様子

高知一般 前田執行委員

いう点からもどうなのか。解決策

中で、 形式を重視した判決と

県教組 中根中央委員

金と合わせて生活している。 みな
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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。

抽選で３名に図書カード

をプレゼントします。
（ハ

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール）
締

め切りは４月６日までとな

ります。

当選 者の 発表

２０６号の答えは「ネコヤ

ナギ」でした。当選者は以下

の方です。

【当選者】

（全労働）

向井 裕之さん

（県教組）

めぐみ さん

牛窓 真由美 さん

谷
（自治労連）

がる ④彼はその道の○○だ

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。

カギを解き二重枠の文字

日の―― ⑦ ――暗鬼

よ ⑥○○不明金 ⑧何とな

復習の対。 明 は○○にすべし ⑮

を並べてできる言葉は何で

○○ ⑫天下――を

よい仕事 ⑤ 果たした武将 ⑭連絡

く――な気分だ ⑪不平――

割合。 ○○の

しょう？

配る刷物 ③ に ⑩母校に財産を

を言う ⑫巨万の○○を築く

⑨蛹が○○して成虫

【タテのカギ】①血縁。――

①広告のため

⑬○○は君の番だよ

野球でダブルスチール

は争えない ②名刺を渡し自

己―― ③地面等が盛り上

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１８年３月１０日

おたよりの紹介
○ 「働き方改革」 の問題点が文章だけでなくわかりやすい図も

○働き方改革おそろしい！！今でもサービス残業ばかりなのに働

あってよかった。 また、 「おたより紹介」 に高校生への出前授業

きざかり世代の自殺率も増えそうな気がします。 県教組 （Ｍ・Ｕ）

のことが載ってあり、広がってきていることをうれしく思いました。
高知私学教組 （Ｔ ・ Ｆ）

○働き方改革については、これにより良い労働環境になるものと
ばかり思っていました。 今回の記事を見て、 いろんな問題点が

〇今回の記事ではやはり 「働き方改革」 「無期転換ﾙｰﾙ」 が気

わかりました。今後どうなっていくのか注視したいと思います。自

になりました。 労働者の声をしっかり拾い上げてもらって、 安心

治労連 （Ｍ ・ Ｔ）

して働ける状況や環境を作ってもらいたいと切に願います。県国
公 （Ｓ ・ Ｎ）

○春一番が吹いてます。 春の嵐みたいで、 すごい風です。 早
く暖かくならないかと春が待ち遠しいです。猫柳も顔を出しそうで

○無期転換＝正職員・正社員なのか？今後の労働人口不足の

すね。 自治労連 （Ｍ ・ Ｓ）

中で待遇が正規並みでない無期転換では労働力を安く囲い込
みたい使用者側の都合の話になるのでは？待遇改善も含めてが

○いつも生き生きとした文章ですばらしいです。全労働（Ｕ・Ｍ）

んばっていただきたい。 自治労連 （Ｔ ・ Ｋ）

川柳コーナー

隠し破 棄 改ざ んの 将な り 財務省
源朝光）
（

残業代 撲滅めざす 過労死法案

金銀銅 高木の滑りに ミホれます

高橋狸）
（

さらにナオ 高みを目指す 小平さん

高橋狸）
（

高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

これからも 楽しめそだねー カーリング

今年もお城まつりにボンボリ

３月からスタートしているお城まつりに、今年も県労連は
ボンボリを出しています。四国労金の向かい側のお堀端
にありますので、 ぜひ探してみてください。

○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。

