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あった日本郵政の住居手当削減案

統一行動を実施しました。このスト

４月２日早朝、教職員

の辞令交付式が行われ

る県民文化ホール前で

限ストライキを実施しました。スト

連、退婦教、退協教からの応援を

ライキ・統一行動には、高知西支

このような回答に対し、郵政ユニ

ライキでは、早朝に職員へ
向けたビ

含め、９名で
「採用おめでとう」と

部で１９名が参加し、 １時間の時

オンは、全国１１拠点、１９職場で

ラ配りなどの宣伝行動を行い、食

書かれた手製の横断幕も広げなが

も、 政府と経団連が狙う政策を

３月１４日の統一回答集中日を
ストライキを実施しました。また、

堂にて決起集会を行いました。

打ち出してきたと言えます。

迎え、多くの組織で春闘が攻勢的

高知県同様の連帯集会は８ヵ所で

宣 伝 を行 った。 県 労

に展開されています。今回は、県
開催されました。

（
ＪＣＨＯ）
労働組合は３月２９日、

医労連の地域医療機能推進機構

４月遡及（
機構は人事院勧告準拠

円の経費がかかる２０１７年賃金の

億円の黒字を見込みながら、２億

れる学校をつくっていきましょう」

れる新たなスタートの日、 私たち

人に声をかけながら、「希望あふ

ら、チラシを配布。３３５名 昨(年
比４５名増）の新採教職員１人１

すが、その中身は経団連が求める、

「均等待遇の実現」と謳ってはいま

政府は、
「同一労働同一賃金」
や

実施しました。 ３月１４日の回答

朝宣伝行動を高知県庁前交差点で

の春闘統一行動に呼応し、春闘早

３月１５日、 県労連は全国一斉

生協労組、郵政ユニオン、医労連、

県教組が決意表明を行いました。

田口委員長は、一部の正職員に

しか及んでいないアベノミクスの実態

に触れ、幻想の「賃上げ」を創り

出す官製春闘からの脱却を訴えま

した。それと同時に、組織労働者

の賃上げを自分たちの手で勝ち取

り、 未組織を含む非正規労働者

の底上げを呼びかけました。

こうち生協労組の清水氏は、
「日

本国憲法には、人類愛などの崇高

な理念が書かれている。安倍首相

がやろうとしている憲法改正は、憲

法に落書きをするようなもの。」

と、安倍政権の憲法９条改悪に反
対の声を上げました。

思いを新たにした。（
石）

私たち組合も力を尽くしたいとの

わずにいられない。そうなるために

い、 働きがいへ
とつながることを願

事、 そして教職員としての生きが

「子どもたちの笑顔」につながる仕

２名の方が退職している。 初心が

６名の新採の方が病休を取られ、

の現実は厳しく、昨年度は県内で

する▼しかし、新採者を待つ学校

らに大きくなるのではないかと想像

ちの前に立つとき、 その思いはさ

始業式、 入学式を経て子どもた

決意と希望の思いが読み取れた。

から始まる学校での仕事に対する

は、緊張した面持ちの中にもこれ

照らされた新採の方の表情から

恵まれた。柔らかい春の日差しに

いにくの雨だったが、今日は好天に

がこの宣伝に参加した過去２回はあ

といっしょに子どもたちの笑顔あふ

退職手当引き下げの一方的強行 としているが、国が行う賃金の４月
実施に対し、全支部でストライキ・ 遡及）は行わないとしています。

と呼びかけたチラシを手渡した▼私

正規労働者の処遇を非正規労働者

集中日翌日に実施した宣伝行動に

闘ビラの配布と自治労連、こうち

県労連が春闘統一行動を実施

※次回本部団体交渉は調整中。

機構本部は、 昨年を上回る３６

労連と加盟組織での特徴的な取り

３月２０日、 郵政産業労働者ユ
ニオン（
郵政ユニオン）は、日本郵政
グループによる３年連続のベアゼロ回
答を受けて行われた抗議ストライキ
に呼応する形で、ストライキ連帯集
会を高知中央郵便局前で行いまし
た。集会には、県労連加盟組織や
友好労組、政党から約３０名が参
加しました。
集会では、昨年９月１４日の東京
地裁と２月２１日の大阪地裁で示
された２０条裁判の勝利報告とと
もに、 ２０条裁判の対策として日
本郵政が新たに提案してきた一般
職の住居手当削減案について、 郵
政ユニオン筒井執行委員長から報告

の水準にまで引き下げていこうとい

は、各組織から１４名が結集し、春

が行われました。

うものです。元々は、国有企業で

田口委員長の訴え

郵政ユニオンがスト連帯集会開催

ＪＣＨＯ労組でストライキ実施

針路

組みを紹介します。

春闘も大詰め、郵政ユニオンが
賃上げ求めストライキ連帯集会
中央郵便局前での様子
高松での集会の様子
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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

ＮＯ．
２０８
連
労
県
知
高
(1)２０１８年４月１０日

大臣からの書き換えの指示はなかっ

た。 立憲民主党の武内則男衆議

団幹事長が決意表明を行いまし
昭恵夫人付き元秘書の谷氏、 迫

ば、疑惑解明のために昭恵夫人、

た。午後の衆議院でも同じであれ

３・１３重税反対統一行動高知中

３月１３日、 高知城ホールにて、

ど、納税者からは怒りの声が上げ

を求めるプラカードも掲げられるな

集会では、森友疑惑の徹底究明

は森友疑惑の徹底解明、 安倍内

た佐川氏が、財務省理財局長当時

集会直前に、 国税庁長官であっ

政党から社民党高知県連合の久

川がやったこと」と、決裁文書改

ていましたが、辞任した途端に
「佐

自民党が党大会を開催

３月２５日、 自由民主党は党

大会を開催しました。 安

倍首相は演説の冒頭で財務

省による公文書改ざん問題

について陳謝しましたが、そ

の一方で
「結党以来の課題

である憲法改正に取り組む

時が来た。（
自衛隊を巡る）

違憲論争に終止符を打と

うではありませんか。」
と、

憲法改正へ
の意欲を改めて
示しました。
憲法改正への執念

当初の予定では、党大会

で憲法改正の４項目である

「憲法９条」
「緊急事態条

項」「合区解消」「教育無償

化」についての具体的な条

文を決定することになって

いました。森友問題での公

文書改ざん問題を受け、

今年中の憲法改正論議は

難しいとの憶測も出ていま

したが、３月２２日に行わ

れた自民党憲法改正推進

本部の全体会合で、 自民

党は細田博之本部長に対

応を一任することを決めま

した。
これにより、 戦力の不保持な

どを定めた９条２項を維持しな

がら「９条の２」を新設し、 自

衛隊の存在を明記する方針が大

筋で認められたことになります。

今後のスケジュール

今後の動きとしては、 森

友学園の文書改ざん問題な

どによる、世論の動向や支

持率を睨みながら、 自民

党党大会で大筋確認された

条文案をまとめ、 憲法審

査会へ
提案されることにな

ります。 憲法改正 のスケ

ジュ
ールは予断を許さない状

況となっています。

当初の予定からは遅れてい

３０００万署名の推進を

るものの、秋の臨時国会ま

たは、来年１月からの通常

国会冒頭での、憲法改正の

発議の可能性が高まってい

ます。 ３０００万署名は、

①まず発議をさせない、②

国民投票で憲法改正案を否

決する、ためのものです。

５・３憲法集会へ結集を！

憲法アクションでは、 ５月

３日の憲法集会を大きな運

動の山場と位置付けていま

す。集会へ
結集するととも

に、 ３０００万署名を地域

しょう。

換を求める世論を大きく広げま

の隅々から集め切り、憲法
改悪ストップと安倍政権からの転

国民を騙し改憲を推し進める安倍政権にｽﾄｯﾌﾟを！

た』と明言する一方、具体的な経
過については
『刑事訴追の恐れがあ

院議員、 市民と野党の共同候補

田元理財局長の証人喚問が必要に

政府は真実を語れ！
野党と市民の共同宣伝実施

として高知２区から押し上げた無

なる。もし、それを受け入れない

るのでお答えできない』を連発し

所属の広田一衆議院議員からは

最後に真相究明と昭恵夫人の証

のであれば、安倍内閣は即総辞職

人喚問を求めるシュ
プレヒコールを上

メッセージが寄せられました。
田口委員長は、
「佐川前国税庁

げました。

すべきだ。」と訴えました。

長官の参議院予算委員会での証言

国民を馬鹿にした証言を連発

はゼロ回答。『総理や官邸、財務

央集会が開催され、３００名が参

られました。

重税反対統一行動高知中央集会が開催される

加しました。 統一行動は県下６ヵ
所で開催され、重税反対、消費税
１０％への引き上げ反対に加え、

閣の退陣を求める緊急昼休み宣伝

の森友学園問題での国会答弁や決

名が参加しました。

した。麻生財務大臣は、佐川前国

保幸次郎代表、 新社会党高知県

ざんの責任をすべて佐川氏に負わせ

税庁長官を
「適材適所」
と言い張っ

本部の吉田元彦副委員長、 日本

ようとしています。

各政党からもメッセージ

裁文書の改ざんを理由に辞任しま

行動を県庁前交差点で行い、８０

と県内５野党 （
立憲民主党、民進 森友疑惑の徹底究明を求めまし
党、共産党、社民党、新社会党） た。

３月２７日、高知憲法アクション

県庁前の様子

共産党高知県委員会の米田稔県議

徹底究明を求めるﾌﾟﾗｶｰﾄﾞでｱﾋﾟｰﾙ
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典」
とも言われるメーデーの歴

央メーデーです。
「労働者の祭

５月１日は第８９回高知県中

た。これ以降、メーデーは国

とが決議され、さらに５月１日
を労働運動の日に設定しまし

時間労働制実現のデモを行うこ

ターナショナル創立大会では、８

年後にパリで開かれた第２イン

者自らが立ち上がりました。３

の挨拶後、昨年医労連ユニオンセミ

テーションを実施しました。支部長

を利用し、職員食堂で新人オリエン

新人研修１日目の昼食休憩の時間

ＪＣＨＯ労働組合は、４月２日、

医労連 ・ＪＣＨＯ労働組合

した。

を役員に手渡し、拡大が行われま

け後、すぐに１名の方が加入用紙

へ
の加入を呼びかけました。呼びか

の先輩として組合員から労働組合

組織拡大の取り組みが活発に！
積極的な取組みで仲間を増やそう

史を振り返りながら、労働者

際社会に広がっていくことと

県教組でも拡大！

１８８６年５月１日にアメ

初めての「メーデー」

ています。 東京の代々木公

上げや憲法守れの声を挙げ

者がメーデーに参加し、 賃

以上、 約１７万人もの労働

昨年は、全国で３００ヵ所

を行うと、さっそく共済についての

した。その後、医労連共済の説明

想も含めた組合の魅力を紹介しま

ことが分かってきた」
など率直な感

ら
「組合に入って職場の為に出来る

した。 ４月２日には辞令交付式で

盟、 ４月１日にも１名が加入しま

で、 高教組に青年臨時教員が加

年度末には、ベテランの呼びかけ

積極的に取り組みを進めました。

県教組へ
の加入を呼びかけるなど

公民館で開催しました。高知一

春闘学習会を土佐清水市中央

驚きの声が出され、組合の必要性

われていたことに、 参加者からは

土佐清水でそのような争議が行

の支払いを勝ち取り退職）
。

般の組合員や個人加盟の組合員

初めに、県労連の牧書記長か

が再認識されました。

３月２９日、土佐清水労連は

土佐 清 水 労連 ・ 春闘 学 習 会を 実 施

問い合わせが寄せられました。
３月２８日、 全日赤労働組合

園で開催されたメーデー中
しました。 高知県中央メー

は、 新人研修の昼食休憩を利用

医労連 ・全日赤労働組合

デーには、約９００人が参加

し、新採者に労働組合の説明会を
行いました。。初めに、全日赤労組

し、「８時間働けば帰れる、

央集会へ
は、約３万人が参加

が作成したＤＶＤを上映し、 職場

が勝ち取ってきた権利について

なりました。

ナーに参加した２０代の若い２名か

考えてみましょう。

全国でメーデーは開催

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１

全日赤労組の組合紹介の様子

学習会の様子

２時 間 以 上 働 かさ れるな

※日程が確定しているものだけ掲載

ら１２名が参加しました。

ら春闘情勢についての報告が行わ

職金を含む和解金と未払い賃金

て解雇撤回を求めた。結果は退

の４要件」を満たしていないとし

が高知一般に加盟。
「整理解雇

（
解雇を通告された労働者３名

議についての報告がされました

なり、解雇撤回闘争を行った争

ら、 地元の栄幸商事を解雇に

個人加盟した３名の組合員か

れました。その後、高知一般に

判決に抗議する様子

普通に暮らせる」などをスローガ

【土佐清水】 ５月１日(火)17:30 ～中央公園

ど、過酷な生活を強いられてお

【中村】 ５月１日(火)17:30 ～河川敷広場

ンに掲げ、取り組まれました。

【嶺北】 ５月１日(火)14:00 ～改善ｾﾝﾀｰ

り、これを改善するために労働

第８ ９ 回 高 知 県 中 央 メ ー デー
【日程】５月１日 （
火） ９時２０分～
９時２０分うたごえ、 １０時開会
１０時４５分 デモ行進
１２時 プラカードコンクール
【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 （
火）１２時４５分～
【場所】 高知城ホール４階
必要な組織は予約をお願いします。

ＪＣＨＯ労組のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

メーデーの歴史を知ろう

※お弁当を高知城ホールで販売していますので、

◇地域メーデーの日程
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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、

当選 者の 発表
２０７号の答えは「スギカ
フン」でした。当選者は以下
の方です。
【当選者】
池田 康人さん
（自治労連）
児玉 安喜恵 さん
（自治労連）
中平 重美 さん
（県国公）

ルだ ⑧30分。1時

③期間の終わ

○○ ⑩会の進行

り。 ――手当

を司ること ⑫蛙の

⑤しかけ。――

○○に水 ⑭個人

を見破る ⑦こ

用の部屋 ⑯数少

の詩は○○を

ない――アボカド

３月３１日、県労連青年部は学習交流企画「ボル

ボルダリングでは、経験者

中のボルダリングには１５名、午後からのお花見には

教組、医労連、宇治電労組、ミロク労組から午前

ダリング・お花見」を実施しました。自治労連、県

県労連青年部が学習交流会！

１６名が参加しました。

であるミロク労組の参加者

をアドバイザーに、 チーム

対抗で課題に挑みました。

休憩中には、労働組合につ

いてのクイズを事務局が出

題し、ボルダリングとクイズ

の合計点を競いました。お

花見は、桜吹雪が舞う中で

お互 いに交流 を深 めまし

た。

川柳コーナー

宣誓書も破棄したか奸臣ら

言い募り騙し通して国溶かす

黒を白消したり出したり安倍一強

誰からの指示か言わぬが昭恵じゃない
牧師）
（

お花見の様子

どウドウと退局決めた有働さん

高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

○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。

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５月７日までとな

単語。 ――ルーム ⑥危うき

ります。

クロスワードパズル

に近 寄 ら な い人 ？ ⑧ 虚 礼

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

―― ⑨泳ぎながら貝を割れ
る動物 ⑪禍いのもと。 ――

を並べてできる言葉は？
【タテのカギ】①○○の他人

を断つ ⑬○○あれば苦あり

①○○の祭り

⑮○○のひと声
踏んでいてリズミカ

③ピンから○○まで ④双

②ラグビーでは５点の得点
子、 一対のという意味の英

【ヨコのカギ】

ＮＯ．２０８
連
労
県
知
高
(4）２０１８年４月１０日

おたよりの紹介

○針路を読んで、人生の３分の１は仕事、職場にこそ法律や権

○「スギカフン」毎年ひどいとニュースは言います。川柳コーナー
利が生かされなければならない。 本当にそうだと思います。 私

でよく名前を見るお二方が、 最近気になります。 自治労連 （Ｍ・
の職場でも体調不良（ストレス）で休職している方がいます。働

Ｒ）
きやすい職場とは…考えさせられます。 自治労連 （Ｙ ・ Ｉ）

○今年で、 とうとう５０才…頭の体操にクロスワードパズルが役
〇憲法と地方自治を守る運動を職場でいかに創り出していくか

立っています。もちろん、本文も読んでますよ…。自治労連（Ｙ・
の重要性を感じています。 自治労連 （Ａ ・ Ｋ）

Ｔ）

○給食センターの委託、センター化についての問題点を指摘さ

○地産地消率について、１％でも違えば地域への影響も大きく変
れたことが掲載されていましたが、 行政 （市町村役場） は、 田

わることを初めて知りました。子供たちが地産の食材を身近に知
舎に行けば、 １つの大きな産業のようなものであり、 地産地消

るためにも、 地産率が引き上げられることを期待したいです。 県
や地域の雇用の場として、その地域の経済活動に大きな影響を

与えていることを改めて感じました。 自治労連 （Ｔ ・ Ｋ）

国公 （Ｓ ・ Ｎ）

