などといった国の支援によって抑え

るこです。そして、下請法などを

改正し、 賃金上昇分を価格転嫁

できる制度作りが必要です。

５月３１日、 衆議院で

「働き方改革関連法案」

の採決が強行された。

政府は、裁量労働制で

あまりにも低過ぎる点です。最高

摘したのは、現行の最低賃金額が

局交渉では、最初に県労連が指

摘しました。

低賃金制の確立が必要であると指

ために全国一律１０００円以上の最

います。 そして、 これを是正する

賃金を底上げする役割と逆行して

行っており、 最低賃金本来の低い

機関も取材に訪れ、関心の高さが伺われました。

請を行いました。 要請行動には、 ＲＫＣ、 ＫＵＴＶ、 ＮＨＫなどの報道

賃金の大幅引き上げを求め、高知労働局前で集会を行い、労働局へ要

５月２３日、高知県労連は、全国一律の最低賃金制度の創設と最低

労働者の賃金、労働条件向上へ
の

切り離し、 社会保険料の減免や

現行の
「賃上げ・
生産性向上」を

というのが企業の本音です。

く、 具体的なノウハウを知りたい

性の向上は、 機器の導入ではな

くいという声も聞かれます。生産

す。そのため、企業としては使いに

産性向上」とセットになっていま

き上げに対する補助制度は、
「生

現在、国が行っている最低賃金引

収条件を４００万円まで引き下げ

思える。しかし経団連は、この年

ち一般庶民には関係がないように

労働者が対象となっており、私た

現在は、 年収１０７５万円以上の

業代ゼロ法案」とも呼ばれている。

う制度で、
「過労死推進法」
や
「残

成立である。残業の概念を取り払

フェッショナル労働制（
以下高プロ）
の

かった▲政府が狙うのは、高度プロ

革関連法案自体の取り下げはしな

どが発覚しても、本丸の働き方改

の不適切なデータ比較や異常値な

額である時給９５８円の東京都です

直接支援が必要です。

補助制度の抜本的な見直しを

ら、月の平均所定労働時間の１７

地域経済の発展を阻害している

ア」の年間２００万円に届きませ

している点と若者の県外流出を促し

賃金が労働者の消費購買力を抑制

３つ目には、あまりにも低い最低

へ
の陳情も行っています。地域労連

行の最低賃金制度に対し、自治体

県労連は、様々な問題がある現

案が通ってしまえば条件を引き下

を入れることで国民を分断し、法

たいとしている。政府は、年収条件

３業種に限定されていたが、１９９

ん。時給７３７円の高知県では１５

６年には２６業務に拡大され、 １

０万円程度にしかならず、 これで

この間、県労連は地域のスーパー

９９９年には原則自由化となった。

げていく構えだ▲１９８６年に施行

や清掃関係の企業と懇談を重ねて

今や労働者全体の約４割が非正規

とも連帯し、地域から声をあげて

きました。 地域企業の経営者は、

労働者となり、 ２００８年のリー

ている点を指摘しました。

ていません。最低生計費調査でも、

「出来れば高い給料を払いたい」と

マンショック時には、 大量の派遣切

は憲法２５条にある「健康で文化

月収２３万円、 年収２７６万円程

考えていました。ここ数年の最低賃

された労働者派遣法も、当初は１

度は必要とする結果が出ています。

金の上昇についても、反対の立場で

いきましょう。

２つ目に、各都道府県で決まる最

りが「年越し派遣村」を誕生させ

企業支援と法整備が必要

低賃金の格差が大きい点です。現

はなく、企業努力でなんとか乗り

う大きな格差となっています。 中

す。 これは、 年間で４６万円とい

は、最低賃金の上昇分による企業

も限界があります。まず必要なの

しかし、 地方中小企業の努力に

格差拡大を助長する

在、東京都と高知県では、時間給

た▲目先のことに騙されず、労働

央最低賃金審議会の引き上げ目安

負担を、 社会保険料や税の減免

案にしよう （
耕）

の高度プロフェッショナル労働制を廃

組みが求められている。 企業の為

者派遣法の二の舞を許さない取り

切ろうとしています。

的な最低限度の生活」を保障でき

あまりにも低過ぎる最低賃金

３・
８時間働いても、
「ワーキングプ

いますぐ時給１０００円以上の実現に！
最低賃金の全国一律制度と大幅引き上げを

高知
県労連
県労連

針路

で２２１円もの差が存在していま

は、格差を拡大するような答申を

労働局要請の様子

労働局前集会の様子
中央郵便局前での様子
高松での集会の様子
Ｎｏ．２１０
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[FAX]088-822-7969
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対話で平和外交を切り開く
「核兵器のない世界へ」を進めよう
４月２７日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と韓国の文在寅大統領
による首脳会談が行われました。朝鮮半島の南北融和へ大きな一歩を
踏み出した歴史的出来事であるにもかかわらず、日本政府は圧力一辺
倒の政策から抜け出せていません。圧力より対話が世界の流れです。

をしっかりと位置付けて、 国民の
生命と財産を守る」というもので
す。安倍首相にとって、多数の議
席を握り憲法改正の目前で、最大
の仮想敵国である北朝鮮が平和外
交に舵を切ることは、あってはなら
ないことなのです。
世界は国連憲章履行の流れに
国連憲章には、 平和の維持には

分断されていた南北のリーダーが
の強化と憲法９条の改悪を進めよ

し、危機感を煽ることで、軍事力

ています。 北朝鮮を仮想敵国と

朝首脳会議も国連憲章の理念を世

条約の採択や南北首脳会議、 米

たのが憲法９条です。核兵器禁止

げられていおり、それを具現化し

武力を用いないことが原則として掲

軍事境界線を越え、互いの国で握
うと考えています。

南北融和へと大きく踏み出す

手を交わし合う光景は、歴史的瞬
間と言えるものでした。共同宣言
迫するアジア情勢の中で、自衛隊

憲法改正についての論調も、
「緊

る平和を模索し始めた証拠です。

界が共通の認識として、対話によ

高知市網の目行進

５月２７日は、 高知県内の平和

さんから決意が語られました。

行進最終日でした。東洋町甲浦を

徳島へ引き継ぎ
しました。県国公からも参加があ

行進し、県境で徳島県へ
行進を引

分かれ、網の目行進が行われまし

り、全体で１５名で行進をスタート

き継ぎました。引継ぎ集会には、

５月２０日、高知市で６コースに

しました。 途中でたまたま通りが

た。県労連は、メインコースに参加

平和への願いを込めて・平和行進のとりくみ

についても、「完全な非核化を通

じ、核なき半島の実現を目標にす

る」や「休戦協定を平和協定に転

換する」など、平和に向けた内容

となりました。この歴史的な会談

しかし、このような世界の動きに

かった女性も行進に参加いただきま

は世界各国から歓迎されました。

水を差しているのが日本政府です。

両県合わせて３５名が参加しまし

意について
「対話のための対話であっ

菅官房長官は、 南北首脳会談合

張し続けているのが安倍首相です。

プも合流し、 １００名近い人数で

ました。高知大や旭コースのグルー

ループと合流し、マイク宣伝を行い

その後、升形で新婦人コースのグ

治体へ
の要請も行われ、自治体が

明が行われ、通し行進者の五十嵐

名が集まり、各組織からの決意表

丸の内緑地の集結集会には１３０

複数の首長からペナントへ
のご協力

いてのアンケート協力を行いました。

いて意見交換を行い、平和行政につ

平和行進では、 県内すべての自

自治体要請も活発に

た。

ては意味がない」という批判的なコ

行う平和行政の取り組みなどにつ

の動きに逆行し、圧力一辺倒を主

した。

民医連ピースラン

「圧力から対話」
へ
と舵を切る世界

南北融和に水を差す日本の姿勢

民医連ピースランで平和を願う
電車通りを行進しました。

メントを発表しています。

北朝鮮の危険性を煽る意図
安倍首相と日本政府の対応の背

景には、憲法改正の思惑が隠され

宿毛での行進の様子

民医連は、高知市網の目行進

に合わせ、 毎年ピースランを実

施しています。今年は、新入職

員３名を含む１１名が参加しま

した。高知生協病院を出発し、

全長２３㎞のコースを参加者がタ

スキをつなぎました。ピースラン

には、自転車での参加も４名あ

り、にぎやかな様子でした。高

知生協病院の労働組合や民医

連では毎年、原水爆禁止世界大

会へ
青年を積極的に参加さしてい

ます。平和の取り組みを通じ、

組合や民医連運動にかかわる組

合員や職員が育っています。

もいただきながら、平和行進を成

功させました。

電車通りを行進する様子
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１９４５年８月６日、 ９日
議、各地の平和集会や市民大

に広がり、全国的な自治体決

立する」
ことを目的に原水爆禁

禁止に関する世界の世論を確

の創意を内外に伝え、 原水爆

こと、
「署名に表れた日本国民

水爆禁止を求める大きな国民の

数に迫る数でした。 こうした原

す。これは当時の有権者数の半

万３１２３筆と発表されていま

に、８月３日までの集約３１５８

県労連青年部学習交流企画

８月４日 （土）

高知城ﾎｰﾙ ⇒ 広島ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ

８月５日 （日）

各自分科会に参加

８月６日 （月）

多く の仲 間を 世界 大会 へ送 り出 そう ！

に広島 ・長崎に原爆が投下
会など多彩な形をとって発展し

止署名運動全国協議会がつく

声を背景に、翌５６年には、長

【日程】８月４日(土)
～６日(月)
【場所】広島
【スケジュール】

と、それへ
の抗議の運動は全国

され、 ２つの街が一瞬にし
ました。 なかでも大きな役割

られました。

が開かれました。以来毎年、世

崎で第２回原水爆禁止世界大会

署名の総数は翌１９５５年８

界の人々と連帯して世界大会が

世界大会が開催される

には、各地の署名を
「集計する」 回原水爆禁止世界大会」
の初日

その広がりの中で、 ８月８日

大きな運動体が誕生

す。

発的に沸き起こった署名運動で

を果たしたのは、全国各地で自

原水爆禁止世界大会を成功させよう
月６日、広島で開かれた「第１

開催されてきました。いまや核
兵器廃絶は世界の大きな流れに
発展しています。
原水爆禁止世界大会へ
の参加

平和を入り口に大きく成長
をきっかけに、 多くの労働者が
平和や政治に関心を持ち、 そ

原水爆禁止世界大会
判決に抗議する様子

世界で初めて原子爆弾が

て、
「地獄」に突き落とされ
ました。 広島、 長崎ではそ
の年のうちに約２１万人もの
尊い命が奪われました。しか
し、原爆を使用したアメリカ
は、広島・長崎へ
の原爆被害
が世界に伝わることを恐れ、
厳しい報道管制をおこない、
実態は日本国民にも、 アメ
リカ国民や世界の人びとにも
知らされませんでした。
始まりはビキニ事件
日本の原水爆禁止運動の
出発点となったのはビキニ事
件です。１９５４年３月１日
未明、アメリカが太平洋ビキ
ニ環 礁 で水 爆 実 験 「 ブラ
ボー」を行いました。広島に
落とされた原爆の１０００倍
の威力により出た「死の灰」
はマーシャル諸島島民や周辺
海域で操業していた日本など
のマグロ漁船に降り注ぎまし

れが職場活動を活性化させてい
ます。組合活動の担い手育成の
場としても、各組織で参加の検

戦後７３年を迎えた今、国連で核兵器禁止条約の採択や朝鮮半島の南北融和な

バス代：１０，０００円（１人）

ど、 平和に向けて動きが大きく進んでいます。 その一方で、 当時の体験を語れ

参加費：１８，０００円（１人）

る方は少なくなっています。 県労連青年部では、 この歴史的な情勢を踏まえ、 戦

宿泊費：実費（5,800 円～ 8,800 円）

争体験を聞くこととしました。 興味のある方はぜひご参加ください。

【参加費】

広島での世界大会の様子

討をお願いします。

13:30

8:30

18:00

13:00

た。
全国各地で署名運動
第五福竜丸をはじめ、 実
験での被害が広く知られる

広島での世界大会の様子
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広島ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ ⇒ 高知城ﾎｰﾙ

クロスワードパズル
図書券プレゼント

当選 者の 発表
２０９号の答えは「リョク
チャ」でした。当選者は以下
の方です。
【当選者】

全体の集合写真

〇今年メーデー参加したいと思います。 自治労連 （Ｈ ・ T）

《応募方法》
クロスワードの答えと、
大谷 美代子さん
（県教組）
吉村 知久 さん
（自治労連）

○衣装屋で借り

６月２日から３日にかけ、 香川

県にて青年労働者が中心となった

「働くものの学習交流集会」が開

催されました。四国全体から１０

０名を超える参加者が集まり、

高知県からは５名が参加しました。

集会では、
「いっしょに幸せな生活

をつかみとろう」をテーマに将来へ

向けたライフプランニングや税制度
について学習しました。

レクリエーションでは、

チーム対抗でドッチビー

を行い、 ＢＢＱで交流

を深めました。次回は

愛媛県で開催されま
す。

川柳コーナー

アベ政治たで食う虫だけ甘い汁

民むしばむ軽すぎる首相の言

招かれざる人が日本間に座る

毎ニチダ イつもテレビは アメフト部

高橋狸）
（

なぜここで スパイ衛星 アベ政府

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。
左脇 美枝 さん

動をする

ドッチビーの様子

抽選で３名に図書カード
（自治労連）

働くものの学習交流集会
in うどん県を開催
自治労連 （Ｒ ・ Ｍ）

をプレゼントします。
（ハ

○より証拠 ⑧○

た。 県教組 （Ｍ ・ Ｏ）
お二方が、 私の中では新聞の時事ネタです。 気になります。

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール）
締

⑯膝の――運

として、これからもアピールをしていくことの大切さを再度感じまし
載る源朝光さんと高橋狸さんが、最近は私の小社会です。この

め切りは７月６日までとな

――をつける

思想―― ⑦○

思い出しました。 参加された方は、 ごくろうさまでしたね。 運動
ました。 日本語にするの難しいですね。 沢山川柳コーナーに

ります。

④ 淑 女 の対 ⑥ 年 表 を 丸

③青年よ

○メーデーの記事を読み、若い頃メーデーに参加していた事を
○今回なかなか単語が思い浮かばず、たどりつくまでに苦労し

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。

クロスワードパズル

――する ⑧親睦会の――を
務める ⑨私立学校の略 ⑪

カギを解き二重枠の文字
を並べてできる言葉は？

ぷち ⑭区別。

――が絡んだ工事汚職 ⑬○

――を抱け ⑤

【タテのカギ】①九州の○○

る

○を採ります、賛成の人は？

動物 ⑫○○っ

⑮三度の○○より碁が好き

①○○循環に陥

九重国立公園 ②陸上の道は

る ⑩首の長い

陸路。空は ③腐っても○○

【ヨコのカギ】
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おたよりの紹介

○いつも見ています。 勉強になります。 自治労連 （Ｔ ・ Ｙ）

○梅雨入りし、 庭のあじさいが色づいてきました。いろいろなあ

じさいがあり、 眺めていると、 落ち着いてくるような気がします。

自治労連 （Ｓ ・ Ｍ）

班に分かれディスカッションする様子

