働き方改革関連法の強行に反対する県庁前宣伝の様子
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６月下旬から７月上

旬にかけての記録的な

豪雨は、西日本を中心

に甚大な被害をもたら

した。この３０年間では最悪の犠牲

者数と報道されている▲犠牲にな

られた方々にお悔やみ申し上げま

後の国会史上も極めて異例で、６

の有効な対策がいまだに示されてい

依存症の発症リスクを解消するため

法は、カジノ整備に伴うギャンブル

統合型リゾート施設（
ＩＲ）
整備

るとして気象庁が発表するもので

雨や暴風、 高潮などが予想され

警報は、
「数十年に一度」
レベルの大

特別警報が出された。 大雨特別

部に、高知県としては初めて大雨

すとともに、被災された皆様にお

２年ぶりとなります。少数派の意

ません。地域の治安悪化など懸念

ある。 ２０１１年の紀伊半島豪雨

る内容となっています。

６月２９日に採決が強行された

見を無視した国会運営は、この間

は尽きません。

に、国会を７月２２日まで延長し、カジノ法案などさまざまな悪法を

「働き方改革関連法」は、まさに

の安倍政権の特徴と言えます。立

見舞い申し上げます▲今回、県西

異例づくめの採決となりました。

憲主義や民主主義の理念を蔑ろに

誰のための「改革」か

データの不適切な比較によって、

を教訓に、従来の「警報」の基準

をはるかに超える災害の危険を呼

③水道法

２０１７年に閣議決定された水

びかけるため、２０１３年８月から

されています。

道法改正案は、 水道事業の民営

運用が始まった▲統計を調べてみる

裁量労働制の適用拡大法案は取り

化を進めるものです。水道料金の

と、大雨特別警報はこの５年間で

強行 ・狙われる問題の法案
米国を除いた枠組みで復活し、

高騰や株主優先の事業運営の危険

２４件が発表されている。１年につ

下げられましたが、その後もデー

の内容は、①著作権保護など２２

性など、 さまざまな問題が指摘

タ異常値など次々に問題が発覚し
ショナル制度 （
高プロ）を含む働き

項目のルールは米国復帰まで凍結、

たにもかかわらず、 高度プロフェッ
方改革関連法は強行されました。

き約５件。率直に多いな、と感じ

揮したい（
筒）

けては、働く仲間の連帯の力も発

る▲そして被災地の復旧復興に向

との大切さを改めて考えさせられ

日常から災害リスクに向き合うこ

ないか▲地震へ
の備えもそうだが、

ちの側も受け止め方が鈍化してはい

会が多くなっていることから、私た

に一度」を伝える場面にふれる機

方、気象庁が記者会見で
「数十年

る。「数十年に一度」は、より日

されています。

計画し、県と市に要請をしたと

国会論争の中で明らかになったの

７月４日、「郷土の軍事化に

いうことです。市街地の上空を

②高い自由化水準を維持するため

は、
「労働者からの要望」であった

反対する県連絡会」でブルーイ

や平和を願い始まった
「よさこい

戦闘機が飛ぶことの危険性 （
過

申し入れの中で明らかになった

祭り」の趣旨にも反します。踊

ンパルスのよさこい祭前夜祭での展

のは、ブルーインパルスの展示飛

り子からも違和感と危惧の声が

去に６度事故を起こしている）
も

行が、よさこい祭り振興会の自

上がっています。

示飛行中止の申し入れを高知県

主的な計画ではなく、自衛隊が

危惧されるとともに、戦後復興

常化しているのかもしれない。 一

はずの高プロが、経営者団体からの
要請であったということでした。ま
さに経営者にとっての「働かせ改
革」が強行されたのです。
野党の解任動議を無視
立憲民主党、 共産党など野党
４党は、自民党 ・島村委員長の解
任決議案を提出しましたが、与党
は審議に応じず、採決を強行しま
した。野党が提出した委員長解任
決議案を審議せず採決したのは戦

に対して行いました。

よさこい祭りに自衛隊ブルーインパルス

①ＴＰＰ１１

②カジノ法案

は修正しないなど米国に配
６月２９日、安倍政権はデータの異常値など問題が多く指摘された 「関税」
慮して日本の一次産業を犠牲にす

針路

強行しようとしています。これらの法 （
案）の問題点を紹介します。

「働き方改革法案」
の採決を強行しました。安倍政権は、数の力を背景

ニセの働き方改革法が強行に成立される
過労死を容認する法律は廃止させよう！
中央郵便局前での様子
高松での集会の様子
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最低賃金の大幅引き上げ求め
第２次最低賃金引き上げ行動を実施

県労連からは、 県と労働局が

済波及効果の資料や計算式につい

しっかりと連携を取り、最低賃金

でなく地域経済の活性化という点

いて議論することを求めました。

と人口流出、 地域経済との関係

ても、 厚生労働省へ
資料として提

参加者からは、
「厚生労働省の支

を研究し、県が進める産業振興計

出しています。

５月に実施した県労連独自の要請に続き、６月４日から２７日にかけ、

援制度が使いにくいのであれば、

画の中に最低賃金の引き上げに向

でも県と協議する場を設け、その

全労連四国地区協議会は、四国各県の労働局へ、最低賃金の大幅引き

県が新たな助成制度を創設するこ

中で最低賃金の意義やあり方につ

上げや全国一律の最低賃金制度の創設を求め要請を行いました。

とも視野に議論してほしい」
などの

けた取り組みを位置付けるように

や、 地域間格差の是正、 中小企

要望が挙げられました。

労働局独自の最低賃金
６月４日、全労連四国地区協議
域経済へ
の経済波及効果についての

た、最低賃金の引き上げによる地

特に、 昨年高知県労連が行っ

請で県労連が求めていた、最低賃

高知労働局へ
の要請では、 前回要

高知労働局へ
要請を行いました。

賃金の引き上げによって地域経済

響を及ぼすかもしれません。最低

今後の最低賃金の取り組みにも影

様の声が厚生労働省にあがれば、

今回の要請で、四国各県から同

会は、愛媛労働局に対し、
「四国

請が昨年は４件しかなく、経営者

業へ
の支援強化などを求めました。

の最低賃金の大幅引き上げと地域
試算を各労働局が独自に行うこと

を底上げするという合意をめざし

引き上げ効果の試算を要請

間格差の是正を求める要請」を行

金の引き上げによる経済波及効果

６月２２日には、徳島労働局へ
要

四国地区協議会からは、県との

ていきます。

について、労働局から県へ
問合せし

請を行いました。徳島では、最低

ていると回答がありました。

団体からも制度が使いにくいとの声

記長が参加しました。要請では、四

が上がっています。

を強く要請しました。

国各県の最低賃金をすみやかに時

場前にてディーセントワーク宣伝を

６月２７日、県労連は、ひろめ市

行が狙われる働き方改

宣伝では、 国会で強

２００枚配布しました。

また、昨年県労連が提出した経

実施しました。５名が参加し、労

革関連法案に触れ、過

連携をもっと密に取り、雇用だけ

合判断」の基準を明確にするよう

働相談センターを知らせるチラシを

ディーセントワーク宣伝を実施

賃金引上げのための補助制度の申

愛媛労働局への要請の様子
宿毛での行進の様子

給１０００円以上に引き上げること

求めてきましたが、 労働局は何の

労働者委員の公正任命を求める要請文を提出
任期途中での労働者代表の公示
６月１日、高知労働局から高知

労死を容認する残業時

間の上限規制や残業代

説明もできていません。
全労連と連合とに分かれて以

ゼロの高度プロフェッショナ

地方最低賃金審議会の労働者代
表委員について推薦の公示が行われ

降、審議会の委員を全労連が取っ

ました。

支援策の必要性を訴え

それを可能にする国の

賃金の大幅引き上げと

き方の実現のために最低

そして、 人間らしい働

ました。

ル制度の問題点を指摘し

ました。労働者代表委員に欠員が

がその証拠です。この問題では、国

たことがなく、明らかな当局によ

しかし、７月２日に労働局から

際労働機関ＩＬＯからも疑問の声

出たためです。県労連は、牧書記

落選の連絡がありました。落選の

があがっています。県労連は委員の

る差別的取り扱いです。「総合判

理由を問いただすと、労働局長に

公正任命を求める要請文を労働局

長を推薦しました。

よる「総合判断」としか回答があ

に対して提出しています。

断」という理由にもならない回答

ディーセントワーク宣伝

落選の理由説明できず

りません。県労連は、この間「総

働きがいのある人間らしい仕事を求め

いました。高知県労連からは牧書

６月２７日には、香川労働局と

求めました。

高知労働局へ要請

四国では一歩進む高知
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貧困の連鎖を断ち切ろう
社保協シンポジウムを開催
いないと言われる。 負い目を感じ

んらん」を体験すること。生活や

の多様な価値観に触れながら「だ

孤食を防ぎ、 さまざまな人たち

ている。代わって増えたのがセクハ
ラ

が、２０１７年には１４・
１％に減っ

雇 ・退職強要は２２・４％であった

林さんは、生活困窮者自立支援

最初はスナック菓子ばかり食べて

２００９年から年末の「あったか

させることなく、
「権利として」生

法に基づき高知市の委託で行ってい

いた子が、何回か来るうちに野菜

村何でも相談会」
を開催し、また、

パワハラ。２０１１年８・３％であっ

る支援事業について報告。社会保

を食べるようになり、バランスよく

医療生協と共催で「くらしといの

習慣、 関係性などの「社会的相

月２３日
「相談活動から自立支援へ―貧困をなくする取り組み」
と題す

障の第１のセーフティーネットと生

食物を皿に盛りつけるようになる。

ち何でも相談会」を県下２６会場

活保護が受給できるようにすべき

るシンポジウムを行いました。田中会長をコーディネーターに高知うろ

活保護の第３のセーフティーネット

ボランティアの大学生が自然と勉強

で実施している。 相談体制の横の

と強調しました。

この会 （
多重債務被害者の会）の岡田悟事務局長、高知市社協の生活

の中間のセーフティーネットとして

を手伝うようになる。ダブルワー

連携を強化してきた。 自立支援へ

たものが２０１７年には２２・３％

困窮者自立支援センターの林照男センター長、こども食堂高知の泉秦寺

の位置付け。 自立相談支援事業

ク、トリプルワークのお母さんもい

続」が歪められることで、子ども

あや代表、県労連の田口朝光委員長をパネラーに社会的貧困を様々な

は、２０１７年度で６６３件。家計

る。居場所づくりと同時に貧困の

向けた連携が課題と感じる。現在

生活困窮者自立支援の現状

角度から明らかにし、それを相談活動の連携、更には自立、就労支援

改善支援事業も始め、 就労準備

元を社会的に絶たないといけないと

高知県社会保障推進協議会（
会長：
田中きよむ県立大学教授）
は、６

に向けた連携へ、そして貧困の原因をなくす共同の取り組みにどうつな

支援事業も１０月にスタートさせ

になった。メンタルに変調をきたし

げて行くか討論しました。４２名が参加しました。

る。一時生活支援事業を行い、７

の貧困は労働の劣化 （
不安定雇用

た状況が多く見られ、権利の回復

が銀行カードローン被害。改正貸

感じると最後に強調しました。

と低賃金）と社会保障の脆弱さ、

たちの自立する力が十分身につか

金業法に基づく総量規制の対象外

室のシェルターを用意、フードバンク

労働相談から見える貧困

ず、貧困の連鎖を招いている。

であり、 信用と利便性を売り物

とも連携した食糧支援も行っている

世帯支援の必要性、また、徴収部

課題として幼少期からの支援、

件の相談を受けている。相談の中

の労働相談センターでは年間２００

県労連田口委員長は、 県労連

まとめ

連携も重要と強調しました。

来ている。その改善へ
向けた運動の

それに伴う行政の不寛容などから

就労支援が課題となっている。

だけではなくその後の自立支援、

に５年前の１．７倍に融資が膨れ上

と報告しました。

時に規制を求めている。

味に変化がある。２０１１年には解

在３カ所（
旧城北診療所２階、コー

進められます。

自治体合意をめざし、取り組みが

困を地域からなくしていくという

協キャラバンが実施されます。 貧

今年も、 １０月１５日より社保

くりました。

要性が明らかになった、 と締めく

貧困を元から絶つ「底上げ」の必

に自立支援へ
向けた連携、 そして

明らかにできた。相談活動から更

貧困を取り巻く状況を多面的に

コーディネーターの田中会長は、

門との連携強化を挙げました。

プ吉田店２階、帯屋町「室戸屋ジ

子ども食堂の秦泉寺さんは、現

子ども食堂から見える貧困

障害という病気として対応するこ

ロー」３階）で４つのカフェを開催し

判決に抗議する様子

また、クレプトマニア（
窃盗症）の
問題にも取り組んでいる。犯罪と

とが必要。 活動の基本としては、

ている。
「地域のみんなの居場所」
づ

り、小中高校生。ボランティアの大

貧困の悪循環を断ち切る支援を心

学生などいろんな人たちが集う。

がけている。貧困家庭では、三世

自治体と自治体職員の役割は大

くりをめざしている。小さな子ど

きい。生活保護を必要とする人が

大事なことは、 子どもが一人

代以上の貧困状態の罠に陥っている

うろこの会 ・岡田さんは、これ

受けられるようにすべき。 現在、

もを連れた親子、 近所のお年寄

まで多重債務問題を中心に取り組

ぼっちで食事しなければならない

と言われる。

して対応するのではなく衝動制御

広島での世界大会の様子

必要な人の３割、 ２割しか受けて

生活支援から見える貧困

社保協シンポジウム

んできたが、今問題になっているの

社保協シンポジウム

摘されている。相談に応じると同

がっている。
「銀行のサラ金化」
も指
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クロスワードパズル

当選 者の 発表
２１０号の答えは「アメア
ガリ」でした。当選者は以下

高知で日本母親大会が開催

せましょう。

催されました。 その後、一度も

１回日本母親大会が東京都で開

１９５４年３月１日、アメリカが

されてきました。

母親大会の始まり

ビキニ環礁で水爆実験を行い、第

地域の要求を自治体へ要請

８月２５日から２６日にかけ、
第６４回日本母親大会が高知県で

五福竜丸など多くの日本の漁船

高知県では、 県とさまざまな

途切れることなく、 各県で開催

開催されます。 初の高知県での

が被ばくしました。これを受け、

市町村で地域母親大会が開催さ

○私達を取り巻く環境を機関紙で勉強しています。 また、 イベ

図書券プレゼント
開催となり、約４０００人が参加

平塚らいてう他５名が全世界の国

れています。そこで挙げられた要

は気が引けてしまう気もします。 自治労連 （Ｒ ・ Ｍ）

の方です。
します。 地域の要求を持ち寄り

際民婦連と各国の団体へ
向け
「原

求は、まとめて自治体へ
要請され

思っていましたが、早く夏本番が到来して暑い期間が長くなるの

【当選者】

ながら、日本母親大会を成功さ

水爆禁止のための訴え」
を送りま

ています。２日目には、さまざま

〇今年は、 梅雨入りが早かったので、 明けるのも早いのかと

《応募方法》

（自治労連）

した。１９５５年にスイスで実施さ

な分科会も用意されています。

に終止符を打てる日が来ると信じたい。 自治労連 （Ｎ ・ Ｄ）

吉村 裕美さん

れた世界母親大会には、日本か

是非ご参加ください。

○最低賃金、 そして地域格差は切実な問題。 この長年の課題

クロスワードの答えと、
機関紙の感想、組合名、郵
中村 太亮 さん
（自治労連）

ら１４人の代表を送り、 同年第

○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。
岩貞 友美 さん

を掘る ⑮悲しみ。

川柳コーナー

た。 金高堂、 宮脇書店でも購入できます。 1200 円。

（自治労連）

ねる＝恥の――

あっそうか新聞読んだら反自民

生活の病に安倍下し飲まん

最賃の格差で移動実習生

アキラめず予選を突破西野ジャパン

高橋狸）
（

ベッキーはそろそろ幸せつかむベキ

高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

田口執行委員長が句集 『空企 （くうき）』 を出版しまし

抽選で３名に図書カード

思います。 自治労連 （Ｍ ・ Ｓ）

をプレゼントします。
（ハ

いの言葉 ⑭防空○○

第６４回日本母親大会ｉｎ高知

○ひまわりの種を分けていただき、 花壇に植えてみました。 順

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール）
締

○○書 ⑩質問 ⑫祝

の花 ⑤恥を重

【日 程】 ８月２５日 土( ～)２６日 日( )
【全体会】 高知県民体育館
調に育ち、黄色の花がいろ鮮やかに咲いてくれたらいいなーと

め切りは８月７日までとな

三年 ⑥晩生の対 ⑧雨の降る

ていく ⑨○○作権、

本の代表的な秋

１９５５年に開催された第１回日
本母親大会の様子

ント開催の案内や模様が楽しいです。 自治労連 （Ｎ ・ Ｓ）

ります。

クロスワードパズル

中 ⑪合意の対 ⑫ひそひそ

日本母親大会 i n 高知を成功させよう！
おたよりの紹介

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

⑦トップダウン

――に暮れる

話。○○禁止 ⑬自分で費用

のは何？ ③日

を並べてできる言葉は？

話し合って物事を決め

を出す○○出版

①喫煙のとき吸う

【タテのカギ】
①ゆで――、半
ではなく――で十分に

熟―― ②ルビーの訳語 ③
――で織る西陣織 ④桃○○

【ヨコのカギ】

ＮＯ．２１１
連
労
県
知
高
(4）２０１８年７月１０日

