全 国 高知県・最低賃金７６２円の答申
最低 格差さらに拡大で人口流出に懸念
円引き上げ、７６２円とする答申を高知労働局長へ行いました。これに

護費は、不当に低く抑えられ、逆

しかし、政府が試算する生活保

されています。

対し県労連は、憲法２５条の
「健康で文化的な最低限度のくらし」
が守

に最低賃金は高くはじき出されて

８月９日、高知地方最低賃金審議会は、２０１８年の最低賃金を２５

られない点や最低賃金の格差拡大による人口流出等の点から、異議申

時間計算されている）
。

はなく、所定内労働時間の１７３

います（
実労働時間の１５５時間で
も繋がります。

し立てを行います。
早期８００円の合意はどこに

合意しました。これは、中央最低

れ、 ２２円の引き上げで政労使が

早期に目指す」という確認が行わ

した。これによって、生活保護費が

費との整合性」が付け加えられま

正により、最低賃金に
「生活保護

２００７年の最低賃金法の一部改

格差拡大で人口流出に懸念

ます。

とって都合のいい数字が並べられてい

のトリックを使った不正まがいの国に

題となりましたが、身近にも数字

文書の改ざんや隠ぺいが国会で問

賃金審議会の引き上げペース （
毎

最低賃金を上回る県では、最低賃

今回の答申によって、 東京都と

生活保護との整合性

年２０円～２５円）ではなく、それ

金の大幅引き上げが行われまし

高知県との格差は時給２２１円か

昨年の審議会では、「８００円を

を越えて大幅に最低賃金を引き上

た。現在の審議会でも、最低賃金

は、年間４６万円もの格差になり

げていくことを意味しているはずで
目安に何円上乗せをするのかという

ます。 政府は、「金額では差は拡

ら２２３円へ
と拡大しました。これ

議論に終始しています。これでは底

がっているが、比率的には縮まってい

と生活保護費を比較した資料が出

辺労働者の期待に応えることはで

る」
としていますが、労働者は比率

す。にもかかわらず、審議会では

きません。

ではなく金額で生活しており、 そ

されていません。（
３面に続く）

続けていますが、審議会では反映

の流出を助長していることを指摘し

接的に影響する中で、格差が人口

金の格差が労働者の給与などへ
間

のが現実です。県労連は、最低賃

の金額の格差は確実に拡がっている

７６２円では生計費を満たさない
高知県の生計費が全国的に見て
も中位にあることは、国の家計調
査でも明らかとなっています。 全
労連が行った最低生計費調査でも、
男性単身で時間額１３００円から１
５００円は必要であるという結果も
出ています。 あまりにも低過ぎる
最低賃金は、 県外へ
の人口流出に

答申の様子

中央郵便局前での様子
高松での集会の様子
労働局前集会
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県労連

「教師自身が最大の

教材」とはある学習

会での講師の話。 幅

広い教養と人間性を

たと思う （
眞）

の方が個性豊かな教師が育っ

多い。一昔前の夏休のあり方

んど学校に出勤している人が

補習、 校内研修などでほと

りきれないほど、 部活動や

は、 ５日間の夏季休暇も取

きた時代もあった。しかし今

かけて教材づくりをしたりで

スポーツを楽しんだり、数日

に参加したり、自分の趣味の

様々な研究集会や文化行事

かなり自由に時間が使え、

も夏休みは４０日ほどある。

らだとも聞く▲日本の教員

要だと社会的な要請があるか

かに過ごすことが教師には必

と、 自ら人生を楽しみ、 豊

体験をし探求的に過ごすこ

みに自主的研修や、 様々な

である。それは、その長い休

と比べてもかなり長い夏休み

カンスがあるとは言え、 それ

他の労働者も１カ月ほどのバ

校に行かなくてよい国もある。

の夏休みがあり、 その間学

▲北欧では、教員は２ヶ月半

きた教材となると受けとめた

磨いてこそ子どもにとっての生

針路

核のない世界の実現に向けて
原水爆禁止世界大会が開催される

の体験や思いを伝えていく大切さ

変なショックを受けながらも、 そ

被爆者のあまりに生々しい話に大

参加した青年は、９０歳を超える

紛争の平和的解決と軍事費の大幅

爆者援護・
連帯を進める、③地域

ともに国際的共同を進める、②被

億のヒバクシャ国際署名を集めると

宣言では、 ①２０２０年までに数

閉会総会で提起された国際会議

流を行いました。
「高校生企画」へ ヒバクシャ署名の強化を

を感じたと述べました。

８月４日から６日にかけ、原水爆禁止世界大会が広島県で開催され、

高知県原水協から３０名が参加しました。 全体では６０００人が参加

会談の実現や韓国最低賃金の大幅

文在寅大統領誕生後の南北首脳

変えられるという自信と確信が、

しょう。

同の取り組みを大いに進めていきま

約へ
の署名と批准を強く求める共

通じ、 日本政府に核兵器禁止条

その一方で、
「自国第一主義」の

て遠ざける」として、条約へ
の署

核兵器のない世界の実現をかえっ

兵器国の立場の隔たりを深め、

りませんでした。そればかりか、

台頭や進む核兵器の近代化を挙

名 ・批准はしないことを明言し

にノーベル平和賞を受賞したことに

和記念式が開催されました。米

げ、冷戦期のような緊張関係が再

式典後の会見では、核兵器禁止

国による原爆投下から７３年を迎

び高まる可能性を強調し、政治指

ました。

条約について「核兵器国と非核

える中で、５３９３人方の死亡が

導者に「条約を核兵器のない世界

触れ、
「被爆者の思いが世界に広ま

約については一切触れることはあ

引き上げに繋がっています。

を実現させました。立ち上がれば

勧告は昨年、
「キャンドル革命」と 動が提起され、拍手によって採択
呼ばれる無血革命 （
大統領交代） されました。
ヒバクシャ国際署名の取り組みを

と社会的正義の実現、 などの運

し、核のない世界の実現へ向けた地域や世界の取り組みを学習・
交流し

２日目は、 １４の分科会と交流

平和式典で広島市長が要請
８月６日、 広島市の平和記念

この１年間で確認されています。

公園で、原爆死没者慰霊式 ・平

現在、原爆死没者名簿は１１５

広島市長だけでなく、各国か

触れる中で、日本の後ろ向きな

へ
の一里塚に」と要請しました。

松井広島市長の要請に対し、安

姿勢は明らかに不自然であり、

冊計３１万４１１８人が原爆に

倍首相は、
「唯一の戦争被爆国と

らの参加者が核兵器禁止条約に
が平和宣言を行い、核兵器禁止

して
『核兵器のない世界』の実現に さらなる取り組みの強化で批准
向けた歩みを着実に前に進める」 を迫る取り組みが求められてい

首相核兵器禁止条約には触れず

条約制定に貢献した非政府組織

と述べるに留まり、核兵器禁止条

式典では、松井一実広島市長

（
ＮＧＯ）
の
「核兵器廃絶国際キャ

ます。
ンペーン」（
ＩＣＡＮ）
が昨年１２月

よって亡くなっています。

りつつある」と評価しました。

安倍政権に条約への署名と批准を求めよう

企画に参加者が分かれ、学習と交

韓国からの参加者の多さでした。

な削減、④あらゆる格差へ
の反対

ました。
名が学生と例年になく若い世代が
多く参加しました。事前に行われ

さまざまな想いを持って参加
今年の高知から世界大会へ
の参加
た結団式では、初参加となる県教

認識してほしい」と述べました。

れを具体化したものであることを

と同時に、 核兵器禁止条約はそ

の義務は、 市民社会の願いである

『核軍縮に向けた切実な交渉努力』

Ｔ（
核不拡散条約）
に定められた、

氏市民局長は、「為政者は、 ＮＰ

松井広島市長の代読を行った政

合っていない」と指摘しました。

安倍政権はその流れや変化に向き

界の実現に向けた大きなチャンス。

米朝の首脳会談は核兵器のない世

議長は
「核兵器禁止条約と南北・

開会宣言を行った全労連小田川

世界の動きと日本政府

気込みを述べました。

るために世界大会に参加した」
と意

た今、 子ども達ににしっかり伝え

をほとんど知らない。 教員となっ

し、私は広島や長崎で起きたこと

校日で、 平和学習を行う。 しか

組組合員が、「８月６日は学校が登

は、半数が青年となりました。６
高知からの参加者
宿毛での行進の様子

さまざまな分科会で学習と交流

今回の世界大会で目立ったのは、
世界大会の様子

キャンドル革命がもたらした自信
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最低賃金の大幅引き上げを求め
最低賃金審議会で意見陳述を実施
言わなくとも）良心的な雇用を
増やす政策を産業振興計画の中に
盛り込むよう審議会として働きか
けるべきであると主張しました。

らの聞き取り調査を報告しまし

民青同盟の岡田氏は、大学生か

生活苦を訴える大学生

の大幅引き上げを求め、地方最低賃金審議会での意見陳述を行いまし

７月３０日、 高知県労連と民青年同盟は、 ２０１８年地方最低賃金

た。県労連からは最低賃金の低さが地域経済の疲弊を招いていること、

た。
「学費が高く、アルバイトをし
ないと生活できない。 しかし高知

１２０％以内に収まって居ることを

人誌の募集賃金の９割が最賃額の

県労連田口委員長からは、、求

め」効果の役割を担うが、求人の

り、県の有効求人倍率は
「引き止

有効求人倍率高が相関関係にあ

更に、人口の県外流出と全国の

先々の生活のことを考えると高知

だが、 月２万円ぐらい差があり、

まう」「就職は高知か県外かで悩ん

い。そのため学業にも影響が出てし

め、深夜のアルバイトに入るしかな

県のアルバイトの時給が安過ぎるた

挙げ、最賃がワーキングプアを生み
質の悪さからその効果を発揮でき

層が多数いる）と指摘しました。

出していると指摘しました。

には残れない」などの声を訴えま

また、これまでの国勢調査を使っ

志向を持つ人にとっての「引き止

先の決定にまで影響を及ぼしている

最低賃金の格差が、学生の就職

した。

に行った
「進学・
就職の希望地等意

め」効果を担うが、その低さと全

た人口移動分析、県が２０１５年

識調査結果」からも「できれば県

と同時に、 低過ぎる最低賃金に
るのが実態です。最低賃金の引き

国との格差からその効果を発揮で
県は、 人口の社会増減ゼロを目

上げと全国一律制の創設は、 急

内で働き暮らしたい」
という志向が

指しており、地域を守るためにも

務の課題となっています。

よって、学業自体へ
も影響が出てい

最賃の果たす役割や （
優良とまで

きていないと指摘しました。

意見陳述の様子

うかがえる （
少なくともそういう

最低賃金も「できれば県内」の

ていないと指摘しました。

県内経済発展の阻害要因に

民青年同盟からは、大学生の実態について陳述を行いました。

ＮＯ．２１２
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上げによって人口減少を食い止める

性があること、②最低賃金の引き

よって地域経済活性化していく必要

る中で、 最低賃金の引き上げに

異議審では、①地域経済が疲弊す

申に対し異議申し立てを行います。

議会の出した２５円引き上げの答

県労連は、高知地方最低賃金審

する予定です。

悪化を主張しており、それに反論

す。 使用者は中山間地域の雇用

る支援策の実施、 などを求めま

策ではなく、労働者へ
直接波及す

の補助がセットになっている国の支援

つこと、 ③生産性の向上や企業へ

という視点を審議会や労働局が持

答申に対し異議申し立て

広島での世界大会の様子

知
高
(3)２０１８年８月１０日

設側は、常に、求人募集をして

員数が不足する場合もある。施

労働相談センター通信 ８月号

この７月、県労連 労･働相談セ
ンターに、１１人 （
１４件、複数

相談含む）から、相談が寄せら いるが思い通りの応募がなく、そ
れました。また 県､労連に対する の分、在職者に負担がかかってい
要請や激励も寄せられました。 る。それぞれの職員が、休日も
相談者は、女性７人、男性４人 十分に取れず、 ここ３カ月余り
でした。 相談内容は、 ①賃金
長時間 ・過重労働が続いている。
･
働きたいがとても体が持たない。

他１件でした。７月は、労働基

件、⑥退職の仕方１件、⑦その

ンタル不全１件、 ⑤契約違反１

件、④休日取得１件、パワハラメ

休暇取得２件、③長時間労働２

言われ、ダラダラと先延ばしさ

ろ、もう少し待ってほしいなどと

きが見通せず退職を申し出たとこ

条件改善を求めてきたが、先行

施設側に、職員増を含め、労働

残業代未払い５件、②年次有給

準法違反 （
疑い）の賃金 残･業代
未払いの相談が５件と、トップを

アドバイスでは、退職の意思が堅

かを教えてほしいとの相談でした。

７月までの相談を通じた労働組

同月比１０８人）でした。また、

までの相談者は、 ９９人 （
昨年

助言を行いました。

日を指定して退職できるると、

約）
の規定により２週間先に退職

いのなら、 民法 （
雇用契約の解

れている。どうしたら退職できる

占めました。今年１月から７月

合加入者は、６人 （
昨年同月比

用です。勤務歴は約４年。職場

この女性の雇用形態は、正規雇

女性からの相談を紹介します。

進まない介護職場で働く５０代

とで、依然として、処遇改善が

といわれています。 こうしたも

す。今、どの業種でも人員不足

７月 の主 な事 例 を紹 介 しま

にむけたデーセントワーク運動が

りました。ますます、全労連 県･
労連の人間らしく働くルール確立

張ってほしいとの要請や激励があ

阻止にむけ、たたかってほしい、頑

られました。 なんとしても悪法

方改革へ
の不満と怒りの声が寄せ

イッショナル制度を含むにせ働き

から、安倍政権のすすめるプロフ

その他の相談では、６０代女性

の状況は退職していく職員も少

重要になってきています。

６人）です。

なくなく、利用者数に応じた職

高

連
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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

当選 者の 発表

２１１号の答えは「ヒマワ

さん

（私学教組）

リバタケ」でした。当選者は

以下の方です。

【当選者】

藤田 毅

坂東 麻美 さん

（全法務）

小田 直人 さん

（自治労連）

おたよりの紹介

め切りは９月７日までとな

る。 ――学校

ります。

ウィニング○○

労

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。

える ⑯海に面す

リーム ⑧♪――の――の曲

――便 ⑦走る。

県

クロスワードパズル

○を貸す ⑭熱を加

がり角 ⑨功罪を――に掛け

する ⑫担ぐ力。 ○

自宅配達の略。

カギを解き二重枠の文字

――があり息切れ

文字の和歌 ⑤

る ⑪遠まわり ⑬長○○相

○○野菜 ③ 31

を並べてできる言葉は？

六○○ ⑩心臓の

補う ⑮蛙の○○に水

①○○ビール、

【タテのカギ】①改革に大○

⑧○○に頼る。 第

○を振う ②――を高くして

寝る ③エビで○○を釣る

④知覚――症 ⑥手。――ク

【ヨコのカギ】

知

《応募方法》

(4）２０１８年８月１０日

○カジノ法案はギャンブル依存症の議論が後回しにされています

○社保協シンポの記事では、 実際に現場で関わっている方々

が、既存のパチンコ店についてもグレーの状態で法整備が整っ

の活動や思いを知ることができた。私も月１回のホームレス支援

ていないので、 同時に改正してほしいですね。 自治労連 （Ｎ・

夜回りに参加している。こうした活動が多くの人に知ってもらえる

Ｎ）

のは本当にうれしい。 私学教組 （Ｔ ・ Ｆ）
○自治労連以外の動きがわかるので助かります。自治労連（Ｓ・
〇最近、 セクハラ、 パワハラが増えているので、 早く安心した

Ｏ）

職場で働くことができることを願っています。 全法務 （Ｍ ・ Ｂ）
○高知県で初開催となる日本母親大会。どのような盛り上がりを
○子ども食堂はとても良い取り組みだと思います。 金銭的にも

見せるのか、 収穫があるのか楽しみです。

リーズナブルで、栄養面にも良く、コミュニケーションも取れてぜ
ひ、 全国的にも長く続けられることを望みます。 自治労連 （O

○よさこい祭りにブルーインパルス飛行を行う計画を以前に耳に

・ Ｎ）

しており、 残念な気持だった。 高知の伝統文化を心からすべて
の人に楽しんでもらうためにも、 余計な横やりを入れるべきでは

県労連第３１回定期大会
川柳コーナー

杉田流「 生産性基準原理」

地域プア生み出す最低の賃金

核廃絶安倍は願いに背を向ける

永野さん半分青いでメイ演技

高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

前澤さん世間の声にゾゾッとする
高橋狸）
（

なく、 自重してほしい。 自治労連 （Ｎ ・ ）

【日程】 ９月９日(日)１０：００～１７：００
【場所】 人権啓発センター６Ｆ
【議題】 ①２０１８年度方針(案)
②２０１７年度決算(案)
③２０１８年度予算(案)
④役員選挙
定期大会では、組織強化や拡大、職場活動の強化、賃

田口執行委員長が句集 『空企 （くうき）』 を出版しまし

上げ・労働条件向上、 地域運動の強化などについて討

た。 金高堂、 宮脇書店でも購入できます。 1200 円。

論を行います。 ぜひご参加ください。

○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。

