９月９日、県労連は第３１回定期大会を人権啓発センターで開催しま
した。定期大会には役員、代議員など７７名が参加し、職場の実態を
共有するとともに、長時間 ・過密労働を是正し、組合運動の活性化と
組織の拡大を推進していくことや安倍憲法９条改悪を阻止し、安倍政権

多忙化の実態に対し、どういった

からの転換を進めることを確認しました。
長時間過密労働とどう闘うか

取り組みが出来るのかを職場内で
議論しよう。

来賓には、全労連から岩橋副議
長、日本共産党高知県委員会から

④安全衛生委員会の戦略的活用
すでに洗い出した多忙化の「要

松本顕治様、四国労働金庫から和
田英二様にご来席いただき、連帯

た。方針案では、職場での働き方

２０１８年度予算案が提案されまし

年度方針案や２０１７年度決算案、

大会では、牧書記長から２０１８

よう。

置付け、執行委員の委員を配置し

衛生委員会の重要性を執行部で位

全衛生委員会で提起しよう。安全

どういう取り組みが出来るかを安

因」と「実態」を基に、職場内で

が年々厳しくなる中で、多忙化を

⑤「世話役活動」の再構築

のご挨拶をいただきました。

是正し、組合活動の活性化と組織

増加によって余裕のない状況となっ

職場内は、人員削減と仕事量の

した。その柱は５つです。

ています。 その中で、 目に見える

拡大を果たしていこうと訴えられま
①多忙化の要因を明らかにする

再構築しよう。

組合活動として「世話役活動」を
よるものなのか、
「経営」
によるもの

⑥執行部の視点をどこに置くのか

まずは多忙化の要因が
「政治」
に
なのか、
「職場」で変えられるもの

やって打開していくかを議論できる

大変困難な状況が広がる中で、
退勤調査や提出書類数の把握、

執行部になろう。目の前の課題を

かを分類しよう。

長時間職場の洗い出し等によって、

解決するとともに、組織強化と拡

厳しい状況を認識し、それをどう

多忙化の実態を可視化しよう。

大の視点を持とう。

②多忙化の可視化

③どういった工夫が出来るか

退任のご挨拶
新任のご挨拶

県労連第３１回定期大会
多忙化を止め活性化を！
中央郵便局前での様子
高松での集会の様子
Ｎｏ．２１３
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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高知
県労連
県労連

組織を増やして退任できなかった

ことです。私が医労連から県労

連へ
やってきた時、 ３つのことを

提起しました。１つ目は
「大局悲

観着手楽観」
、２つ目は
「マイナー

意識を捨てる （
普通にお付き合

いが出来る県労連）
」
、 ３つ目に

「組合活動にマネジメントを取り

小が大に勝つ戦略を考え、県

入れる」でした。

書記長５年、 委員長

労連の存在を高める努力をして

田口 朝光

６年務めさせていただき

きたつもりです。。

ています。

で県労連を支えていきたいと思っ

今後は、委員長代行という形

ました。 ありがとうご

ざいました。

この間の取り組みの中

で一 番 心 残 りなのは、

が団結して、資本や権力からの

支配や抑圧とたたかい、労働者

の生活と権利、雇用を守り、労

働者の切実な要求の実現をめざ

す組織です。 このことは、職場

や社会をつくっていく上で、「お

客さん」ではなく、 その当事者

として主体的に関わることを意

委員長に就任しました。

このたび、県労連執行

合員に寄り添い、社会的に存在

く営みでもあります。職場の組

義を実のある豊かなものにしてい

味しています。 そして、 民主主

組合員の皆さん、 どう

感のある県労連のために奮闘する

筒井 敬二

ぞよろしくお願い申し上

決意です。皆さんとともにがん

ばります。

げます。

労働組合は、 労働者

発言の紹介

論に先立ち自治労連と県教組から

全体の共通認識に出来るよう、討

職場や産業の現状を出し合い、
である。政治が教育へ
介入し、管

その要因の１つは、 多すぎる研修

以上の残業をしている教員もいる。

休みは３日だけ、 毎月１００時間

変で、４月から６月までの３ヵ月で

改善されていないのが現状。

教員は不足しているが採用の中身は

イムカードなどが始まった。 臨時

この間、 勤務時間の把握としてタ

提とした意識を植え付けている。

どでは、 最初から忙しいことを前

拡大を行っていきたい。

案を引っ込めた。更に組織強化と

もらった。
「数は力」
。理事会は提

自治労連 町田代議員
自治労連青

理と統制が厳しくなっている。 県

郵政ユニオン 筒井代議員

組合員のほ

とんどが非正

規 と再 雇 用 。

非正規の組合

自治労連 吉田代議員
安心安全の

を越えた取り

加した。 力量

さこい祭りへ
参

規則勤務や長時間労働、 自腹営

受けなくなっている。職場では、不

正規になれな
い中で絶望し、正規転換のテストも

員 はなかなか

３人が退職してしまった。せっかく

自治体づくり

年 部 としてよ

県内に戻って来てくれた若者が、

と震 災 につい

組みに不安も
拡がったが、頑張ろうと意思統一

教組が掴んでいるだけでも、昨年１

【特別報告】 自治労連 筒井氏
地方分権の
長時間労働で仕事を辞めざるを得

て。この間の行

方改革の中で、

政府の働き

な身分や賃金では、住民の命や健

なっている。しかし、非正規のよう

非正規でも正規のような働き方と

管理によって、

き過ぎた人員

かった。

かった仲間が集まれたことは大き

さこいの練習で普段交流できていな

りなどに取り組むことが大切。よ

を行った。親組織も一緒にカンパ回

例化などを進めていく。

り、まめに話しかける、会議の定

Ｓを使って組合員に活動を伝えた

る活動」が必要となっている。ＳＮ

なか団結できない。より
「見に見え

が、成果主義が蔓延する中でなか

年間で新採者が６人休職しその内

流 れ の中 で、
ない状況へ
と追い込まれている。

監督官は毎年

町村へ
となって
事務量は増え続けている。 それに

県へ
、県から市

本的に国から

加え、暮らしの多様化や産業振興

康は守れない。１０月６日から７日

県国公 大塚代議員

計画などに関係する事でも仕事量

にかけては地方自治研究全国集会

難しくなってい

役員の交代が

土佐清水労連 坂下代議員

増えているが、

数は２０００年をピークに２２５９

職員は全国で

る。 加盟組織

加いただきたい。

５８００人いた

の弱体化が深

減 ら さ れ てい
る。 つまり監督官の資格を持った

が、 あと３年

刻になる中で、

人も減少している。仕事量の増加

で５００人にま

他の部署の人を監督官として移動
忙しさの中

１７４人 の病

【特別報告】 県教組 石川氏
高知県では、

革として教員の

員 の働 き方 改

県教委は、教

し、職場の定時職員にも団体交渉

という提案が出された。これに対

員の一時金を時給に組み込みたい

から、 定時職

らない。 当局

かなくてはな

ることで大きく前進した。今後も

年要求していたが、県労連へ
加盟す

％のベアや乗車賃を改善した。長

もしていきたい。春闘では、３・６

発生しており、民間企業の組織化

いる民間企業では、賃金未払いも

ている中、徴収業務が委託されて

も相談会を予定している。

ていくが課題。１２月２日には何で

もらった。今後はどう活動を広げ

のような闘争があることに元気を

争議の話を聞き、土佐清水にもこ

地域春闘学習会では、高知一般の

く、 メールも使って連絡している。

会議、 配布物はきっちり届けてい

バックアップがで
きる地域労連になりたい。定例の

こうち生協労組 中谷代議員

他の部署は減る。実際に労災課は

でもそれに負

で減らされる。
組合員の定年などで組織が減少し

休 者 のう ち８

意識改革を

に参加してもらい、 本人たちの言

要求前進のため奮闘していく。

させることで監督官は増えるが、

組合では、残業職場の訪問活動

３人減となった。被災者に寄り添

けずにやってい

０人がメンタル

謳っている。しか

葉で言いたいことを理事会へ
伝えて

く。

疾患。特に新

し、 初任研な

高教組 竹嶋代議員

採の教員は大

働の大きな要因となっている。
とアンケート調査に取り組み、長

うことができない。

と職員数の減少が職場の長時間労

ＮＨＫよさこい労連 中尾代議員
徴収業務の

全 体 の職 員 は

高知からの参加者

時間労働是正の運動に活かしてい

が高知県で開催される。ぜひご参

が増えている。 その一方で、 職員

業、パワハ
ラなど様々な問題がある

事務事業は基

み」が特別報告されました。

「職場の長時間過密労働と取り組
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医師不 足も言

手不足で、今は

医療現場は人

入しようとしている。公務員を戦

倍首相は、憲法を変え戦争へ
と突

の採択運動を進めていきたい。 安

まうことを世論に訴え、県議会で

の高知の組合員

件は、自交総連

の不 正 請 求 事

ているヤマト運輸

労働相談センター 樫原氏
世間を賑わせ

労働組合が相談に乗り、 組合員

トラがあるかもしれない。その中で

した。業務がなくなり、今後リス

ビニエンスでは、引っ越し業務が停止

不正が明らかになった。ヤマトコン

願いしたい。

ターを支えるカンパにもご協力をお

ルの相談が増えてきている。 セン

とめを作成。この間パワハ
ラやメンタ

が続けば公共サービスが低下してし

わ れ てき てい

を拡大したい。

医労連 杉内代議員

る。 職 場 には
争の奉仕者にしないよう取り組み

労働相談センター２０１７年のま

たい。

が告発を行って

様 々 な勤 務 が
あり、活動になかなか参加できな

金８８００万円が東京の機構から

ている。全医労では、年度末一時

り 組 ま れ てい

全国で３０年取

を求める署名は

いき届いた教育

全ての子供に

明言していることからも、待ったな

挙にあたっての討論で憲法改正を

とを明言しました。自民党総裁選

正案を秋の臨時国会に提出するこ

８月１２日、安倍首相は憲法改

さらに、歴史的な南北会談・
米

に背を向けています。

メリカの核の傘論に固執し、批准

器の悲惨さを発信する一方で、ア

れに背を向け、 日本政府も核兵

にもかかわらず、核保有国はこ

県教組 坂本代議員

降りてきているが、全国３１か所の

る。しかし、今
年は、人が足らず３つの学校が３０

しの情勢となっています。 議席の

朝会談が持たれるなど、
「対話」へ

い中で執行委員会の日程を調整し

中で高知病院だけが一時金が出て

人学級を諦めた。専科の先生がい

大多数を自公政権が握る今、 安

安倍９条憲法改悪を許さない
３０００万署名さらに積上げよう

いなかった。職員へ
の還元を求めて

ないため、他の教員でカバーしてい

の動きが一気に加速しています。

いる。
女性部 畑山氏

向けて前進しています。

日本母親大会

る。人手不足のしわ寄せが、子ど

倍自公政権の暴走を止めるには、

「核なき朝鮮半島」
、
「紛争を話し
安倍首相はこの間、北朝鮮の脅

想」へ
の展望が開け、圧力一辺倒

合いで解決する北東アジアの平和構
全国で５１６

訳にはいかない」という大きな世論

の安倍外交の矛盾が明らかになって

を作り出しましょう。

威を憲法改正の大きな理由にして

署名を臨時国会へ
向けて取り組み

「安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人

８人 が年 金 引

ます （
全国３０００万筆、 県内１

署名」へ
全力で取り組みましょう。

います。
の最 低 保 障 年 きました。
しかし、世界の流れは、すでに
金や毎月支給
と移行して
を求めている。組織強化では、機 「圧力」から「対話」へ

０万筆）
。 多くの人たちとその危

きました。しきりに「対話は無意

世界は核のない世界へ向かう

世論の形成が必要不可欠です。

臨時国会に改正案提出を明言

へ
のご支援あり

もたちや全体の教員へ
行っている。

した。成功の秘
訣は、地域実行
委 員 会 の頑 張
りだった。参加費を無料にするた
めの物販にも取り組んだ。この成

います。昨年７月、国連で「核兵

険性について対話をし、
「安倍首相

味」
「圧力しかない」と繰り返して

器禁止条約」
が１２２ヶ国の賛成で

き下 げ裁 判 を

関紙の発行に力を入れている。心

自分の周りの同僚や家族、友人と

安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人 「もう、 家族を戦争の犠牲にする

と心をつなぐニュースの発行は組合

は何をするかわからない」
「その上

３０００万人署名をやり切ろう

政府の方針の

採択されました。現在署名国は６

闘った。８万円

下で進められて

員をつなぐ貴重な媒体。機関紙の

功をどうやって組織に活かすのか
が問われている。

年金者組合 馬詰代議員

がとうございま

労
県国公 杉本代議員

きた定 員 削 減

ご協力を宜しお願いします。対話による紛争解決を目指す世界情勢の中
０ヶ国、批准国は１４ヶ国になり、

同日には、 決起集会と署名の一斉行動も計画しています。 カンパへの
発送作業は第２の執行委員会に

えています。

も限界になって

１１月３日の憲法施行記念日に高知新聞の半面意見広告を計画していま

憲法９条を変えられたらまた戦前 も対話を進め、運動を広げていき
と同じ過ちを繰り返すことになる」 ましょう。

す。それには約１００万円がかかります。時機を見て３回掲載をしたいと考
効力発効に必要な批准５０ヶ国に

１１月３日 高知新聞へ意見広告を掲載
なっている。

広島での世界大会の様子

いる。今の状態

で、 日本国憲法の力が今こそ求められています。
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クロスワードパズル

図書券プレゼント

当選 者の 発表

２１２号の答えは「ハナビ

タイカイ」でした。当選者は

以下の方です。

【当選者】

おたよりの紹介

さん

い

（自治労連）

―― ⑫心根。――悪 ⑭新鋭と――との激突 ⑯――住ま

小松 剛

油を使う ⑦疲労の――が濃い ⑧法律で条の下位 ⑩自業

（高知一般）

①――脱字はご容赦を ③陰気の対 ⑤関西ではよく――醤

（年金者組合）

⑮♪――は広いな大きいな

【ヨコのカギ】

岡村 多美 さん

⑪――で散髪してもらう
⑬鬼が出るか――が出るか

芝 茂光 さん

社会 ⑨青年よ――を抱け

クロスワードパズル

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。

の対 ⑧得意科目は――と

クロスワードの答えと、

――に停まれない ⑥赤字

機関紙の感想、組合名、郵

善の――がある ④車は

便番号、住所、氏名、年齢

食事を作る――生活 ③改

を記入の上、
県労連書記局

ては――に従え ②自分で

宛にお送り下さい。

【タテのカギ】①――に入っ

ＮＯ．２１３

抽選で３名に図書カード

並べてできる言葉は？

連
をプレゼントします。
（ハ

でとなります。

カギを解き二重枠の文字を

労

《応募方法》

知

ガキ、ＦＡＸ、ｅメール

高

[kochikenroren@fm2.seikyou.ne.jp]
）
締め切りは１０月９日ま

(4）２０１８年９月２０日

○原水爆禁止世界大会や最低賃金の大幅引き上げを求める運動

○先生自身の充電時間は大事だと思います。教員を増やしてほ

など、さまざまな運動に県労連と民青同盟の方々が参加されてい

しいです！高知一般 （ＴＯ）

る事を大変たのもしく思っています。私達も地方からでも参加出来
ればと思っております。 建交労 （Ｓ ・ Ｓ）

〇ブルーインパルスの飛行を批判する方がいるのが悲しくなりま
す。彼らも公務員です。しかも何十倍の倍率の中でパイロットと

○クロスワード、 答えがわかるのにいつも時間がかかります。 今

なり、 その中で選抜され、 過酷な訓練を行っています。 ブルー

回、 子供の頃好きだったものなのに、 大人になってご無沙汰し

インパルスの隊員になる前は各飛行隊で対領空侵犯の任務を

ていると思いつきもしない。脳の老化が深刻です。自治労連（Ｓ・

行っていたと思います（直前は教官職の方もいますが）。災害の

Ｙ）

時だけでなく我々が何によって守られているか考えることも必要だ
と思います。 空自のパイロットで民家へ落ちる人は1人もいませ

○最賃アップの闘いは本当に重要です。よくがんばってくれてつ

ん。 最後まで冷静に機をコントロールし、 ベイルアウト （脱出）

いに７６２円。 １０年ほど前は６１５円だった事を思うと、 かなりアッ

することが可能な時も間に合わず殉職された方もいます。どんな

プしたなあ。 （もちろんまだまだ少ないけど） 年金者組合 （Ｊ・Ｎ）

相手の方でも知ろうとしないのは公務員は失格です。自治労連
（Ｔ ・ Ｋ）

○日本が唯一の戦争被爆国なのに安倍首相の核兵器禁止条約
に後ろ向きな姿勢に憤りを感じます。この条約の実行に向けて署

川柳コーナー

集い決意す新たな戦後作らじと

（ぬくめし）

自分だけ温飯好きの安倍３選

進次郎決めていたなら早く言え

山根さん批判の雨がやまねーな

高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

ダパンプのブレークイッサい予測せず
高橋狸）
（

名で頑張りたいと思います。 年金者組合 （Ｓ ・ Ｋ）
○高知県の最低賃金では県外と比べ生活するにはとても厳しいと
感じます。 県外へ人口流出に繋がらない為にも、異議申し立て
を続けていくべきだと思います。 自治労連 （Ｏ ・ Ｎ）

最低賃金が
時間額７６２円になります！
高知県では、 １０月５日より最低賃金が時間額７６２円 （前
７３７円） となります。 この金額以下では労働者を働かせて
はいけません。 あなたやご家族、 友人の最低賃金をチェッ
クしてみてください。 労働相談は 「高知県労連」 へ！

○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。

