土佐町への要請の様子
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くらしと医療守る社保協キャラバン
地域の貧困とどう向き合い連携できるか
国保の県単位化の影響や地域医療の課題、貧困問題など、多岐に渡って

自分たちで守る」
という考え方が浸

経験しており、
「自分たちの健康は

１０月１５日から「医療 ・介護 ・福祉の充実を求める２０１８年県内 で健康づくりを進めています。のべ
キャラバン」
が実施されました。キャラバンは２１の自治体で実施され、 １０００人以上が健康推進委員を
意見交換が行われました。

１０月６～７日、 第１

４回地方自治研究全国

集会が高知市で開催さ

れました。「 憲 法 を守

りいかし、 安心して住み続けられ

る地域をつくろう」をテーマに、 ２

日間でのべ１６００名が参加し、 地

方自治の課題や地域づくりを学び

合いました▲日本において法的に地

問いかけました。

る自治体へ
の影響についてを中心に

懇談では、国保の県単位化によ

す。実際に大きく保険料が値上

での国保料値上がりが懸念されま

がった半面、資産を持たない世帯

の資産を持つ世帯は保険料が下

３方式へ
移行しており、土地など

平等割）から「資産割」を除いた

式（
所得割、 資産割、 均等割、

ちの地域で完結する医療を目指し

ターの橋田センター長は、
「自分た

設する梼原町保 健福祉支援セン

を抑えてきました。梼原病院に併

となって医療費を抑制し、 国保料

の受診率を記録し、それが「予防」

めるなどして、最高時には８４％も

一戸の家を訪問し健診の受診を進

府とは別の統治機構を設け、 政府

痛苦の歴史の教訓に立ち、 中央政

突き進み、 破滅的な結果を招いた

かけることができず、 戦争へ
の道を

戦前、 中央政府の暴走に歯止めを

治 が大 事 だという こととともに、

地域のことは地域で決めるという自

方自治が規定されたのは、 戦後、

多くの自治体から出されたのは、

がりした世帯もあったようで、参

ている。そのためにも、自分の健康

透しています。推進委員は、一戸

県単位化によって、基金の廃止（
複

加者からは、住民へ
の十分な説明

の暴走に歯止めをかける仕組みと

れたのです▲さて、 先日の沖縄県

知事選です。 翁長雄志前知事の死

去に伴う県知事選は、「オール沖

縄」県政を継承する玉城デニー氏

の大 勝 という 結 果 となりました。

国政与党の総力戦となり、 激しい

選挙戦が展開されましたが、 沖縄

県民の意思は、 国の押し付けには

「ＮＯ」の明確な意思表示でした▲

憲法の「地方自治の本旨」をふま

えるなら、 政府は辺野古新基地建

や津野町でも制度上は可能で検討

い金の支給を始めており、 梼原町

こそです。 （
筒）

は、 私たち国民の日常につながって

判断でしょう。
「憲法がいきる政治」

設を中止することこそが道理ある

するとの回答をいただきました。

土佐市では、１０月からの入学祝

就学援助援助は拡充方向に

組みとソフト面へ
の支援必要です。

した。地域に人材を定住させる仕

材の確保が困難な状況が出されま

いない、保健士さんがいないなど人

を進めるにも、コーディネーターが

です。津野町では、地域包括ケア

も直面している問題は、「人材確保」

地域医療を守る上で、 どの地域

地域に広がる深刻な人材不足

して地方自治が憲法に位置づけら

梼原町では、昭和５２年から健

要がある」と述べました。

が規定されたことに始まります。

日本国憲法の第８章に「地方自治」

おり、将来的には国保料が値上が

と納付相談の実施を求めました。

数年かけて基金を処分）が進んで

国保の利用者は、高齢者や低所

りしていくだろうとの予想でした。

に対し、もっと関心をもっていく必

県単位化の影響は

針路

健康増進の取り組みで

免れない一方で、 それをまかなう

康推進委員を置き、地域ぐるみ

得者が多く、今後医療費の増額は
だけの保険料が支払えない世帯も
増加することが懸念されます。
本山町の松岡副町長は「基本は
国保会計の中でやっていかないとい
けないと思っているが、地方に行く
ほど、国の支援が必要だと考えて
いる」と述べています。地域の医療
を支え、安心のくらしを送るため
にも、社会保障財政の確保が求め
られています。
課税方式の変更で影響も
多くの自治体 （
１９／３４）で、
県単位化に伴い、課税方式を４方
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(1)２０１８年１０月１８日

３０００万人署名を成功させ
憲法改悪をストップさせよう！
に、この間取り組んできた３０００
万人署名を臨時国会へ
向けやり切
り （
全国３０００万筆、 県内１０

正案を提出することに執念を燃やしています。その一方で、沖縄県知事

安倍首相は、１０月２４日から招集される臨時国会に自民党憲法改
う。

憲ＮＯ！」
の世論を創り出しましょ

性について対話をし、
「安倍９条改

万筆）
、 多くの人たちとその危険

選挙での玉城デニー氏の圧勝や憲法改正反対５割など、潮目は変わりつ
高知新聞に意見広告！

わせ、高知新聞の半面に憲法改悪

１１月３日の憲法施行記念日に合
議員を総動員して臨んだ知事選挙

反対と３０００万人署名の協力を
（
下）
。意見広告を話題に、憲法問

で敗北したことは、安倍政権に大
自民党総裁選や沖縄県知事選挙

題や安倍政権についてを職場で語り

訴 えた意 見 広 告 を掲 載 します

チャンスと強い執念を燃やしていま
の結果からも、確実に政治の潮目

きなショックを与えました。

す。総裁選挙での
「地方の反乱」
や

ましょう。併せて、カンパへ
のご協力

される中、石破氏が地方議員票の

選では、安倍首相の３選が確実視

９月２０日に行われた自民党総裁

ます。その背景には、この間の森

世論の声が日に日に大きくなってい

の下での憲法改正に危機感を抱く

５１％にのぼっています。安倍政権

改正案提出に反対と答えた国民も

噴出すとともに、私たちの進めて

【内容】 集会(30 分程度)
⇒市内各地での宣伝と3000万人署名・
チラシの戸別配布を行います

が変わる兆しが見て取れます。

４５％を獲得しました。これは、自

友 ・加計問題 （
公文書偽造）に見

きた１８５０万筆にものぼる憲法改

11 月 3 日(土)13:00 ～
【場所】 丸の内緑地公園

沖縄知事選挙での敗北もあり、臨
安倍第４次内閣が発足しました

民党が決して一枚岩ではないことを

られる国会 （
国民）軽視の姿勢や

９月３０日に投開票となった沖縄

【日程】

もお願いします。

へ
トーンは下がったかのようには見え

が、直後の世論調査では内閣支持
率が低下するという異例の事態が

表しています。石破氏が総裁選挙

起こっています。臨時国会へ
の憲法

で掲げた掲げた「正直、公正」の

日報の隠ぺい、大臣のセクハラ問題

県知事選挙では、前翁長知事の後

悪ＮＯ！の署名があります。

を代弁しているのです。

継者の玉城デニー氏が、与党公認

３０００万人署名をやり切ろう
さらに安倍政権を追い詰めるため

佐喜真淳氏に８万票という大差で

など、安倍政権に対する不信感が

言葉が、地域で活動する議員の声

潮目が変わる兆し

せん。

ますが、 改憲へ
の執念は変わりま

高知からの参加者

勝利しました。自民 ・公明の国会

３０００万人署名こうち総行動一斉アクション

時国会へ
の
「提出」から「説明する」 ５１％の国民が反対

議席を握る今こそ、 憲法改正の

安倍首相は、 衆参で３分の２の

いよいよ憲法改憲案を提出か

つあります。今こそ行動の時です。
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オーテピア西敷地は広場に
住民の願いを実現する市政を！
続出する問題点
今年９月には、西敷地を民間事

する高知大学では充分な議論が進

で承認を得る方針を明言しました。

が、計画に変更はなく１２月議会

りませんが、 いま議員の姿勢も問

うものであることは言うまでもあ

自治体は、 住民の思いに寄り添

んでいないのが現状です。

１０月１４日と１７日にオーテピ

われています。 各会派議員がこの

業者が借りてマンションを建設し、

アで行われた市民説明会でも、マ

問題についてどのような態度を取っ

市民の声に応える市政の実現を

ンション建設反対の意見が続出して

そこの一部に高知大学が入居する
しかし、高知市庁内の妥当性検

ているかも知る必要があります。

事業が示されました。
討委員会が３つの問題点を指摘し

います。 岡﨑市長は、反対意見

高知市の岡崎市長は、オーテピアの西側敷地を高度利用の名を借り

て、マンションの建設を強行しようとしています。この間、市民の思いを

の多さに驚きを隠しませんでした

﨑市長は、マンション建設に固執しています。今回の問題点を明らかに

入居部分の固定資産税が計上され

計画で建設予定地の埋蔵文化財の

支障が出る可能性がある、③資金

億円）が出ない場合、資金計画に

る運動
「第２９回じん肺キャ

肺やアスベスト災害を根絶す

支部が中心となって、じん

いる。労働者のいのちと健康を守

題意識が何処にあるかが問われて

１０月１日、建交労農林

ました。①資金計画で高知大学の

し、市民に寄り添う市政について考えていきます。

この間、長浜地域の
「道のない道

調査費用が計上されていない、等

す。 西敷地の広さは約２５００平

うどひろめ市場の東側にあたりま
が疑問視されています。

政だけに、今回の強硬姿勢の背景

は国からの補助金や家賃値上げ等

一切非公開にしています。企業や

者が決定されるまで、その過程を

ひろめ市場

狭いひろば

テラス 通(路 を「
) ひろば」と主張

オー テピア

計画されているマンション

このような問題に対し、 高知市

方㍍と高知市の一等地に広大なス

つの理由は、市政の意思決定に至
る過程があまりにも不透明である
からです。 昨年６月に明らかに
なったプロポーザル基本方針案で
は、検討委員会で示された「事業
用定期借地権」ではなく、マンショ
ン建設が可能な「一般定期借地
権」に変更されています。
さらに、
「知的財産権の保護」や

高知市は、西敷地の活用について

「公平性」等を理由に、事業候補

の市民アンケートを実施しています

おいて、岡﨑市政のやり方は、あ

行政の風通しが求められる時代に

求めており、市民の総意は明らか

が、その中では７割が「ひろば」を

オーテピア

まりに時代遅れと言えます。

プロポーザルの資料より抜粋

住民が不信感を募らせるもう一

で対応するとしていますが、 入居

ひろめ市場

にもかかわらず、岡﨑市長は、マ

ルじん肺基金の創設を要請

時間短縮の必要性やトンネ

トンネル工事における労働

トしました。キャラバンでは、

ラバン」
が三原村からスター

任はどう果たすのか」
などという

のではないか」「発注者としての責

労働時間規制もすることができる

る立場に立てば、国へ
の要望書や

請が行われます。

１０月３０日には、労働局へ
の要

厳しい意見も出されました。

は「民と民の契約であり、

めることに対して、建設課

め、８時間労働の厳守を求

暴露から労働者を守るた

ンネル工事においては、粉塵

が回答しました。また、ト

にない」と雇用労働政策課

とに対し、
「国に言う立場

意見書や要望書の求めたこ

高知県へ
の要請では、国に

求めることを要請しました。

と訴訟の早期全面解決を

同し、トンネルじん肺の根絶

する「私たちの提言」に賛

第２９回じん肺キャラバンを実施

発注者が義務付けするもの
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非公開とマンションありきの姿勢
― 追手筋 ―
ひろばの面積↑

ペースが存在しています。

チェントロ

市民の願いは「ひろば」

― 帯屋町筋 ―

これに対し、参加者からは「問

の駅」構想や仁井田産業団地な

の問題が出されました。

ていない、②国からの補助金 （
約４
西敷地とは、追手前小学校跡地
ど、 特定の業者とのつながりを再

ンション建設に固執しています。

に県と市が合同で建設した
「オーテ
三にわたり指摘されている岡﨑市

オーテピア西敷地とは

ピア」の西側にある敷地です。ちょ

ではない」と回答しました。

踏みにじる強硬姿勢と不明瞭な市政運営に批判が集まっていますが、岡
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(3)２０１８年１０月１８日

クロスワードパズル

図書券プレゼント

《応募方法》

当選 者の 発表

２１３号の答えは「ジュウ

ゴヤ」でした。当選者は以下

の方です。

【当選者】

世話になった先生

さん

て返す ⑫釣りの成果 ⑭からっぽ。――席 ⑮教えを受け

（県教組）

⑤馬子にも―― ⑦次の週 ⑨文明の発展―― ⑩――にし

（自治労連）

①まるっきり。――な嘘 ③彼は――ともに認める子煩悩

（建交労）

【ヨコのカギ】

クロスワードの答えと、

洗う

水田 幸繁

０年の民家 ⑬毎朝――を

松岡 るい さん

乱れず行進する ⑫――３

Ｓ・Ｔ さん

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。

場。 ――に立つ ⑪――

機関紙の感想、組合名、郵

――たる目的 ⑧苦しい立

便番号、住所、氏名、年齢

日本の夏は高温―― ⑥

を記入の上、
県労連書記局

ラブに入り馬術を習う ④

ＮＯ．２１４

宛にお送り下さい。

がすくような勝利 ③――ク

連
抽選で３名に図書カード

【タテのカギ】①毎晩 ②胸

労

をプレゼントします。
（ハ

並べてできる言葉は？

県
でとなります。

カギを解き二重枠の文字を

知

ガキ、ＦＡＸ、ｅメール

高

[kochikenroren@fm2.seikyou.ne.jp]
）
締め切りは１１月８日ま

(4）２０１８年１０月１８日

おたよりの紹介
○最賃７６２円になりましたが、 まだまだ低いですね。 建交労
（S ・ Ｔ）
〇今年も災害等あった間に十五夜お月様は顔を出してくれまし
た。 きっと苦しい時も誰かは見ていてくれていると、 そんな気が
した夜でした。 自治労連 （R ・ M）
○最低賃金が７６２円ヤッター！！少しずつでも↑ｕｐ↑ｕｐ。県労
連に結集する各組織の力だと思います。他と比較するのでなく、
確実な一歩 （いっぽ） の歩 （あゆみ） を続けていきましょう！！
県教組 （Ｍ ・ Ｙ）

川柳コーナー
共闘で 改憲バッター 打ち取らん

内閣攻め 草の根野球の 秋出番

復のドロ マグマになる 投票日

ビルなけりゃ ななめちかみち かのうかな

どウドウと ゼロからスタート 有働さん

高橋狸）
（

寂しいナ ミエなくなるのは 安室さん
高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

多忙化ストップ交流会
～多忙化の要因を明らかにし活動を活性化させよう～

【日程】 ２０１８年１２月０１日 （土） １０時～１２時
【場所】 婦人会館３階
【内容】 ワークショップ ・ 取り組み報告
Step ①多忙化の要因を明らかにする
Step ②多忙化の分類
Step ③職場で出来ることを見つける
Step ④安全衛生委員会の活用

過労死等防止対策推進
シンポジウム
【日程】 ２０１８年１２月０１日 （土）
１３時３０分～１６時１５分 （受付１３時
～）
【場所】 高知城ホール４階
【内容】 ①高知労働局の取り組み
②連合高知より報告
③高知県労連より報告
④基調講演 「若者の過労死問題を考える」
⑤過労死遺族の声

○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。

