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県労連

和主義を変質・
転換しようとする

９条改憲を阻止するたたかいが、天

皇代替わりを挟みながら、夏の参

議院選挙を一つの節目に大きなヤマ

化との共生社会づくりなくしては

な労働環境の抜本的見直しや異文

能実習生が現在置かれている劣悪

力の受け入れ拡大も、 外国人技

明らかとなりました。外国人労働

死ラインを超えて働いていることが

査では、中学校教員の５割が過労

きる仕事ではないですか。９条改憲

く、これは９条を持つ日本にこそで

進め、東アジアの安定と秩序を築

によらない平和づくりを積極的に

これは人類史の到達点です。武力

ともありますが、武力より対話、

もちろん、単純には前に進まないこ

り開くことを明らかにしました。

的な変化は、対話こそが展望を切

執行委員

書記次長

書記長

副委員長

副委員長

副委員長

副委員長

牧

橋詰 雅彦

畑山 佳代

樫原 正彦

坂本 忠雄

執行委員長代行 田口 朝光

執行委員長

前田

金子 竜太

場を迎えます。 北朝鮮情勢の劇

進めることはできません。

反対３０００万人署名を土台に大

研

耕生

筒井 敬二

暮らしをめぐっては、 １０月に

消費税増税阻止と社会保障拡充

度の導入に伴い２０２３年から導入

税負担増とともに、 軽減税率制

一年を通して政治選択の年です。

の参院選、十一月の県知事選と、

ります。四月の統一地方選、七月

２０１９年は、 選挙の年でもあ

執行委員

執行委員

執行委員

執行委員

執行委員

執行委員

筒井 典子

清水 広志

守屋 貴文

大原 髙宏

武樋 匡英

坂本 智香

八木敬三郎

組合員の皆様、ご家族の皆様、

されようとしている「インボイス制

政治を選択することは、暮らしや

執行委員

新年明けましておめでとうござい

度」は、年商が１千万円以下の免

社会を選択することでもありま

きな世論をつくり上げましょう。

ます。お健やかに新春をお迎えの

税業者は仕入れにかかった税額を証

す。県労連に結集する仲間の団結

予定されている消費税の１０％へ
の

昨年は災害の多い年となりまし

明する
「インボイス」
が発行できず、

の力、幅広い団体、県民の皆さん

小澤幸次郎

た。西日本豪雨災害では、県内で

取引から排除される恐れがありま

との共同で、暴走する安倍政権に

執行委員

も各地で甚大な被害が発生し、今

す。一方、消費増税と同時に進め

ストップをかけ、政治の民主的転換

政治選択の１年

なお日常を取り戻せていない県民の

られる幼児教育 ・保育の無償化で

増税が重要な課題となっています。

皆さんもいらっしゃいます。改めて

は、 給食費が無償化から除外さ

こととお慶び申し上げます。

お見舞い申し上げますとともに、
一日も早い復旧・復興をお祈り申
し上げます。
真の「働き方改革」を進める
さて、２０１９年、職場では、
「働
き方改革」関連法施行のもと、改
めて働き方のルールづくり、長時間
労働の是正が課題です。県教委調

ることも懸念されています。

満たない保育施設がさらに増加す

児童の増加や認可保育所の基準に

の飛躍を決意し、 新年のあいさつ

をお祈り申し上げ、県労連の運動

組合員の皆様のご健勝とご発展

願い申し上げます。

といたします。 本年もよろしくお
そして何と言っても、 憲法の平

憲法改悪阻止で平和憲法の維持を

められることとなりました。待機

をめざそうではありませんか。

県労連 筒井執行委員長

れ、また自治体にも財政負担が求

明けまして
おめでとうございます

国民生活を守る闘い旺盛に
組織の飛躍と改革の年に
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２０１９年 「新年号」 特別企画

2018年を振り返る

様々な 分野で共同が実現

３月

４月

５月

高知市中央公園に８００名

高知県中央メーデー

学習会を実施後にお花見

県労連青年部お花見

２０名が参加し、無期転換

無期転換ルール市民講座

が集まりました。 全県では

制度の講演を行い、
「労働組

１０００名以上がメーデーに

企画を開催しました。

き方改革」
、根本的な対策のない
「入管法改正」
、安心

合に入って無期転換」を提

参加しました。

依存症への具体的対策のない
「カジノ法」やニセの
「働
安全を脅かす「水道法改正」など、安倍政権の強権に
起しました。

２月

対して、さまざまな共闘が実現する年となりました。
１月

憲法アクションが主催し、

憲法キャラバン

働き方改革の強行に反対す

６月

２０日、 高知市を網の目

る昼休み宣伝を実施しまし

５月

行進。今年は通し行進者の

３月

五十嵐氏を迎え、 全県を

働き方改革反対の宣伝行動
憲法アクションに結集し市

た。

国民平和大行進

民と野党の共同行動を実施

回りました。

森友・
加計問題に抗議する

３月

しました。

緊急昼休み集会

四国総行動

新春旗びらき

２月
西敷地問題についての抗議
行動

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

た。

し、赤紙配りを実施しまし

県母親運動連絡会に結集

平和を守る母親行動

で県交渉を行いました。

雇用の確保についての要望

県交渉

はじめて高知県で地方自治

地方自治研究全国集会
研究全国集会が開かれまし

定期大会の中で、 多忙化

第３１回定期大会
をストップさせ組織を活性化

８月２４日から開催された

日本母親大会ｉｎ
高知
大会には、 ２日間でのべ８３
た。

最低賃金の引き上げを求

最低賃金引き上げの行動

め、労働局前での集会と地
させる方針を確認しました。

県労連も参加する国民大

１２月

１１月
憲法アクションに集結し、

運動実行委員会は、県の予

１１月

丸ノ内緑地での集会後、地

副知事・教育長要請

地域医療構想で自治体キャ

社保協キャラバン
８月

あったか村 ・何でも相談会

件の相談が寄せられました。

ンティアとして参加し、 ２７

は、弁護士など７０名がボラ

１０年目を迎えた相談会

算にかかわる要請を副知事

と教育長へ
行いました。

域へポスティングを行いまし

し、 原水爆禁止の想いを共

た。

ラバンを実施しました。

と、協力関係にある民主青
有しました。

高知県から３０人が参加

原水爆禁止世界大会

３０００万人署名統一行動

００人が参加しました。

陳述を実施しました。

高知県最低賃金審議会で
の意見陳述では、高知県労

連田口朝光委員長 （
当時）

年同盟の岡田はるか委員長
が陳述を行いました。

１０月

方最低賃金審議会での意見

ＮＯ．２１７
連
労
県
知
高
(3)２０１９年１月１０日

クロスワードパズル
図書券プレゼント

《応募方法》
クロスワードの答えと、

当選 者の 発表
２１６号の答えは「ネンガ
ハガキ」でした。当選者は以
下の方です。おめでとうござ
います。
【当選者】
川添 利英 さん

機関紙の感想、組合名、郵
便番号、住所、氏名、年齢

休館日 ③商業の盛

①羽織――の正装 ③あたりを見回すこと ⑤秋に黄色くなっ

た葉が見事 ⑦多数の人、民衆 ⑨ダーウィン著「――の起

源」 ⑩永遠。――の愛を誓う ⑫論より―― ⑭――人形、

蜜―― ⑮小説 「細雪」 の４人――

今回はお一人から新たな年への決意を表明していただきました。

今年も室戸岬の初日の出と共に新しい年を迎えました。
ここで年を重ねることについてひとつ。

「２０歳の顔は自然の贈り物、３０歳の顔は自分の生き様、５

０歳の顔は自分の価値が滲み出る。」
ココシ･ャネルさんの名言で
す。

そろそろ自分の顔に生き様や価値が出るお年頃。しみも皺

も出てきましたが（
泣）
、それが笑い皺であって欲しい、人に優

ニスもまたやってみたいな。年末年始で

と思います。しばらく遠ざかっていたテ

初めての挑戦ですがジムに通ってみたい

一」
。

年女である今年の抱負は「健康第

しく穏やかな人でありたいという気持ちで今年も過ごしたいと

自治労連 （H ・ Y）

（建交労高知農林支部）

思います。

〇いよいよ、 この３月でめでたく？定年退職を迎えます。 ひ
とつの区切りと考えてこれからも頑張りたいと思っています。

を記入の上、
県労連書記局

援学校を開校させることが必要です。 私学教組 （T ・ F）

野口 正晃 さん

新年の抱負
「年男･年女」
〇国民大運動の交渉によって、特別支援学校問題で前向き
な回答が得られたことは大きな成果です。 高知市に特別支

宛にお送り下さい。

核 ②――月曜日は

（自治労連）

【ヨコのカギ】

抽選で３名様に図書カー

言葉は何でしょう？

岩本 ちひろ さん

――辞典で調べる ⑫――勝て赤勝て ⑬話の――を折る

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

の文字を並べてできる

（自治労連）
※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

んな都市 ④――乙

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

駅は九州鉄道網の中

ル）
締め切りは２月６日ま

つけ難い ⑥傷が
――する ⑧馬子にも―― ⑪ 「城」 は英語で何というのか

県労連第３３回中央委員会

【日程】 ２０１９年２月１７日 （日） １０時～１６時

【場所】 高知城ホール２階

詳しくは、県労連ＨＰへ！｢ 高知県労連｣ で検
索できます。機関紙のアーカイブや行事案

内、県労連の取り組みも紹介しています。

米 べい のため民意に土砂をかぶせたり
(
)
源朝光）
（

（源朝光）

ミサイルで頭巾被せて一年余

高橋狸）
（

祝復活紅白で見るミル姉さん

高橋狸）
（

勝算が何かあルノかゴーンさん

川柳コーナー

しっかり増えてしまった体重を落とさね

○川柳コーナーが楽しみです！！これからもがんばって下さ
い。 自治労連 （M ・ N）

都合上、図書カードの発送が遅れ
る場合がございますので、ご了承
ください 。

よろしくお願いします。 自治労連 （H ・ A）

ばと意気込んでいるところです。

○今年も楽しくクロスワードをさせてもらいました。 また来年も

高知自治労連
室戸市職労 中岡 佳子さん

〇いつも 「針路」 を楽しみにしています。 建交労高知農林
支部 （T ・ K）

でとなります。

カギを解き二重枠

クロスワードパズル

【タテのカギ】 ①――
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おたよりの紹介

