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春、 桜の季節、 ２軒

となりに引っ越して丸１

年が過ぎ、毎日衣食住

だけは何とかキープして

本独自の「春闘」の特徴です。全国一斉の取り組みも含め、春闘を前

取り組みが進められています。産業を越えた大きな共同の闘いが、日

織では、全国一斉のストライキや集会が呼びかけられ、この高知県でも

られています。全労連加盟の全国産業別組織や春闘共闘として闘う組

に、複数税率の難解さ、キャッスレ

税を徴収する制度の問題点ととも

嫁できていない中小零細企業からも

行われました。消費税分を価格転

度」
の説明と問題点について講演が

長が講師を務め、「インボイス制

学習会では、高知民商の牧事務局

また、 集会の中で行われたミニ

明・
維新を喜ばせてしまいました▲

かすんで投票率は下がり、自民・
公

一地方選挙前半の道府県選挙戦が

ベントです。マスコミの過熱報道で統

新元号「令和」の政府発表一大イ

に水を差したのが、この４月１日の

の幸福感は何ともいえません▲これ

干せるのが嬉しくて、寝床に入る時

でも、日当たり抜群で毎日布団を

はいますが、荷物はそのままです。

進させていきましょう。

した。集会では、中央郵便局前で

ス決済ができない地域の現状などが

全国一斉ストライキに突入

郵政ユニオンがストライキに突入！
シュ
プレヒコールと団結がんばろーを

ての大型選挙ですが、女性議員は

３月１９日、郵政産業労働者ユニ

町を抜け、高知税務署までデモ行

２３７人と全体のわずか１割「指

行い、最後まで闘い抜くことを確

進を行いました。デモ終了後は、高

導的地位に占める女性の割合を２

オン高知支部 （
郵政ユニオン）は、中

重税反対統一行動

知民商の集団申告が行われまし

認しました。

開催しました。県労連加盟組織を
はじめ、中立労働組合や政党から

３月１３日、 高知城ホール４階
知中央集会」が開催され、地元の

果といえます▲唯一気分がよかった

約３０名が参加し、ストライキの支
郵政ユニオンは前日までに７回の中

中小企業の経営者をはじめ、県労

のはイチローが国民栄誉賞を三度

０２０年までに３０％に」とはほど

央交渉を重ね、労働者の処遇改善

連加盟組織などから２８０名が参

も断ったこと。 さすがイチロー、

で「３・１３重税反対統一行動高

や均等待遇の実現、大幅増員を求

加し、 今年１０月の消費税１０％

あっぱれ！ＮＨＫは日産ゴーンより

援と労働者の連帯を確認しました。

めてきました。 組合員の切実な生

へ
の増税中止を訴えました。

名の組合員がストライキに突入しま

が実施されました。高知県では、１

３拠点、２５職場で時限ストライキ

し、要求を実現するため、全国１

このような不誠実な回答に抗議

止 ・削減などが回答されました。

に加え、 配偶者へ
の扶養手当の廃

たが、４年連続となるベアゼロ回答

ら、要求の実現を会社に迫りまし

増税に断固反対の声があげられま

査や説明もないままでの消費税の

のかさ増し疑惑について、十分な調

労統計調査のデータ偽装やＧＤＰ

重税反対統一行動では、 毎月勤

ました。今年で５０回目を迎える

ら松本顕治氏が連帯の挨拶を行い

長、日本共産党高知県委員会か

集会では、県労連から筒井委員

やろうじゃないですか、ね！ 畑( )

自民 ・公明 ・維新に一泡吹かせて

大阪 ・沖縄補選、夏の参議院選で

みなさん、 統一地方選挙後半と

いたい▲「江戸の敵を長崎で」で、

路の忖度をきちんと報道しろと言

パッドテント強制撤去、安倍麻生道

沖縄辺野古の埋め立て、高江のヘ
リ

も福島原発事故の被災者の現状、

遠く、政治の世界も男性偏重の結

活実態や職場の実態を出しなが

た。

央郵便局前でストライキ突入集会を

した。

針路

語られました。
安倍政権の女性活躍打ち出しの
集会後は、丸の内緑地から帯屋 「男女共同参画推進法」後、初め

春闘終盤となり、各組織で賃上げや労働条件改善の闘いが繰り広げ

全国でストライキや集会が盛んに開催
春闘終盤の取り組みで前進を勝ち取ろう

中央郵便局前での様子 副知事要請の様子
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５月１日は第９０回メーデー高知県中央集会です。９０回
という節目を迎える「労働者の祭典」メーデー。メーデーの
歴史を振り返りながら、労働者が勝ち取ってきた権利と安倍

に労働者自らが立ち上がりまし

政権が狙う「働き方改革」について考えてみましょう。
初めての「メーデー」

てストライキ ・デモ行進

合が８時間労働制を求め

メリカ ・シカゴの労働組

決議され、さらに５月１日を労働

間労働制実現のデモを行うことが

ターナショナル創立大会では、８時

３年後にパリで開かれた第２イン

た。

をおこなったことが始ま
運動の日に設定しました。これ以

１８８６年５月１日にア

りです。この際、アメリ
ていくこととなりました。

カの労働者は、８時間は

「仕事」のために、８時間

組織でも着々と準備が進められて

５月１日のメーデーに向け、各

メーデー準備も着々と

「８時間労働」の権利が、根底から

います。医労連では、デモ行進で

しかし今、 労働者が勝ち取った

労働者の願いに背く安倍政権

破壊されようとしています。安倍

のアピールとプラカードコンクールの

各組織でも、 要求や主張を市

優勝をめざし、飾り付けが行われ

民や通行人へ
アピールできるよう、

首相は「岩盤規制」として、労働

制度や「過労死容認」となる１０

趣向を凝らした取り組みを行って

基準法の改悪を進めています。
「残

０時間未満の残業を認める残業時

ています。

間の上限規制など、労働者の願い

みましょう。

業代ゼロ」の高度プロフェッショナル

を踏みにじる政治を強行していま
す。

安倍政権は、裁量労働制の拡大

を狙った
「労働時間が減ったという

と」のために、と訴えま

りの８時間は「好きなこ

生しました。 その後、ドイツ、フ

にロシアで初めて８時間労働制が誕

このような運動の中、１９１７年

の闘いの中で勝ち取ってきたものな

ではなく、労働者が資本や政治と

時間労働」
は、初めからあったもの

のものです。国民をあまりにも馬

し、消費税の増税を強行するため

ノミクスの成功という虚像を創り出

労統計調査のデータ偽装も、アベ

しています。 問題となった毎月勤

データ」の偽装など、議論の土台

した。当時の労働者は、

ランス、イタリアなどでも法律が整

のです。

８時間労働制の誕生

低賃金で１日１２時間以

備されていきました。日本では、１

全国でメーデーは開催

は「休息」のために、残

上働かされるなど、 過

９４７年に新労働基準法で８時間

せん。

鹿にした姿勢を許すことはできま

分たちの都合のいいように国民を騙

となるデータにすら手を加え、自

酷な生活を強いられてお

労働制が成立しました。今日の
「８

全国では、３００ヵ所以上で１７
万人もの労働者がメーデーに参加
し、賃上げや憲法守れの声を挙げ

１１：４５～ ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞｺﾝｸｰﾙ

第９ ０ 回 メ ー デー 高 知 県 中 央 集会

１０ ： ４５～ デモ行進

ています。東京の代々木公園で開

【日程】５月１日 （
水）９時２０分～

１０ ： ００～ 開会

催されたメーデー中央集会へ
は２

【場所】高知市中央公園 （
南側）

【日程】 ５月１日 （
水）１２時３０分～

メーデー大交流会

【場所】 高知城ホール４階

※お弁当を高知城ホールで販売しています

ので、 必要な組織は予約をお願いします。

１２ ： ３０～ 大交流会

万人、高知県中央メーデーには、
約１０００人の労働者が参加してい
ます。高知県では「労働者、県民
の団結で生活と権利を守り、 平
和と民主主義、 中立の日本と住
みよい高知をめざそう」をスローガ

～タイムスケジュール～

当時のメーデー

ンにデモ行進なども行われます。

９：２０～ うたごえ

医労連のみなさん

降、メーデーは国際社会に広がっ

第９０回メーデー高知県中央集会 特集
り、これを改善するため

２００７年アメリカのメーデー
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最賃審議委員またも不当任命
行政による組合差別の是正を
４月１日、高知地方最低賃金審議会の労働者側委員に立候補した県

労連加盟組織の４名が落選し、５名とも連合加盟労組から選出されま
した。政府による明らかな組合差別であり、不当任命の禁止と労働者
側委員の公正な任命が切に求められています。
ど、公的機関の意思決定に関する
流れの透明性がこれほど求められ

「総合判断」の不透明さ露呈
３月２５日には、 労働局に対し

賃金制度のミニ講演が行わ

県労連の牧書記長から最低

が参加しました。はじめに、

習交流会を開催し、１１名

日、 最低賃金に関する学

県労連青年部は３月３０

のお花見を行い交流しました。

ました。学習会後は、高知城で

いても考えさせられるものとなり

要性と私たち一人一人の意識につ

れ、 改めて賃金の引き上げの必

で選んで買う」
という意見も出さ

そうでないものは安いものをネット

の教育委員会の辞令交

県教組は４月１日、県

付式に合わせ、 高知県

れ、最低賃金の格差につい

て中央最低賃金審議会の目

安制度（
Ａ～Ｄランク分け）

や正規と非正規、 男女の

賃金格差が果たして妥当な

立美術館ホール前で
「新

採おめでとう」
の宣伝行

動を行いました。

にご参加ください。

のかについて学びました。

核兵器のない日本の実現に向け、ぜひ地域の平和行進

ているにもかかわらず、経過がまっ

５月１９日(日)１１ ： １５ 東洋町(徳島へ引き継ぎ)

「委員の公正任命を求める」要請

５月１８日(土)１０ ： ００ 室戸市

その後、物を地域とネッ

５月１７日(金)１７ ： ３０ 安田町

トで買うことの違いを地域

５月１６日(木)１８ ： ００ 安芸市

を行いました。 要請では、 委員の たく説明できない任命でいいのか」
任命権者である労働局長が出席し 「行政による明らかな組合差別であ

５月１５日(水)１７ ： ３０ 芸西村

経済の循環で考えるワーク

※スケジュールについては、 変動の可能性があります。

県教組が辞令交付式前宣伝を実施

５月１４日(火)１７ ： ３０ 香南市

る」など、厳しい意見が出されま

集結集会 １５ ： ３０ 高知市丸ノ内緑地

ないことに対して強く抗議を行った

１４ ： ００ 高知市(交通公園前)

ショップを行いました。参加

１４ ： ００ 高知市(潮江水道局前)

したが、 対応した前田賃金室長

１４ ： ００ 高知市(新婦人事務所)

後、任命する際の「総合判断」に

１４ ： １５ 高知市(旭イオン前)

者からは、「メンテナンスが必

１３ ： ３０ 高知市(高知大前)

は、
「労働局長に伝える」と述べる

１７ ： ００ いの町

ついて、まったく基準が明らかにさ

５月１２日(日)１３ ： ３０ 高知市(能茶山交差点)

要なものは地域で買うが、

１３ ： ３０ 佐川町

に留まりました。

５月１１日(土)１０ ： ３０ 越知町

３０年続く組合差別の是正を

５月１０日(金)１７ ： ３０ 土佐町 ※２コースに

れない問題について指摘しました。

５月０９日(木)１８ ： ００ 四万十町

参加者からは、
「毎月勤労統計調

５月０８日(水)１７ ： ３０ 四万十市

１９８９年の労働戦線再編 （
全

１６ ： ００ 大月町

国民平和大行進の日程

５月０７日(火)１８ ： ００ 土佐清水市

労連と連合へ
分かれた）以降、労
働者側委員を連合が独占し続けて
います。県の労働委員や労働審判
委員では、連合４名に対して県労
連が１名任命されていることから

分ける
１８ ： ００ 須崎市

も、 政府が意図的に組合差別を
続けていると言わざるを得ません。
「総合判断」の不透明さも、全労
連（
県労連）排除ありきの姿勢が
作り出した矛盾であることは明ら
かです。
県労連では、組合差別を是正さ
せるため連合高知とも話し合いなが
ら、委員獲得を目指しています。

１３ ： ３０ 宿毛市

査のデータ偽装が明らかになるな
筒井委員長が要請書を提出

県労連青年部が最低賃金の学習会を実施
５月０６日(月)１２ ： ３０ 宿毛 ・ 愛媛合同出発式
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５月１３日(月)１７ ： ３０ 香美市

１７ ： ３０ 南国市

高

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、

当選 者の 発表

２１９号の答えは「ジユケ

ンセイ」でした。当選者は以

下の方です。

【当選者】

さん

中国の「皇帝は国民も時

元号は、 もともと古代

自民党政府によって、１９

根拠がなくなりましたが、

７９年に元号制度を復活

「天皇の元首化」をめざす

考え方に基づいて始まった

間をも支配する」という

と言われています。 日本

法は、 民族や宗教

によって独自のもの

もありますが、 現

させました。
元号などの紀年

では、７世紀から８世

紀にかけて元号制が始

まっています。

江戸時代まで災害

在では西暦が世界の

○はじめて書いてみました。毎回、色々お手紙で勉強させても

やおめでたいことを理

は寒いです。 春が待ち遠しいです。 自治労連 （Ｓ ・ Ｍ）

標準となっており、

○菜の花やスイセンなど春の訪れを感じますが、まだまだ春夕

中国でも１９１１年

（Ｈ ・ Ｔ）

元号の秘密
に元号は廃止されて

せいで毎年恒例のスノボーが行けなくて残念でした。自治労連

おり、元号を使用している

○今年の２月は例年よりすごく暖かかった印象があります。その

のは、 世界で日本だけと

なっています。

けるとうれしいです。 自治労連 （Ｈ ・ Ｍ）

由に元号を改元してき

が読みとれず...。アルファベットがもう少し大きく表示していただ

ました。明治政府の下

メールで応募しようと思ったのですが、老眼にはメールアドレス

で、天皇の威厳を高め

○仕事の息抜きにクロスワードパズルを楽しみにしています。ｅ

るために１８６８年「一世

T）

一元」を制度化しました。

が本当に理解していないと痛感させられます。 自治労連 （Ｈ・

戦後、 元号制度は「登

○新しく人が入ってきましたが、 教えるのが難しいです。 自分

極令」の廃止によって法的

おたよりの紹介

（自治労連）

れ ⑯――労働者

池田 康人

⑩舞台で下手の対 ⑫顔に――を塗る ⑭あした――になあ

さん

――する土地 ⑦カツレツの略 ⑧使いみち。――不明金

（自治労連）

①――無臭、――乾燥 ③青年よ――を抱け ⑤隣りあい。

（自治労連）

【ヨコのカギ】

機関紙の感想、組合名、郵

――まで

便番号、住所、氏名、年齢

⑬――若男女 ⑮ピンから

式地 由記枝

⑪既定の対。日時――

浜渦 美智 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。

の―― ⑨寝る場所、ねや

を記入の上、
県労連書記局

④ジェラシー ⑥電光――
の早業 ⑧各地にある日銀

宛にお送り下さい。

古――カフェ ③エトの第五

ＮＯ．２２０

抽選で３名に図書カード

（強制すること） ②人家。

連
をプレゼントします。
（ハ

【タテのカギ】 ①――無体

労

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール 高[
知県労連ＨＰに記載してい

並べてできる言葉は？

県
ます ）]締め切りは５月８
日までとなります。

カギを解き二重枠の文字を

知

《応募方法》

(4）２０１９年４月１０日

らってます。 当たりますよ～に。 自治労連 （Ｓ ・ Ｙ）

2019 年 5 月 3 日(金・祝)14:00 ～
【場 所】 高知城ホール 4 階
【講 師】 森 英樹さん(名古屋大学名誉教授)
【内 容】 代替わりでどうなる憲法どうする憲法
【参加費】 1000 円
【日 程】

川柳コーナー

春冷えに元号日本だけと知る

元号と新札で支持を買わんとす

二千円差別守礼の門に涙

新札でようやく思い出す二千円

さスガです クールに発表 菅長官
高橋狸）
（

こレイーワ みんなが納得 新年号

高橋狸）
（

沢山の投稿をお待ちしています

５・３憲法施行７２周年県民のつどい

国民大運動実行委員会 2019 年度総会
【日 程】

2019 年 5 月 25 日(土)14:00 ～

高知城ホール 2 階
【講 師】 梶川 憲さん(京都総評議長)
【内 容】「京都市長選挙、京都府知事選挙の闘い
と教訓に学ぶ」
【場

所】

○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。

