は、政治とは無関係ではなく、制

度や政策へ
の要求を政治的な要求

に高めていくことによって、職場の

「どうやった？」「頑

張ってきた？」「もう飛び

ません！て言うてくれ

働者の
「要求」の根本を辿っていけ

るのかを議論しましょう。また、労

たちの
「暮らし」
がいかに繋がってい

「統一選挙」とは、共通する要求

統一選挙とは

は積極的に取り組む。

る要求実現のための
「統一選挙」
に

するため取り組まないが、一致す

を資料に、各組織で「政治」と私 「党派選挙」は内心の自由と抵触

ています。今年４月１１日には、米

おり、長年、低空飛行に悩まされ

ルート
「オレンジルート」
に位置して

です▲嶺北地域は、米軍機の訓練

出迎えた年長児クラスの子どもの声

帰ってきた本山町の保育士さんを

訓練中止を求めた政府交渉から

た？」米軍機低空飛行

ば、必ず「政治」に行きつくこと

を持つ個人や団体が共同し、自分

要求実現にもつながっていく。 ③

を執行部の共通認識として確認

野党統一候補「松本顕治」の推薦を決定！
国民無視の安倍政権からの転換を投票で

し、労働組合の要求と安倍政権が

軍機が本山町の市街地を超低空飛

リと衝突していた恐れも指摘されて

たちの要求を叶える候補者を擁立

要素を満たす場合に
「統一選挙」
に

います▲こうした中、６月６日、本

進める政策との比較も行い、政治

取り組んできました。

山保育所の保護者や保育士らが上

行し、その轟音で保育園児が泣き

して
『資本からの独立』『政党から

①
「共通する要求課題」「共通する

京し、防衛省や外務省等に対し、

してたたかう選挙のことです。

の独立』『共通の要求での統一の行

政治課題」があり、それが組織の

について議論しましょう。

動』の３原則を貫いてきました。と

米軍機の低空飛行の中止を求める

叫ぶ事態も発生しています。ちょっ

りわけ、 特定政党の支持や特定

合意の得られる「要求課題」であ

要請を行いました。強い願いを込め

県労連は、これまで知事選挙や自

６月５日、参議院選挙「高知 ・徳島」合区選挙区で、野党統一候補

政党 ・党派の「党派選挙」は、組

ること。②それを実現するため候

と時間がずれていたら、ドクターヘ

として日本共産党公認での出馬を予定していた松本顕治候補が、無所属

織として取り組まない
「政党支持

た要請ハ
ガキ２０２枚を届け、涙な

治体の首長選挙で、 以下の３つの

での出馬を表明しました。これによって労働組合や市民団体も結束でき

補者が「無所属」であること。③

がらに現場の状況や子どもたちの

高知県労連は、結成時から一貫

る「統一候補」が誕生しました。松本顕治候補の勝利で、国民置き去

県労連も加盟する「統一の選挙

由＝「政治的中立主義」や「反政

わっていることから、 政党支持自

政策や社会保障政策と密接にかか

参議院選挙も、３つの要素を満た

推薦して取り組みました。今回の

に基づき、無所属の大西聡さんを

島」合区選挙では、この３つの要素

２０１６年たたかわれた
「高知・
徳

子どもたちの未来のためにも、 世

めてもらいたいものです。 そして、

米軍機の低空飛行は、いますぐや

もたらし、日常に戦争を持ち込む

です▲地域の住民に恐怖と不安を

がら、 真摯に耳を傾けていたそう

怯える様子を訴えると、対応した

松本顕治候補の無所属出馬表明

治主義」とは異なることも明らか

す国政選挙となっており、松本顕

（
政治的な）母体」があり、統一

自由」
、 という方針を堅持してき
一方で、私たちの要求実現は政

を受け、県労連は６月６日の執行

にしてきました。このことから、以

国の職員は、時に目頭を赤くしな

委員会で松本顕治候補の推薦を決

下のことを大切にしながら議論を

治情勢と無関係ではなく、 労働

定しました。今後、産別 ・単組で

県労連が推薦を決定

の推薦決定を要請するとともに、

日米地位協定の抜本的な見直しが

界に類を見ない米軍特権を定めた

高知憲法アクションが選挙母体で

急務です （
筒）

治候補の推薦を決定しました （
※
す）
。

呼びかけます。①組合員個人の思
していくことを確認しました。
想信条、 政党支持、 内心の自由
県労連の「声明」と「選挙方針」 を守る。 ②組合員と組合の要求

候補者や選挙政策についてお知らせ

の政策合意があること。

ました。

労働組合の３原則と政党支持自由

針路

りの安倍政権からの転換を果たしましょう。県労連加盟の産別組合や単

中央郵便局前での様子
Ｎｏ．２２２号
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

組 ・職場で、政治と私たちの暮らしについて大いに議論を進めていきま
しょう。

高知
県労連
県労連

ＮＯ．
２２２

連
労
県
知
高
(1)２０１９年６月１０日

１９８４年

福岡県糸島志生まれ
１９９８年
２００２年

民主青年同盟に加盟
日本共産党に入党
２００６年

高知大学人文学部入学
(有） ケンキョー入社
２０１２年

※全教共済の自動車保険を扱う会社
結婚
２０１７年

衆議院高知１区から国政へ挑戦
日本共産党高知県委員会に勤務

２０１９年

参議院 「高知 ・ 徳島」 合区
で野党統一候補として立候補を表明

松本けんじってどんな人？
「私たちと等身大」 笑顔の行動派

けんじ）
松本顕治（まつもと

ＮＯ．２２２
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(2)２０１９年６月 1 ０日

れならばいっしょに闘える」

「無所属でやってほしい。そ

と期待も受けてきました。

松本顕治さんが無所属に
（
ツイッターから引用）改めまし

本気で共闘していく上で、

無所属に至る葛藤と決意
て、今回、共産党公認から無所

この政党のことが最後のハ
ー

ドルということであれば、

属での挑戦となりました。

それを超えるべきだし、 暮

ティティを脇においてもやるべきだと判断

本当に悩みました。
「選挙に出

しました。

る」
決断より悩んだかもしれませ

願いを本気で勝って実現す

らしを良くしてほしいという

るためには、自分のアイデン

ん。
私自身は共産党の候補だから

間、 人のそばで闘っ

続 く政 党 、 ９７年

党、戦前から今まで

の戦争に反対した政

でもありました。あ

イデンティティの問題

なるというのは、 ア

れからさらに、よろし

う努力しますので、こ

らえる候補になれるよ

みなさんに支えても

ク感も感じています。

に闘えるというワクワ

すが、これで心を一つ

なるか、不安もありま

正直、これからどう

選挙に出ようと決意したので、
共産党の候補で無く

てきた政党だから、

くお願いします。

労働 組 合 活 動 も 経験 し た 候 補 者 です

自分もその生き方を
選ぼうと、選挙に出
るときも決意してい
ました。

していました。松本候補の主張にも、
「８時間働けば暮らしていける社会」や「最

で職員として勤務し、本人も県教組組合員として県教組青年部の活動にも参加

松本顕治さんは、４年前まで全教共済の自動車保険代理店「（
有）ケンキョー」
でも、今回、本当

支援者の声に決意
にたくさんの方から

低賃金１０００円以上」が盛り込まれており、 労働者の

強い味方として奮闘してくれることを期待しています。

県労連・参議院選挙勝利をめざす決起集会

【日時】７月６日 （
土）１０時～

【場所】高知城ホール２階

【弁士】全労連 ・小田川議長 （
松本候補は調整中）

原
発 すると認めた場合、立地自治体等の理

野党統一候補擁立の状況

成しようとする若い

これから家族を形

消すること。また、

し、貧困・
格差を解

会保障政策を確立

の１つとなっています。

タ偽造や隠ぺいを引き起こす要因

度」せざるを得ない状況が、デー

創設され、官僚が時の政権に「忖

す。 安倍政権下で内閣人事局が

活できるように公営

人々が安心して生

ています。安倍首相は、テレビ局の

の監督を切り離すことも掲げられ

２つ目は、 総務省から放送事業

にして、国民の知る権利を奪おう

住宅を拡充するこ

この間 、 県 労 連

と画策しており、報道機関の独立

幹部と何度も食事会を開催し、

は、「そこそこ雇用

と報道の自由は喫緊の課題となっ

と」
が盛り込まれて

（
給料が少なくても

ています。

政権に不利な報道をさせないよう

暮らしていける）
」
の

います。

解と協力を得て再稼働を進める

職場と地域で政治の議論を
６月８日、ついに全ての一人区で野党統一候補が誕生しまし

る「だれもが自分らしく暮らせる明日へ」の実現に向け、地域

党が大きな共同を実現しました。５野党・
会派の共通政策であ

など、あまりにもひどい安倍政権に終止符を打つため市民と野

た。嘘とごまかし、大企業 ・富裕層中心、戦争する国づくり

一人区の全てで市民と野党の統一候補が誕生！
と職場で政治論議を大いに進めましょう。
１３の共通政策を発表
５月２９日、 市民連合 （
安保法

新
基
地

制の廃止と立憲主義の回復を求め
る市民連合）と５野党・
会派は
「だ
れもが自分らしく暮らせる明日へ
」
と題した、１３の共通政策について
の合意を発表しました。 この共通
政策で松本顕治候補は参議院選挙
をたたかいます。今後、無所属の
松本顕治候補と両県の市民団体
（
高知憲法アクション、オール徳島）
が１３の共通政策に基づいて確認書
を交わし、その確認書を支持する
形で両県の５野党が
「協定書」
に調
印を行います。 （
※下の表は５野
党 ・会派の共通政策と自民党参

憲 憲法改正原案の国会提案・発議を行
法 い、早期の改正を目指す

自民党参院選公約
また、最低賃金については、
「地域

れた法律を廃止すること」が盛り

策には、
「毎月勤労統計調査の虚

間の大きな格差を是正しつつ最低

労働分野でも踏み込んだ政策が

偽など、 行政における情報の操

賃金『１５００円』をめざし、８時

込まれています。

作、 捏造の全体像を研究すると

間働けば暮らせる働くルールを実

「共通政策」
は、労働分野にも踏

ともに、 高度プロフェショナル制度

現し、生活を底上げする経済、社

最低賃金は１５００円に

など虚偽のデータに基づいて作ら

み込んだものとなっています。 政

議院選挙公約の主要課題の比較）

消
費
税

▶可能となった新任務の態勢構築や能
力向上を着実に進める
▶防衛力の質と量を抜本的に拡充・強
化する
１０月に消費税率１０％に引き上げ。ポ
イント還元の実施、プレミアム商品券の
発行など講じる
普天間飛行場の辺野古移設や在日米
軍再編を着実に進める
安
保
法
制

１８人
無所属

原子力規制委員会が規制基準に適合

が高知で住み続け

憲法アクション取り組み紹介

参議院選挙勝利に向けた

事 交 渉 で県 内 で４

割しかない
「住宅手

当扶助」の支給を

施策として実施す

るよう要請してきま

したが、この政策は

国政レベルで、若者

の住宅へ
の支援を政

策として掲 げた画

期的なものとなっています。

公正 ・公平な仕組みを

「共通政策」では、この間の森友・

加計問題や南スーダンの日報隠

蔽、報道の偏りを是正すべく、２

つの施策が掲げられています。１つ

目は、内閣が官僚の人事権を握る

内閣人事局の在り方の再検討で

６月２３日 日( １)８時３０分
かるぽーと

共催演説会

◇共産党 ・県民連合

６月１９日 水( １)８時
中央公園北口

◇安保法廃止１９日集会

６月２０日 木( ７)時５０分
はりまや橋交差点

６月１７日 月( ７)時５０分
県庁前交差点

◇早朝宣伝行動

６月１５日 土( １)７時
人権啓発センター

◇市民と野党の記者発表

られるよう、 副知

政策として、 若者

５野党・ 会派の「 共通政策」
安倍９条改憲に反対し、改憲発議その
ものをさせない
▶安保法制、共謀罪法など立憲主義に
反する諸法律の廃止
▶防衛予算、防衛装備を他の政策の財
源に振り分ける
１０月の消費税率引き上げを中止。所
得、資産、法人の各分野における総合
的な税制の公平化を図る
辺野古新基地建設を直ちに中止。普
天間基地の早期返還を実現し、撤去を
進める
実効性のある避難計画の策定、地元
合意のないままの原発再稼働を認めな
い。原発ゼロ実現を目指す

人数
７人
６人
１人
０人
擁立選挙区
青森、宮城、栃木、群馬、岐阜、岡山、宮崎
富山、石川、長野、山口、佐賀、長崎
福井
なし
岩手、秋田、山形、福島、山梨、三重、滋賀、奈良、和歌山、
（鳥取・島根）、香川、愛媛、（高知・徳島）、大分、鹿児島、沖縄
党派
立憲民主党
国民民主党
日本共産党
社会民主党
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(3)２０１９年６月１０日

すが、出典や調査者の表示があるとよいのではないかと思いま

す。 全司法 （Ｈ ・ Ｙ）

当選 者の 発表

○２面の表が分かりやすかったです。どのデータについてもで

求め、経営者協会、高知

地域経済へ
の影響について

意見交換を行いました。

との懸念が出される一方

高知県労連は、全国一律 中で、 政府が一律にする
の最低賃金制度の確立を というのは乱暴ではないか」

どの経 営 者 団 体 から も
５月２９日と３０日に、 「業種や経済規模も違う

全国一律の最低賃金制度で
経営者団体と意見交換を実施

確認しました。 自治労連 （Ｒ ・ Ｍ）

２２１号の答えは「ラベン

○「安倍政権からの転換」もういい！いい加減にして！改めて

ダー」でした。当選者は以下
の方です。
【当選者】

おたよりの紹介

クロスワードパズル
図書券プレゼント

《応募方法》

（県国公）

２０１９年６月２７日（木）１８時～

必ずヤ クルト信じた 勝利です

マツケンの勝利のサンバを投票で
牧師）
（

朝日訴訟命の重さ今いちど

ファシズムがテレビの中でシラを切る

人はパンのみにて、 とご飯論法

食健連２０１９年度総会

高橋狸）
（

○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。

安岡 妃菜子 さん

商工会議所、中小企業家 で、
「公共事業は地域経済
同友会との懇談を実施し の事を考えて、 地元の企

川柳コーナー

さん

ました。県労連からは、筒 業で時給１０００円以上、
井委員長や牧書記長など と決めてもいいのでは」な

ど、地域経済の活性化や

公契約にかかわる分野で

われましたが…まだまだです。 県教組 （Ｙ ・ Ｓ）

【日 程】

３役が参加しました。
懇談では、全国一律の最

○働き方改革ということで、 １ヵ月に１回、 定時で帰るように言

高知城ホール３Ｆ 県教組会議室
【講 師】 岩佐 和幸(高知大教授・食健連会長)
【講 演】 コンビニから「働き方」を考える

沢山の投稿をお待ちしています

は、同じ方向性であること

いでしょうね。 自治労連 （Ｆ ・ Ｍ）

所】

【場

低賃金制度の創設をめざ

○北海道のラベンダー畑。いつか、行ってみたい…きっときれ

す自民党の議員連盟が２ も確認ができた意見交換
月に発足したことを受け、 となりました。

であることの証明だと思い嬉しく思います。 自治労連 （Ｎ ・ Ｈ）

高知商工会議所との懇談

○軍事化と言うと、聞こえが悪く感じてしまうのは、日本が平和

クロスワードの答えと、

生 ⑥生計、日常生活 ⑧

岩目 芳純
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機関紙の感想、組合名、郵
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⑦蛙の――水 ⑧私だけ――の外 ⑩失望 ⑫５０の――

便番号、住所、氏名、年齢

――、 ボロ―― ③彼とは

（県教組）

①悪事から――を洗う ③廻り道をする ⑤客を応接する部屋

を記入の上、
県労連書記局

【タテの カ ギ 】 ①実りの

島田 佳幸 さん

レツの略 ⑮言――、 議

宛にお送り下さい。

では――性を重視 ⑬カツ

抽選で３名に図書カード

――
【ヨコのカギ】

いこと ⑪通風。 夏服選び

クロスワードパズル

をプレゼントします。
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並べてできる言葉は？

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。

始めること ⑨極めて細か

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール 高[
知県労連ＨＰに記載してい

カギを解き二重枠の文字を

ます ）]締め切りは７月８
日までとなります。
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