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額を時給に換算すれば、 １４００

円から１５００円が必要となりま
す。

８月１０日と１１日に

かけて、高知市中心部

にはきらびやかな踊り

知で働く女性について」として、高

た。１人目は、畑山副委員長が
「高

労連の２名が意見陳述を行いまし

議会全員協議会において、高知県

８月２日、高知地方最低賃金審

きず、 トータルで見ればどこに住

すが、田舎は車がないと生活がで

が高い反面、交通費が抑えられま

結果が出ています。都会は住居費

２９０万円が必要であるという調査

府県でも、 年間で２６０万円から

調査を実施していますが、どの道

労連は１９の道府県で最低生計費

り、県労連は異議申し立てを行う予定としています。

低限度の生活」
には程遠く、地域間の格差も温存されたままとなってお

８円引き上げで７９０円の答申が出されましたが、
「健康で文化的な最

意見陳述は畑山副委員長と牧書記長が行いました。８月８日には、２

引き上げと全国一律の最低賃金制度を求める意見陳述を行いました。

８月２日、高知県労連は高知地方最低賃金審議会にて最低賃金の大幅

議会の専門部会において、全会一

８月８日、高知地方最低賃金審

格差温存の答申出される

を持つことが必要と提起しました。

で地方からボトムアップしていく姿勢

についても、さらに踏み込んだ議論

の上で、最低賃金審議会のあり方

果たしていくことを訴えました。そ

経済の底上げと人口流出の抑制を

にも、最低賃金の引き上げで地域

サイクル」を「好循環」に変える為

りました。 県労連は、 この「負の

厳しくなっている実態も明らかにな

賃金を引き上げておりその負担も

減少とともに、人手不足が深刻で

では、 人口減少の中で売り上げの

税収増加効果は１億９０００万円で

接 間
+接効果で１２２億６１００万
円。雇用者誘発数は１１３７人で、

１０００円に引き上げた場合、 直

上げによる経済波及効果は、時給

県労連が調査した最低賃金の引き

光客の消費増が主な要因である▲

２万人近い踊り子の参加と県外観

収増加効果は１億５３３２万円。

波及効果３４億６５００万円）
で税

接効果６１億６２００万円、 間接

波及効果は９６億２７００万円（
直

７年の第６４回よさこい祭りの経済

さこい祭り振興会によると、２０１

する高知県人も多いであろう▲よ

よさこいが始まると夏が来たと実感

り
「よさこい祭り」
の本祭であった。

地方車が溢れた。高知県最大の祭

子と派手に化粧された

知県で働く女性労働者の実態を報

んでいても最低生計費に差がないこ

致で目安の２６円に２円プラスした７

この間実施してきた企業との懇談

告しました。こうち女性団体ネット

９０円 （
２８円の引き上げ）とする

たる生計者となっている。高知県の

調査でもパート労働者の約半数が主

に対し、労働者委員からも「連合

上げの必要性を訴えました。陳述

どを報告し、最低賃金の大幅引き

その中でも存在する男女の格差な

ため共働きをせざる負えない実態、

いても、健康で文化的な最低限度

ままとなっています。７９０円で働

の差は２２３円と格差は温存された

回りましたが、最高額と最低額と

都と神奈川県では１０００円を上

全国平均は９０１円となり、東京

答申が行われました。最低賃金の

とともに、諸外国並みの予算規模

拡充である。使いやすい制度である

るが、問題は中小企業へ
の支援策の

上げによる経済波及効果は認めてい

となる▲高知県も最低賃金の引き

税収増加効果は１１億９５００万円

円、 雇用者誘発数が７１４２人、

経済波及効果は７７０億４００万

ことが決定され、高知労働局長へ ある。時給が１５００円となれば、

円、フランス１兆数千億円）での支

の生活は送れません。高知県労連

援が求められている（
牧）

比 率 はそれより高 い可 能 性 もあ

の申し立てを行う予定となっていま

（
日本は７億円、 韓国３０００億
す。

では、 この答申を不服として異議
低生計費調査、地域の実態調査」

２人目は、牧書記長が
「全労連最
として意見陳述を行いました。 全

る。」という発言も出されました。

の低賃金化、高知県の所得が低い

県労連から２名が意見陳述

ワークや新日本婦人の会が実施した

とが明らかになっています。この金

針路

アンケートを活用し、女性労働者

高知県の最低賃金７９０円答申される
時給１０００円には程遠く格差も温存
ＮＯ．
２２４
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(1)２０１９年８月１０日

参議院選挙で自民党に審判
野党統一候補が１０名勝利！
７月２１日投開票となった参議院選挙では、野党統一候補が１０名当

選するとともに、自民党の単独過半数阻止、改憲派３分の２議席を阻
止する結果となりました。高知・徳島合区選挙では、惜しくも野党統
一候補の松本けんじ氏の勝利を勝ち取ることはできませんでしたが、議
席を９議席減らした自民党には、安倍９条改悪に待ったをかける審判が
下ったと言えます。きたる衆議院選挙へ向け、さらなる野党統一の拡
大が求められています。

３２の１人区すべてで野党統一候

２０１６年の参議院選挙で初めて
党議員を破りました。
「野党統一で

無所属の野党統一候補として自民

その中でも高知県では広田一氏が

わず、自公の大勝を許しましたが、

高知で発展する野党共同

う手段となっています。

安倍政権を終わらせるための常と

でに野党共闘は一過性ではなく、

の共通政策が掲げられました。す

み、今回の参議院選挙では１３も

補が誕生しました。その結果、１

たたかえば勝てる」
が共通認識にな

野党統一は一過性ではない

１の１人区で野党統一候補が勝利

院選挙では、 野党の足並みが揃

を収めました。 ２０１７年の衆議

るとともに、
「違いではなく、共闘

合区選挙では、無所属の大西そう

２０１６年の参議院
「高知・
徳島」

の勝利へ
とつながりました。市民と

議院選挙での広田一氏 （
無所属）

みました。 それが２０１７年の衆

を控えており、 そちらでも共闘

１１月には高知市長・
県知事選挙

挙へ
向けさらに発展していきます。

りました。この共闘は、衆議院選

氏を擁立し、勝利へ
向けて取り組

野党の共闘は、その後も安保法廃

が実現すれば大きな運動になって

市民と野党の共同候補として、立

票率は４２・３９％で徳島県では

ります。 今回の参議院選挙の投

派層の投票行動が大きなカギを握

選挙では、候補者の出ていない県で

明らかな投票率の低下が起こってい

ます。合区解消とともに、政治を

自分たちに引き寄せていく取り組

私たちの要求は多岐に渡り、 職

みも必要となっています。

場内の取り組みだけでは解決でき

ないこともたくさんあります。 中

には、 国の政策であったり、 行政

の条例などが変わらなければ解決

できない問題も含まれています。

これを解決するためには、 政治の

そういった視点で見れば、私たち

力で変えていく他ありません。

の暮らしを脅かしているのも「政

治」による部分が多分に存在しま

す。私たちが政治に無関心であれ

ばあるほど、政治は私たちの要求

とは逆に動いていきます。 政治を

自分たちの暮らしに引き付け、投

票行動で政治を変えいきましょう。

・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ： ５， ０００円

できる部分を探す」
が野党の中で進

止１９日や平和・
原発などさまざ

いきます。

憲民主党、国民民主党、日本共

全国最低の３８．５９％を記録し

野党統一候補の勝利には、無党

勝利のカギは投票行動

まな場面で続けられてきました。
今回の参議院選挙では、無所属

産党、社民党、新社会党が一つと

で出馬を決意した松本けんじ氏を

なってたたかいました。結果は得票

・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ： １８時～

党派
自民 公明 維新 立民 国民 共産 社民 れ新 Ｎ国
今回
57
14
10
17
6
7
1
2
1
選挙区
38
7
5
9
3
3
0
0
0
比例代表
19
7
5
8
3
4
1
2
1
前回
66
11
7
9
8
8
1
1
0
非改選
56
14
6
15
15
6
1
0
0
合計
113
28
16
32
21
13
2
2
1

ました。低い投票率は、組織票を

【場 所】 高知城ホール４階

２０１９年参議院選挙の結果
率４０％という接戦で、
「野党共闘

演 ： 無料

【参加費】 ・ 講

演 ： １５時～

・講

政党
無所属
無所属
無所属
無所属
無所属
立憲
国民
無所属
無所属
無所属
県
氏名
秋田
寺田 静
岩手 横沢 高徳
新潟 打越 さく良
山形 芳賀 道也
滋賀 嘉田 由紀子
宮城 石垣 のりこ
長野 羽田 雄一郎
愛媛 永江 孝子
沖縄 高良 鉄美
大分
安達 澄

持つ与党に有利に働きます。合区

【日 程】 １１月９日(土)

当選した野党統一候補
で勝てる」
という認識はさらに広が

県労連３０周年ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

ＮＯ．２２４
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(2)２０１９年８月１０日

原水爆禁止世界大会
高知から１７名が参加

世界大会へ
参加しました。

７名が核兵器廃絶へ
の思いを持って

し、広島県の国際会議を含めて１

した。 高知県からは１５名が参加

は、全国から５０００名が集結しま

た。 メイン会場となった長崎県に

爆禁止世界大会が開催されまし

８月７日から９日にかけて、原水

連費は５兆２０００億となっていま

は、 ２０１８年度の日本の防衛関

ての報告が行われました。山崎氏

拡とアメリカ製兵器の爆買いについ

経済学部准教授）
氏から、安倍軍

を」では、山崎文徳 （
立命館大学

費を削って平和で人間らしいくらし

行われます。第７分科会の
「軍事

世界大会では、 １３の分科会が

軍事費は５兆円だけではない

田上市長も挨拶

原水爆禁止世界大会が開催

ＮＯ．２２４

長も来賓で訪れ、 核兵器禁止条

世界大会には、田上富久長崎市
と契約済みの防衛関連費は１０兆

すが、 兵器購入のローンを含める

連
動の重要性を語り、一緒に平和の

約の批准の必要性と核兵器廃絶運

調達によって、アメリカ政府の言い

景にはＦＭＳ（
対外有償軍事援助）

円にものぼることを指摘。その背

り組みを強めていきましょう。

です。日本政府へ
批准を求め、取

その１つが、 核兵器禁止条約なの

障政策へ
と舵を切り始めており、

争いの解決を進める人間的安全保

民の生活を安定させ、話し合いで

事的安全保障政策ではなく、 国

優先しています。しかし、世界は軍

りもアメリカ言いなりの
「軍事」を

安倍政権は、国民の「生活」よ

核兵器禁止条約への批准を

上がっていると報告されました。

６４３億円から７０１３億円に膨れ

があり、 その金額も２００９年の

値で兵器を爆買いする日本の姿勢

輪を広げていこうと挨拶しました。

労
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知
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(3)２０１９年８月 1 ０日

めて訴えておられました。 私

間のみなさん」と呼びました。

した。市長は私たちのことを
「仲

総会での長崎市長のメッセージで

で最も印象に残ったのは、開会

今年の原水爆禁止世界大会

うことが共通して語られました。

の側からの働きかけが重要だとい

上げる取り組みについては、市民

に求める意見書を地方議会から

約に署名 ・批准することを政府

めて感じました。核兵器禁止条

言いなり、米軍による被害とい

と言うばかりでした。アメリカ

かどうかの回答が得られない」

隊四国防衛局からは、米軍機

い合わせましたが、県は「自衛

飛行するのを目撃し、県庁へ
問

庁・
市役所上空をオスプレイが

も、 今年の６月３０日に高知県

各地から長崎市へ
集まった「お

意見書を求める陳情も、出しっ

原水爆禁止世界大会へ参加して

客さん」に対する歓迎の挨拶で

私たちが暮らす高知の問題でも

協力を訴える挨拶に、こちらも

員も意見書に賛成するようになる

で、核抑止力論を主張していた議

くことが必要です。

として捉えて、立ち向かってい

あり、 つまり日本全体の問題

うのは、 沖縄の問題ではなく、

はなく、核兵器を無くすために ぱなしにするのではなく、議員一
集まった
「仲間」に対する共同・ 人ひとりに会って話をすること

そして２日目の分科会では、

身の引き締まる思いがしました。

などの変化が生まれているという

足を延ばしました。ここには長

大会の合間に、山王神社へ
と

のは素晴らしい取り組みだと思い
ます。

「非核 ・平和の自治体づくり」
に参加。全国から同じ立場の

年、被爆体験の講話や学習

日」制定決議を採択し、毎

１９８８年に「高知市平和の

９８４年に非核平和都市宣言、

が重要です。 高知市でも、 １

まで足を踏み出させていること

けにせず実践する取り組みに

くありますが、 それを宣言だ

言などを挙げている自治体が多

全国的には、非核平和都市宣

どは大変参考になりました。

たので、 議会でのやりとりな

りで、「集落付近に墜落」という

それなのに政府はアメリカ言いな

か！」と激しい憤りを覚えた、

きず、「これで住民の命を守れる

長でさえ現場に立ち入ることがで

スプレイが墜落した事件では、市

部集落の８００ｍの浅瀬に米軍のオ

ば、 ２０１６年１２月に名護市安

苦しみを発言されました。例え

みが押し付けられている自治体の

り、アメリカ言いなりの国政の歪

ある稲嶺進さんも参加されてお

き続き沖縄県名護市の前市長で

できて良かったです。

おきたいと思っていたので、実現

うこともあり、 現場を訪れて

自分が時々ライブでこの曲を歌

ばされた鳥居）が残っています。

居（
原爆の爆風で半分が吹き飛

登場する被爆クスノキと片足鳥

雅治さんが歌う『クスノキ』に

崎出身で被爆２世でもある福山

会、 映画上映会などを行って

事実さえ、「沖合に不時着」と

また、分科会には開会総会に引

おり、 この点では、 これまで

矮小化した物言いしかしない、こ

地方議員さんも多数参加してい

高知市で作り上げてきた運動

んなに情けない話はないと力を込

（
島﨑保臣）

の成果は確信になるものだと改

高

知

クロスワードパズル
前号の謝罪

２２３号のクロスワードパ

ズルの答えは「ナツマツリ」

でした。当選者は左の通りで

す。

おたよりの紹介

さん

る海生動物 ⑫直接。――談判 ⑭妻の対 ⑯うつむけの対

（年金者組合）

の――を祈る ⑧――八苦 ⑩前ヒレと不揃いの後ヒレで歩け

（県教組）

①類は――を呼ぶ ③滝の――を浴びる ⑤口げんか ⑦話

（自治労連）

【ヨコのカギ】

中田 順子 さん

⑬――に泥を塗る ⑮
財産。 巨万の――を築く

中村 太亮

亜 ⑪塩分。――がない

牛窓 真由美

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。

るかの――問題 ⑨亜細

図書券プレゼント

連の一部 ⑧死ぬか生き

クロスワードの答えと、 【当選者】

機関紙の感想、組合名、郵

便番号、住所、氏名、年齢

を記入の上、
県労連書記局

④家に帰る ⑥昔のソ

宛にお送り下さい。

虎 ③鉛筆の――を削る

抽選で３名に図書カード

につく ②勢いの猛々しい

ＮＯ．２２４

をプレゼントします。
（ハ

【タテのカギ】①病の――

連

ガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール 高[
知県労連ＨＰに記載してい

を並べてできる言葉は？

労

ます ）]締め切りは９月６
日までとなります。

カギを解き二重枠の文字

県

《応募方法》

(4）２０１９年８月１０日

○安倍さんが政権を担当しだして６年以上になりました。もうそろ

○” アベノミクス 「６年の実績」 を検証する” の記事が分かりや

そろ変わっていいのでは？自治労連 （Ｋ ・ Ｔ）

すくて良かったです。 年金者組合 （Ｍ ・ Ｓ）

○所得向上や求人倍率の高さが示されても実感は湧かない。肌

○２２２号のパズルの誤り、 指摘しておけばよかった （汗） 残念

で感じられるようになってくるのは、まだ先のことになりようだ。自

です。 衆議院選、 関心の無さか、 大雨のせいか低い投票率

治労連 （Ｒ ・ Ｎ）

に、 日本の将来が心配です。 自治労連 （Ｓ ・ Ｙ）
○針路の安倍さんの書きぶりが読んでいて小気味良く「そうだ、

高知県労連第３２回定期大会

そうだ」 とつい声が出ました。 県教組 （Ｍ ・ Ｕ）
○暑い暑い夏、原水禁世界大会、日本母親大会、私たちも燃
えます。 私は日本母親大会へ行ってきます。 年金者組合 （Ｊ・
Ｎ）
○今年は夏祭りが中止になる自治体が多いことをニュースで知り
ました。 イベントは大変です。 自治体の予算も大変です。 でも
住民のみなさんに喜んでもらえる何かができるように模索してい

【日 程】 ９月２９日(日) １０時～
【場 所】 人権啓発センター
【議 案】
第１号議案 ・ 運動方針案
第２号議案 ・ 2018 年度会計決算
第３号議案 ・ 2019 年度会計予算案

きたいです。 自治労連 （Ｍ ・ Ｒ）

社保協キャラバンに参加しよう
実施日

集合
場所

時間

１０月１５日（火）

医療生協

8:30

１０月１６日（水）

医療生協

8:30

１０月１７日（木）

医療生協

8:30

１０月１８日（金）

高知城ﾎｰﾙ

8:30

１０月２１日（月）

高知城ﾎｰﾙ

8:30

１０月２３日（水）

高知城ﾎｰﾙ

8:30

１０月２４日（木）

8:30

コース
四万十市
11:00-12:00
土佐市
9:30-10:30
須崎市
9:30-10:30
大川村
11:00-12:00
室戸市
11:00-12:00
安芸市
10:00-11:30
高知市
10:00-12:00

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

宿毛市
13:30-14:30
日高村
11:00-12:00
中土佐町
11:00-12:00
大豊町
13:30-14:30
田野町
13:30-14:30
芸西村
13:00-14:00
高知県
13:30-15:30

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

四万十町
16:00-17:00
佐川町
13:30-14:30
梼原町
14:00-15:00
香美市
15:30-17:00
安田町
15:00-16:00
香南市
14:30-15:30

○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。

⇒
⇒

いの町
15:30-16:30
津野町
16:00-17:00

