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明けまして
おめでとうございます

また、スウェーデンの環境活動家グ

派遣に向けて準備を進めています。

本からそしてこの高知からも代表

る準備が進められていますし、日

で初めて原水禁世界大会を開催す

際社会の潮流を束ね、ニューヨーク

のがあります。核廃絶に向けた国

を迎えることは、大変意義深いも

か国が現実化する中で再検討会議

国にのぼり、条約発効となる５０

核兵器禁止条約の批准国は３４か

再検討会議です。 ２０１９年末で

国連で採択されて以降、初めての

な年になります。みんなの力を結

最低賃金制を実現するための重要

通認識となってきた中、全国一律

す。自民党も含め、格差問題が共

することが、 強く求められていま

て、都市と地方の賃金格差を是正

きるレベルに改善させること、そし

を人間らしく生き、働くことがで

す。 最低賃金の絶対的な低水準

本的改善は、 今や国民的課題で

をめざしましょう。最低賃金の抜

活かし、正規と非正規の格差是正

それでも活用できる部分はしっかり

内容には不十分さもありますが、
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県 労 連役員一 同 、 新し
い 年 も 運 動の 前 進 を 作
り 出すた めに 、日々 精進
し て まい り ま す 。

レタ・トゥンベリさんの気候変動に

集しましょう。
注目され、若い世代の行動にもつ

したが、今年は衆議院解散総選挙

昨年は一年を通じて選挙の年で
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筒井 典子

清水 広志

守屋 貴文

研

耕生

対する問題提起の発言が世界的に
ながっています。国連が提唱するＳ

がほぼ確実に行われるでしょう。市

今年２０２０年は、世間では東京

ＤＧｓ（
持続可能な開発目標）とも

民と野党の共同、 野党共闘をさ

オリンピック・
パラリンピックで大いに

相まって、まさに日本憲法前文に

盛り上がることでしょう。 東京開

４月にはアメリカ・ニューヨークの

２０１７年７月に核兵器禁止条約が

宏

催にあたっては、いろいろ問題も生

へ
の二大脅威である核兵器と気候

と、立憲主義の回復と政治の民主

皆様のご健勝とご発展を祈念い

的転換を図る２０２０年にしようで
２０２０年国民春闘は、 格差是

たしますとともに、県労連３０周

変動の問題で、 鋭く問われていま

本 年も 県 労 連を ど う
追い込み、野党連合政権樹立のも
ぞ 宜 し く お 願い い た し
ま す。

らに推し進め、安倍政権を退陣に

ある「平和的生存権」とそのため
は大切な舞台です。選手の皆さん
がしっかりパフォーマンスを発揮でき
るよう応援したいと思います。そし

正が大きな柱です。４月からパー

年を迎え、改めて組織の強化 ・拡

はありませんか。

ト・有期労働法が施行 （
中小企業

大と運動の前進を決意し、新年の

す。

は２１年４月）
され、正社員とパー

あいさつといたします。本年もよろ

てスポーツを通じた連帯が、国際平

国連本部で、ＮＰＴ （
核不拡散条

ト・有期雇用労働者の間の不合理

しくお願い申し上げます。

す。

約）再検討会議が開催されます。

な待遇差が禁止されます。 法の

和へ
の一助になることを願うもので

に求められる行動が、人類と地球

じたところですが、競技者にとって

お慶び申し上げます。

お健やかに新春をお迎えのことと

組合員の皆様、ご家族の皆様、

県労連 筒井執行委員長

核兵器のない平和な世界と
格差のない公平 公･ 正な日本をつくろう
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２０２０年 「新年号」 特別企画

2019年を振り返る

様々な 分野で共同が実現

３月

４月

５月

あいにくの雨となりました

高知県中央メーデー

３月３０日、最低賃金につ

県労連青年部お花見

労働相談ホットラインは、

労働相談ホットライン

が、高知市中央公園に８０

テレビでも報道されました。

いての学習会を実施後、 す

「選挙の年」となった２０１９年でしたが、市民と野党

０名が集まりました。

の共同はさらに発展しました。参議院選挙だけでなく、

べり山にてお花見企画を開

６月

知事選挙でも野党共闘が実現しました。１年間の取り

５月

催しました。
３月

３月

愛媛県で開催された原水

原水爆禁止四国大会

２５日、 京都総評の梶川

国民大運動総会

モ行進を行いました。

を講演いただきました。

るのは四国だけです。

にて重税反対統一行動が開 議 長 に野 党 共 闘 で闘 った 爆禁止四国大会ですが、ブ
催されました。集会後はデ 「京都府知事選挙の教訓」 ロック単位で毎年開催してい

３月１３日、高知城ホール

重税反対統一行動

組みを紹介します。
１月

３月

四国総行動

１月

春闘統一行動

新春早朝宣伝行動

新春旗びらき

県庁前交差点で実施

７月

８月

９月

１０月

１２月

１２月５日、雇用の問題を

県交渉

中心に、雇用労働政策課な

県知事選挙の候補者とし

知事選挙で松本氏を擁立
て野党統一候補を擁立しま

執行委員長を長年勤めて

第３２回定期大会
こられた田口朝光氏が執行

どに要請を行いました。

長崎をメイン会場として開

原水爆禁止世界大会
催されました。高知県から
した。

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
部を退任しました。

８月

１０月

松本けんじ候補の勝利をめ

知事選挙決起集会

１１月

は１５名が参加しました。

陳述を実施しました。

７月

県労連青年部は、１２月２

県労連青年部定期大会
プラザで行われました。 保

１日に第２５回定期大会を

ざし、決起集会が福祉交流
民主市政を守る高知の会

守で無所属の中村喜四郎衆

高知市長選挙

県の高等学校課や雇用労

は、岡田やすし氏を高知市

開催し、２１名が参加、模

四国ブロック就学キャラバン
働政策課等に高校生の就学

議院議員も応援に訪れ、松

最賃問題で経営者と懇談

ンターの専務と最低賃金の

長候補に擁立し、勝利に向

擬団交を行いました。

について要請を行いました。

本けんじ候補の勝利を誓い
合いました。

けて取り組みました。

問題について意見交換を行い
ました。

土佐町の末広ショッピングセ

１２月

方最低賃金審議会での意見
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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、

機関紙の感想、組合名、郵

当選 者の 発表

２２７号の答えは「コハル

ビヨリ」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】

さん

今回は２名から新たな年への決意を表明していただき

ました。

て、 心にゆとりを持った暮

年部ももう少ししか携われ

今年で３６歳。 若い 本を読んだり、保育の勉強
頃は早起きが苦手でし をする時間にあてることが
たが、最近は目覚まし 今年の抱負です。その名も
より早く目覚めること 『朝活』
！自分の時間を作っ

あけましておめでとうございます。

ないと考えていますが、 一

らしをしていけたらと思って

高知県医労連で青年部長をやらせて

度きりの人生、 後悔しない

ん、 県民の皆さんにも読んで投票所に足を運んでもらいた
いと思う。 自治労連 （Ｎ ・ Ｈ）

も ･･･
。 出勤までの時
間を有意義に使って、

貰ってます、鎌倉陽平です。今年は働

ように生きていくためにも、

○県知事選挙の候補者が目指しているもの、 人柄が見える
企画だと思う。 自治体の仲間達だけでなく、 市民はもちろ

全国福祉保育労働組合高知地本
民間保育所労働組合
のぞみ保育園分会分会長
関 由美 さん

います。

くものの学習交流集会が高知であり、

仕事と組合活動の両方で、

おたよりの紹介

ＮＯ．２２７

新年の抱負
「年男･年女」
先取り家事をしたり、

楽しみにしています。年男なので、青
ネズミのように走り回れるよ

うな年にしたいです。

高知県医労連
さめうらユニオン書記長
鎌倉 陽平さん

酒井 弘

――をつめて働く ⑰♪すべる――の風切る速さ

便番号、住所、氏名、年齢

――っぱり ⑫――ベラ、 ――下 ⑭大会の――要綱 ⑮

（県教組）

ラック ⑦地上の対 ⑨晴れた―― ⑩――悪ばあさん。

山中 詩麻 さん

①妻の対 ③――ひまかけて作る ⑤音響。 映画の――ト

（自治労連）

【ヨコのカギ】

澤田 亜矢子 さん

旅行。韓国―― ⑭――に出た問題 ⑮机と――

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 。

光――の雪 ⑥――
八百を並べる ⑧――制クラブ ⑪――出勤、――ぼけ ⑬

（自治労連）
※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

から―― ④♪蛍の

を記入の上、
県労連書記局

はりまや橋で ③首位

宛にお送り下さい。

②♪――の高知の

抽選で３名様に図書カー

音程が外れてしまう人

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

【タテのカギ】①歌うと

ル）
締め切りは２月５日ま

言葉は何でしょう？

連
（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

の文字を並べてできる

労
でとなります。

クロスワードパズル

カギを解き二重枠

県

《応募方法》

(4）２０２０年１月１０日

県労連第３４回中央委員会
【日程】 ２０２０年２月１5 日 （土） １０時～１６時
【議題】 ２０春闘方針、 県労連総選挙方針など

○県版学力テストは即刻廃止にしてもらいたいです。県教組
（H ・ Ｓ）

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

○県知事選挙 「徹底比較」 企画、 知的でとても分かりやす
かったです。 自治労連 （Ｓ ・ Ａ）

内、県労連の取り組みも紹介しています。

