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「コロナウイルス拡大する

より組 合 員 拡 大 しよ

う」これは先日、全国

の青年との会話の中で

へ地域経済の活性化などを求め要請行動を行いました。新型コロナウイ

てしまう内容でした。

界の情勢と比べても低いように感じ

労連は、この春の拡大月間で
「１

の想いを感じた言葉であった▲全

とも取れる言葉であるが、 青年

四国総行動では、 例年各省庁の

しょうが、バリアフリーの意識が世

善が厳しいということもあるので

治体や国からの補助がなければ改

よって賃 上 げ を実 現 す るとして

所の生産性の向上と外需獲得に

ました。それに対し、当局は事業

引き上げで経済の底上げを要請し

経済の活性化のため、最低賃金の

経済産業局へ
の要請では、 地域

たのか」ということであろう▲人

「多くの人とつながり、会話をし

方針だ。青年が言いたかったのは、

繋がるという経験値から出された

０人に声を掛ければ１人は加入に

００万人対話」を打ち出した。１

利便性は利益の次なのか

要請することとなりました。

四国電力へ
は、 日程を調整し後日

してＪＲ四国です。 四国整備局と

業局、人事院事務局、運輸局、そ

を行いました。要請先は、経済産

響を考慮し、集会と要請行動のみ

が、 今年は新型コロナウィルスの影

店街でのデモ行進を行っています

手数料によって利益の下がる構造な

困難な山間地の問題、 消費税と

は、高齢者が多くキャッシュレス化の

ように回答しました。参加者から

と当局は十分に手を打っているかの

材の補助と手数料の上限を設けた

て、 キャッシュレス決済に必要な機

ンドの推進」を挙げました。 そし

「キャッシュ
レス決済の普及とインバウ

り組合員拡大しよう」
。 これは

ある▲
「コロナウイルス拡大するよ

には疲弊と諦めの色が見える時が

このような状況の中で組合員の中

役員へ
の負担増にも繋がっている。

を低下させると同時に、現職の

今までの労働組合活動の量と質

な状況である。 組合員減少は、

する中で、労働組合活動は困難

手不足、長時間過密労働が蔓延

「利用状況を見ながら」
という回答

上に向けて努力するとしながら、

しました。ＪＲ四国は、利便性の向

由な方が利用者として要請に参加

消を求め、 車いすの方と目の不自

できるよう駅の利便性や段差の解

方も安心して公共交通機関を利用

を求めました。特に、障がいのある

守り、公共交通としての役割発揮

な数字をしっかりと見据えた政策

目の前の数字ではなく、中長期的

映っていないようでした。短期的な

摘しましたが、 当局にはほとんど

需を拡大させる政策が必要だと指

ら、 外需と並行してしっかりと内

などの影響を大きく受けることか

政策は、今回の新型コロナウイルス

さらに、外需頼みのインバウンド

進させる先輩でありたい（
牧）

組織拡大や春闘の取り組みを前

そのエネルギーを分けてもらい、

かず、 逸らせず、 導きながら、

強いものがある。彼らの想いを挫

ギーは時に危ういながら非常に心

会の中で、 彼らの若さやエネル

突き上げであろう。疲弊する社

的に進めよう」
という青年からの

「組織の拡大 ・強化をもっと積極

に終始しました。経営が厳しく、自

が求められています。

ＪＲ四国では、利用者の利便性を

どの問題点が指摘されました。

集会 ・要請行動を実施

思統一しました。

四国出先機関へ
の要請と併せ、 商

み集会には６０名が参加し、春闘の勝利に向けて取り組みの活性化を意

外需頼みの産業政策が露呈

で出されたものである。 不謹慎

針路

ルスの影響により、デモ行進や報告集会は行われませんでしたが、昼休

３月３日、全労連四国地区協議会は、高松に出先機関を持つ各省庁

３・３四国総行動に６０名結集！
地域経済の活性化を求めて要請を実施
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コロナウィルスって一体何？

核などの空気感染の可能性が非常

５％以上捕集することができ、結

マイクロメートル以上の微粒子を９

カラス型のゴムが非常に強く０・
３

すでに学校の非正規職員 （
用務

コロナウイルスを巡る労働問題

での感染拡大を広げました。

感染対策の不十分さが今回の船内

うわけではありません。 船内での

常に恐ろしいウイルスだから、とい

手洗い・うがい、咳エチケット、ア

に高い場所での使用を想定されたマ

員、調理員、支援員、時間講師

Ｎ９５マスク

ルコール消毒、十分な睡眠・
食事、

スクです。鼻から顎までしっかり密

で目をこすったり、 口元に触れた

過労を避ける

りすることで感染します。

※今回のコロナウイルスでは「感染

た場合には、かかりつけ医や専門

咳・
発熱といった風邪の症状が出

ちょっとお化粧が、ちょっと耳が痛

ク本 体 に触 ってはいけ ま せん。

マスクを装着している途中で、マス

日８３３０円を上限に助成します

給料全額を支払った企業に１人１

話で仕事を休んだ従業員に対し、

休業した学校等に通う子どもの世

世界中に猛威を振るっている新型コロナウイルスですが、日本での感染

あります。 この条件に当てはまる

窓口に相談し、病院を受診するこ

い、ちょっと苦しいな、などで顎に

が、 公務員は適用除外です。 一

予防法は？

者数は３月９日午前１０時の時点で１１９０人 （
死者１４人）となってお

止めや休業についての相談が寄せら

～正しい知識を身につけよう～

り、現在も増加しています。高知県でも１２人の感染者が出ており、県

していない人のマスク装着は効果的で 着させることができるマスクですが、
はない」とＷＨＯ （
世界保健機構） 高価で長時間の装着は難しいです。

のは特に高齢者ということで、 高

ずらしたり、外した時点でそのマス

れています。政府は、コロナ対策で

など）から、学校の休校による雇

民の不安は増しています。この号では、正しい対応のために必要な、コ
が発表しています。

コロナウイルスとは
本来は風邪を引き起こすウイルス
齢者が重症化、最悪の場合死に至

とが重要です。

と言われています。

２・
５日で、健康観察期間は１４日

現在の症例では潜伏期間は１～１

マスクについて

ことに繋がります。

体に入ってきても発症を起こさない

免疫力を引き上げ、ウイルスが身

させます。 十分な休息と食事が

状態は人間の免疫力を大きく低下

また、疲労や睡眠不足、低栄養

死去された）がネットに動画を掲

中国のとある医師 （
自らも感染し

秘匿されてきていました。しかし、

認されたのは昨年の話で、 ずっと

当初、中国武漢市内で感染が確

なぜこんなに感染拡大したのか

ん。

クはもう使っても意味がありませ

起きることが予想されます。労働

止め」「賃下げ」などの労働問題が

経済に表面化し、
「解雇」や「雇

店舗や外出を自粛した影響が地域

粛要請」を受けて経営を自粛した

す。しかし、今後は政府による
「自

務員の仕事保障 を要請していま

方、総務省・
文科省は非正規の公

るということになります。

どのような症状？

市販されているマスクの多くは

気道感染症状を引き起こします

違うことがあり、それを判別する

感、呼吸困難などが症状として出

サージカルマスクという種類です。

潜伏期間は？

のが、 今回名付けられたような

ます。ウイルスが身体にいても増殖

「ＣＯＶＩＤ １
-９」は同じコロナ
ウイルスですが、ウイルスを形づく

方が低くなっています。

では、 街ですれ違ったり、 別々の

触感染とされています。飛沫感染

今回のコロナウイルスは飛沫 ・接

感染経路は？

しなければ無症状で過ぎます。

これは、人に細菌やウイルスを飛

サージカルマスク

類で、 効果はそれぞれ違います。

のがあります。大きく分けて２種

空気感染ではＮ９５マスクというも

それとは別に、結核や麻疹などの

世界に拡散したタイミングと発症の

切り替わった患者が増えたため、

イミングで、潜伏期間から発症に

が知ることとなりました。 このタ

載し拡散したことにより、世界中

政府の対応の裏に

す。

業へ
の支援の拡充が求められていま

要請」した政府の責任として、企

者の休業補償だけでなく、「自粛

死率は圧倒的にＣＯＶＩＤ １
-９の

る組織が若干変わることで、本来

部屋にいて感染することはありませ

ばさないためのもので、 感染予防

や体力が低下した方・
持病がある

炎になることが多く、特に免疫力

有効な治療法がないことから、肺

のついたものを手でふれて、その手

せん。接触感染は細菌やウイルス

緒に過ごすくらいしないと感染しま

要があります。

させて鼻から顎まで全体を覆う必

いても、しっかり鼻にフィッティング

が、 これは単にコロナウイルスが非

ルスに罹患し発症 （
感染）しました

号で多くの日本人の方がコロナウイ

大型客船ダイアモンド・
プリンセス

優先政策」の本質が（
３面に続く）

は、安倍政権を支えてきた「経済

がっています。 この政府の背景に

校要請などに不安と戸惑いが広

の対応の遅さと、 唐突な学校休

方は重症化しやすいというデータが

したかのように見えました。

今回の新型コロナウイルスへ
の政府
ん。同じ部屋、かつ密着した状態

には効果はありません。装着にお

タイミングが合って一気に感染拡大

なら効く抗ウイルス薬が効かない、

（
１～２ｍ程度の距離）で数時間一

ＲＳも同種ですが、重症化率や致

同じコロナウイルスでも、種類が

一般的には４種類存在します。

労
県
知
というような状況に陥っています。

（
肺炎発症時）発熱、全身倦怠

「ＣＯＶＩＤ １
-９」という型式番号
のようなものです。ＳＡＲＳやＭＥ

す。人に感染するコロナウイルスは

で、発熱や咳 ・鼻汁 ・痰などの上

マスク装着時の注意点

ロナウイルスについての情報を紹介します。
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とって、最優先すべきは
「東京オリ

よって支持率を支えてきた政権に

す。好景気の維持（
見せかけの）に

（
２面の続き）見え隠れしていま

は二の次であることは明らかです

するための一手が学校の休校「要 います。政府が日銀を使った１０１
請」だったのです。
「子どもの安全」 ４億円もの株購入 （
１日 ・過去最

に回った初動であり、それを挽回

き）事案でした。それが後手後手

高）も、株価維持の為のあまりに

関連で働く労働者の職も奪われて

どもを抱える親だけでなく、教育

全国一斉ホットラインに相談続々

ンピック」で、コロナウイルスの蔓延

露骨な政策と言えます。

コロナ関連の相談が多数寄せられる
３月９日、 県労連 ・こうち労働

が、この安直な「要請」により、子

高知県労働組合連合会を結
成して３０年を迎えました。労
働者の生活と権利を守り、 自
由と民主主義、平和の実現、国

状態を生み出すこととなりまし

と改めて感嘆します。政府 ・財界

待をうけての県労連結成だったのだ

文字どおり県民、労働者の熱い期

日本、高知においても、今鋭く

既に２０年が経過しますが、この

ある人間らしい仕事）
を提唱して

ディーセント・
ワーク（
働きがいの

た。 ＩＬＯ （
国際労働機関）が

ぐるみの労働組合の右傾化再編に

問われている問題です。人員確

保、長時間過重労働の是正、賃

金底上げなど、人間らしくいき

反対し、資｢本からの独立」政｢党か

らの独立」一｢致する要求での行動
の統一」
の労働組合三原則を堅持

戦後７５年、 安倍自公政権の

いきと働き続けるための労働環

もとで戦争できる国づくりが進

し、志を同じくする全国や県内の

経済のグロバール化が進展した１

み、また、政治の劣化、民主主

境をつくっていくことが重 要で

９９０年代半ば以降、 雇用情勢

義の劣化が進んでいます。 平和

す。そしてこれは、高知に住み

は、 １９９５年に日経連が打ち出

と民主主義は社会の一番の土台

仲間とともに闘って労働戦線の選

した「新時代の
『日本的経営』
」戦

です。 節目の年に改めて運動の

択をしたことは、高知県における

略のもと、労働者の非正規化が急

原点をふり返り、憲法を真ん中

続けられる条件づくりとも重な

速に進み、 派遣労働、 裁量労働

に据え、 職場の仲間に依拠し、

労働運動の重要な画期を成してい

などの労働法制の規制緩和が繰り

地域に足場を築き、社会進歩の

る課題です。

返されました。その結果、バブル経

未来に歩みを進めたいと思いま

ます。

の闘いに合流した私たちの先輩

済破綻後に落ち込んだ企業収益

民要求の実現のために、労働組

（
まだまだ現役の方もいらっしゃい

は、労働者の犠牲の上にＶ字回復

す。

ご尽力に改めて敬意を表しま

を成し遂げました。諸先輩方の

る県労連の結成という一大事業

１日、そのローカルセンターであ

ますが）は、１９８９年１０月２

ショナルセンター「全労連」結成

す。県労連の結成大会には何と

を果たすこととなり、一方で労働

合の闘う伝統に立った階級的ナ

者の４割が非正規という異常な

は何としても避けるべき （
隠すべ

大企業 ・ 中小企業

県労連３０年を振り返る
県労連結成３０周年にあたって

相談センターは、全国一斉の労働
相談ホットラインに取り組みまし
た。コロナウイルスをめぐる雇用や

上限に助成

企 画

８２０名！が参加しています。

執行委員長 筒井 敬二

働き方に関する労働相談を前面に
打ち出したため、マスコミの関心も
高く、当日はＫＵＴＶ、ＲＫＣ、Ｎ
ＨＫが取材に訪れ、高知新聞でも
取り上げられました。
当日は１６件 （
内コロナ関連１１
件）が寄せられ、翌日以降もコロナ
関連の相談が寄せられています。

勤務時間が週 20 時間
未満のパートら
正社員 ・ 非正規社員
（雇用保険に加入）

↓
全額を支払い

↓

休んだ日の給料

↓
１人１日8,330円を

↓

国の一般会計
雇用保険
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新型コロナ・新たな助成金のしくみ
対象

新型コロナウイルス対策で休業した小学校・中学校・特
別支援学校 （高校まで） ・ 保育所 ・幼稚園などに通う子

の世話で仕事を休んだ従業員に対し、 給料全額を支
払った企業

(4）２０２０年３月１０日

高

クロスワードパズル

図書券プレゼント

当選 者の 発表

２２８号のクロスワードパ

ズルの答えは「ビキニデー」

んぼりが、３月６日に点灯

わせ、夜の高知城を彩るぼ

高知のお花見シーズンに合

つ、それを可能にする

常が戻ることを願いつ

春の彩りを楽しめる日

ナが収束し、安心して

○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。

されました。今年も県労連

（
右）新日本婦人の会高

知市支部「オーテピア西
敷地は緑の広場に！」

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。

（
上）高知県労働組合連
合会「
『格差是正』で働き

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

続けられる仕事に」

ンを検討中！！正式なご案内にご期待ください！

でした。当選者は左の通りで

２０２０年７月１ 1 日 （土） ～１２日 （日）

労働者の賃上げに奮

働くものの学習交流集会 in 高知

や民主団体がそれぞれの想

（Ｏ ・ Ｔ）

【場所】 土佐町 ・ 旧石原小学校 （集落活動センター）
※現在、 冒険型アクティビティーなどのレクリエーショ

す。

ホームページにもぜひ、 機関紙を載せてください。 自治労連

【日程】

《応募方法》

○締め切りに気づいたのが今日です。毎回拝読をしています。

闘しましょう。

みやすいです。 自治労連 （Ｓ ・ Ｍ）

いを託したぼんぼりを出し

上で勉強になっています。 写真が多く目を引くので、 とても読

ています。県労連や民主団

体のぼんぼりは、 堀の南

側、 四国労金高知支店前

にあります。

○他の労働組合などの活動を知れるので、 職労の活動をする

毎年開催されている高知

びを得られることと期待しています。 自治労連 （Ｍ ・ Ｉ）

城花回廊の予定は４月３日

○４月のニューヨーク代表派遣では、青年部員代表が多くの学

～５日ですが、新型コロナの

つくるためにこれからもがんばりましょう。。 県教組 （Ｙ ・ Ｔ）

影響で開催できるかは不透

ラのない職場がつくられ、８時間働けば、暮らしていける社会を

今年もぼんぼりを出しました

明となっています。新型コロ

○県労連結成３０周年おめでとうございます。 パワハラ・セクハ

クロスワードの答えと、 【当選者】

おたよりの紹介

岩本 ちひろ さん

⑰独逸。 どこの国？

機関紙の感想、組合名、郵

⑫彼とは――が合う ⑭人に呼びかける声 ⑯――得勘定

（自治労連）

すく道具 ⑨奈落の――に突き落とす ⑩――せぬ出来事

（自治労連）

①平熱より少し高い熱 ③――のつまり ⑤短期の対 ⑦髪を

（自治労連）

【ヨコのカギ】

藤原 昌子 さん

の対 ⑮――の敵を長崎で討つ

高橋 理 さん

表す語 ⑬盛夏 ⑭過密

便番号、住所、氏名、年齢

の――によると ⑪季節を

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てお
りま す。ご了 承く だ さい 。

クロスワードパズル

を記入の上、
県労連書記局

⑧見た結果。 意見。医師

宛にお送り下さい。

――見してはだめですよ

抽選で３名にＱＵＯカー

文式―― ⑥別の所。

№２２９
ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

土壌 ③下校の対 ④縄

連
（ハガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール

【タテのカギ】 ①蓄え ②

労

高[知県労連ＨＰに記載し

を並べてできる言葉は？

県

ています ）]締め切りは４
月６日までとなります。

カギを解き二重枠の文字

知

