高知「２円引き上げ」の７９２円を答申
県労連が引き上げの必要性を意見陳述
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を支える産業 （
エッセンシャルワー

カー）とほぼ重なっています。

新型コロナウイルス感染拡大のも

と、 休業補償もままならない状

悪運が強い。デジタル辞

書の解説では、悪いこと

をしながら、 その報い

を受けないですむよう

な強い運とされている。この言い方

たるのは長期にわたって政権トップの

況で厳しい生活状況に追い込まれた

きわめて低水準の所得であるた

座に居座る人物。私物化政治の典

７月３１日、 県労連は高知地方最低賃金審議会の全員協議会におい

め、生活に「溜め」がなく、休業

型と目される森友・
加計問題をは

は、近年、筆者の周辺やネットの

要請がたちまち生活不安につなが

じめ同人が任命した法務大臣やそ

労働者の多くが最低賃金近傍で働

りと引き上げることを訴えました。８月７日、高知地方最低賃金審議

りました。災害に強い国民経済を

の妻の公選法違反の買収疑惑。相

つぶやきでよく見聞きする▼思いあ

会は、２０２０年の最低賃金額を７９０円とすることを答申しました。

作っていく上でも、 最低賃金の大

く労働者となっています。

務省の小売物価統計調査からも明

次ぐ官僚の不正問題。 現政権の

て、最低賃金引き上げの必要性について意見陳述を行いました。意見陳

らかとなっています。

幅引き上げが求められています。

国民を愚弄する言い尽くせぬ程あ

ことが求められていること、そして

差（
水準 ・地域間）を縮小していく

「骨太方針２０２０」においても、格

た。政府の「骨太方針２０１９」や

割とは何なのか」
を柱に指摘しまし

要がある。 その中で最低賃金の役

労働者の生活と経済を立て直す必

くなっています。 これらは、 新型

ないもの）
、⑥医療 ・福祉の順で多

業、⑤サービス業 （
他に分類され

食サービス業、 ④運輸業 ・郵便

小売業、②製造業、③宿泊業・
飲

の分布状況をみると、①卸売業 ・

産業別の最低賃金近傍の労働者

４７円、 年間で４１６４円の引き

定労働時間の１７３・８時間）で３

しました。しかし、これは月額 （
法

引き上げ７９２円とする答申を出

月７日に高知県の最低賃金を２円

高知地方最低賃金審議会は、８

は、 これらの報道一色。 あいまっ

欠の政治課題であるが、 マスコミ

コロナ対策や災害支援は重要不可

災害が頻発している。確かに、新型

コロナ感染の拡大や局地的な豪雨

る悪政の数々▼今、全国で、新型

革を求める声が薄れつつある。これ

て、現政権へ
の責任追及や政治改

程遠い金額です。県労連は、この

が悪運が強い所以か？。 そうあっ

上げにしかならず、生活改善には

答申を不服として異議申し立てを

コロナウイルス感染拡大の中で社会

視できないことが示されています。
生計費と最低賃金の乖離

う（
樫）

金１５００円以上が必要と訴えよ

場、地域で、ひとり一人が最低賃

が必要と国に強く求めている。職

は、コロナ禍でこそ、大幅引き上げ

議が山場を迎えている。 県労連

求がある。この夏、最低賃金の審

躍を▼一方、 愚直な労働者の要

で政治を変えようの国民世論の飛

てはならない。野党と市民の共同

経済の好循環のためには賃上げが無

「コロナ禍だからこそ賃金引き上げで

意見陳述では、筒井委員長から

賃金引上げの必要性は政府も

最前線で奮闘する最賃近傍者

７９２円で経済の底上げは無理

述は県労連筒井委員長と牧書記長が行い、地方から最低賃金をしっか

針路

行うよう準備しています。
2018年家計調査（単身世帯・総務省）

預貯金を考慮していない人事院の
標準生計費（
下図）
と比較しても、

月平均額（円）
44,067
22,646
11,849
4,835
5,627
7,231
21,619
0
19,674
25,285
162,833

項目
食料
住居
光熱・水道
家具・家事用品
被服及び履物
保健医療
交通・通信
教育
教養娯楽
その他の消費支出
消費支出（計）

時給７９０円でフルタイム （
１７３・

計

８時間）働いて月１３万７３０２円

雑費Ⅱ

の最低賃金は、本当にギリギリの生

雑費Ⅰ

活で「溜め」がない状態であること

被覆・履物費

が分かります。総務省の家計費調

住居関係費

費目の内容
金額（円）
費目

26,020 食料
住居、光熱・水道、家具・家事
48,300
用品
2,430 被服及び履物
保健医療、交通・通信、教育、
35,120
教養娯楽
その他の消費支出（諸雑費、小
8,320
遣い、交際費、仕送り金
120,190
食料費

査と比較しても、現行の最低賃金
では、 消費支出を上回ることはで
きません。にもかかわらず、物価
は全国で大きな差がないことは、総

2019 年 4 月標準生計費 （人事院）
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オンライン・ＳＮＳ活用を進めよう
仲間・地域とつながるツールとして
新型コロナウイルス感染症拡大に
よって、新規採用者に対する組合
オリエンテーションや執行委員会、
学習会の中止・
延期など、従来の
組合の活動が困難な状況となって
います。このような状況だからこ
そ、オンラインやＳＮＳを活用し、
組織の拡大強化を進めましょう。

交流会を通じて距離を縮める、と

が近い」「年が近い」「趣味が近い」
や

題を投げかけています。従来の
「席

労働組合運動の今後の在り方に課

新型コロナウイルス感染症拡大は、

仲間と地域をつなげるツールに

けていく必要があります。

インでよい打ち合わせなどを使い分

を合わせて議論すべき課題とオンラ

求実現の力を失いかねません。顔

結」が失われ、労働組合として要

幹である「組合民主主義」や「団

いった労働組合の取り組みが
「ソー

求められる「オンライン化」

マイク内蔵のウェブカメラ （2000 円～） を
利用すれば距離を超えてつながることができる

避ける」などが主流となる中で大

シャルディスタンスの確保」や「密を

理的な距離を超えてつながれる点

環境とカメラ・
マイクがあれば、物

オンラインの優位な点は、ネット

です。なかなか会議や交流会に出

変困難となっています。
そこで求められているのが、 イン

ますし、移動費用などから合理的

要は組合内外を問わず増加してい

などを利用したオンライン会議の需

し、 組合活動の活性化や組織強

ることができます。積極的に活用

時間を超えて多くの仲間とつなが

ＮＳ （
ソーシャルネットワーク）は、

ターネットを活用した「オンライン てこられない仲間とも顔を合わす
化」です。特に、ＺＯＯＭ（
アプリ） ことが可能となります。また、Ｓ

な面も多々あります。
しかし、簡単 ・安価だからといっ

働組合の原点である
「つながり」を

さまざまなツールを活用し、 労

化に利用しましょう。

て、すべてをオンライン化 （
非接触

構築していきましょう。

「オンライン化」を使い分けよう

化）してしまえば、労働組合の根

原水爆禁止運動の歩みと到達点

けて、 ２３回の核実験が行われ

ました。 そして１９５４年３月

第二次世界大戦後、アメリカと

灰を浴びて被ばくしました。

００隻の漁船が水爆による死の

１日、 第五福竜丸を含む１０

戦の月です。この機会に平和や

ソビエ
ト連邦を中心とする冷戦時代

核兵器開発の過熱

核兵器について考えましょう。

第五福竜丸の被ばくととも

核兵器禁止運動が高揚

中を包み込みました。お互いを常

た。世界で初めて人類に使用さ

島にリトルボーイを投下しまし

を行い成功させ、８月６日に広

コアラモゴードで１発目の核実験

９４５年７月１７日にニューメキシ

アメリカは、覇権を強めるため、

ビキニ環礁での実験と第五福竜丸

た。

発の核兵器が製造 ・所持されまし

りました。最も多い時期には、７万

核兵器を大量に所持するようにな

を、核には核を」との考え方から、

禁止世界大会」が開催されま

５５年８月６日第一回「原水爆

動全国協議会が作られ、 １９

とを目的に原水爆禁止署名運

止に関する世論を確立する」こ

名を集計すること、原水爆禁

り上がりました。 その後、「署

に、反核平和運動が大きく盛

さを日本中が認識するととも

に「汚染マグロ」の問題によっ

れた原子爆弾により、その年の

水爆の開発を本格化させました。

した。原水爆禁止世界大会や

に「仮想敵国」と想定し、軍備拡

１２月末までに１４万人もの住

その実験場の１つが、アメリカの信

第二次世界大戦中、アメリカ

民が亡くなりました。８月９日

託統治領であったビキニ環礁であ

て、核兵器と放射能の恐ろし

には長崎へ
ファットマンが投下され

張が続きました。両国は
「目には目

７万人、合計２１万人以上の尊

国民平和大行進、原水爆禁止

も強めていく必要があります。

ず、批准を求める運動を今後

である日本はまだ批准しておら

批准しています。唯一の被爆国

発効となり、すでに４３カ国が

条約で、５０カ国が批准すれば

所有などを禁止する画期的な

されました。核兵器の開発や

議にて核兵器禁止条約が可決

２０１７年７月７日、 国連会

原水爆禁止運動の到達点

続けられています。

四国大会は、現在も継続して

り、 １９４６年から１９５８年にか

は３発の原子爆弾を作成し、１

運命の８月６日 ・９日

へ
と突入し、厳しい緊張状態が世界

８月は日本への原爆投下や終

菜園場橋のモニュメント
（2017 年に県労連青年部が撮影）

い命が一瞬にして奪われました。
覇権争いの為に使われた原爆
８月１５日に日本はポツダム宣
言を受け入れ、 降伏し、 第二
次世界大戦は集結しました。原
子爆弾の投下によって、日本が
敗戦したかのように移りますが、
実際には原子爆弾が投下される
以前から日本の敗戦は濃厚で、
原子爆弾の投下は必要ありませ
んでした。アメリカは、日本に勝
つためでなく、第二次世界大戦
後の世界支配のアピールの場とし
て利用したのです。

太平洋での水爆実験の様子
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知は
「組合員数など県の数字の

しかし、これに対し、連合高

地労委は機能不全の危機に

元県労連委員長 國松 勝

執筆者

状況に陥るのです。

移行できず、その機能が停止する

切れれば、 地労委は新メンバーに

いため、現委員の任期 （
１月末）が

委員双方の同意なしに任命できな

人）は、労働者側委員と使用者側

とを決めたのです。公益側委員（
５

挙げた公益側委員に同意しないこ

け、三役会で、県が候補者として

働者の利益に立った決着を望みた

直せばよい。民主主義の本質と労

都合が生じるようなら、次回に見

橋本知事の言うように、極端な不

やってみないと分からないことだ。

委 の運 営 にどう 影 響 す るかは、

い」とし、
「委員構成の変化が地労

員会のあり方と無関係ではあるま

発があるのは、 これまでの労働委

当然のように映る県の新方針に反

然である。」「一般県民から見ると

地労委の委員が出ていないのは不自

る連合高知と経営者協会の主張

た橋本知事の英断とこれを妨害す

私たちの要請を行政に反映させ

県民世論を力に県労連委員を実現

渡し、回答を求めました。

営者協会の松本秀正事務局長に手

どうみているのか。質問状を県経

わっているのか。連合高知の体質を

労委の使命は過去と現在でどう変

紛争調停の場になじむのか。③地

みているのか。②どういう体質なら

その内容は①県労連の体質をどう

のこれからのあり方 が問 われ

する県政にするのか、高知県政

を排除し、 自らの地位を独占

か、それとも気に入らないもの

主義に基づく県政をすすめるの

た。この問題の根本には、民主

大きな県民の関心事になりまし

にわたる報道は、県政をめぐる

このように地労委問題の連日

の見出しで双方の主張を掲載。

ＶＳ県労連両トップに聞く」と

県労連３０年を振り返る

把握の仕方に問題がある。何よ

地労委の委員の選任問題の本

と反発」と報道されています。

危ぶまれる」（
岡林会長）など

れると地労委の適正な運営が

自ら役割を放棄することで、地労

と経営者側のこのような対応は、

ることではありません。連合高知

関が機能停止に陥ることは許され

争議中の労働者にとって調停機

きで、 県経営者協会は使用者側

１月２０日、高知新聞は四段抜

は冷ややかな主張を行いました。

連合高知と県経営者協会の反発に

い。」と述べ、県の方針を支持し、

護士には、特別寄稿欄で、民主主

ひろば』に寄せられ、土田嘉平弁

は、多くの声が高知新聞の『声の

る結果となりました。 県民から

は、県民の厳しい批判にさらされ

のたたかいを通し、沖縄に次ぐ

で、事実上決着し、１年２ヶ月

関係労使団体の同意を得たこと

公益側委員の人選を見直し、

翌１９９４年３月８日、県が

連合公益側が委員不同意

県労連結成から地方労働委員獲得まで②

り県労連側の体質を持ち込ま

た、たたかいでもありました。

質は、 労働者の権利を守る立

ところが連合高知は、県労連

の声明を発表したのでした。

断を歓迎し、敬意を表する」
と

し、県政記者クラブで
「知事決

で書記次長の坂本靖氏を選任

らの通知を受け、執行委員会

翌１月１９日、県労連は県か

決してないのです。

かを基準にするような問題では

体の体質が持ち込まれるかどう

が問われている問題で、労働団

機関にするかどうか、その根本

の調停機能を公正に発揮させる

場で調停斡旋に臨み、 地労委

るとして、「県労連系から一人も

年次官通ちょうの重みは不変であ

し、委員選任にあたっての１９４９

否定する理由は見当たらない」と

し、結論から言えば、県の方針を

反発していることを述べ、
「 ・・しか

連合高知や県経営者協会が強く

本知事の意向を反映したものだが、

針は民主主義の原則を重視する橋

の方針」と題して、 今回の県の方

社説で
「労働界再編に対応する県

１月１９日付、 高知新聞朝刊は

開きできる行動ではありません。

者に苦難を押しつけ、県民に申し

委の調停機能を麻痺させ、 労働

問状を出し、回答を求めました。

と県経営者協会に対し、 公開質

新聞報道を受け、 使用者側委員

１月２１日、 県労連は２０日の

べたと報じました。

正常な運営に支障をきたす」
と述

昔のような弱者救済の考え方では

は労使関係の公正な調整にあり、

どうか危ぶまれる」「地労委の使命

体質が紛争調整の場になじむのか

決め、 その理由として「県労連の

益側委員の同意を保留することを

憾」
とし、県から求められている公

らの労働者側委員の選任を「遺

委員の会を開き、全員が県労連か

題 ・根深い組織間対立「連合高知

集記事を組み、 県地労委選任問

面、ズームアップ９３と銘打って特

面を使って、地方行政 ・政治の断

２月６日、高知新聞は７段、半

ました。

定。残すは、連合高知だけとなり

公益側委員に同意することを決

経営者協会との協議で、県の示す

う内容で、世論形成の後押しに力

働者側委員の選任を歓迎するとい

義を守る立場から県労連からの労

す。 中小企業で働く労働者や

は、 依然と排除されたままで

地方の最低賃金審議会などで

ん。各県の労働委員会、中央、

が克服されたわけではありませ

わらず、現状は、全労連排除

こうした県民の声のなか、１月 から委員決定の通知を受け、
２７日、使用者側委員内定者は県 「よろしく頼みます」と言われ

を発揮していただきました。

未組織労働者、 （
４面に続く）

案内され、 当時の山本副知事

当日、県からの要請で知事室に

者側委員が実現したのでした。

全国２番目の県労連からの労働

しかし、結成３０年にもかか

たことを覚えています。

系委員の選任を内定したのを受

結成大会

№２３４
連
労
県
知
高
(3)２０２０年８月1０日

(4）２０２０年８月１０日

高

「なかま」よさこいユニオン

○今年は夏祭りがなくて寂しいです。子どもの頃は夏祭りの屋台
で金魚すくいが一番好きでした。 家で我が家の金魚になった
後、 長生きしてくれました。 機関紙の 「ローレンジャー」 四コマ
漫画楽しみにしています。 自治労連 （Ｒ ・ Ｍ）
○県労連公式キャラクター 「ローレンジャー」 が職場で好評で
す。戦隊メンバーの説明が書かれたクリアファイルも人権問題とも
関わりのある良い啓発グッズだと思う。 積極的に使って、 ローレ
ンジャーの認知度アップに貢献したい。 自治労連 （Ｔ ・ Ｎ）
こんにちは、 よさこいユニオンで

を守る体制を強化する必要があり

態が生じた際、仕事、命、くらし

おかしくない状況です。 そのため、

す。私たちの組合は、４年前にＮ

ます。そこで私たちは、感染した場

新型コロナに感染し、休職などの事

ＨＫ訪問員が集まり結成された労

○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。

働組合です。今日では、民間で働 合は入院扱いで保障され、１００円
く人も加入できる組合になり、 から入れる「全労連医療共済」へ
の

加入を進めたいです。

私たちの組合は、 仕事、 命、 く

電気工事や配送業などの方々が

加入し仲間が徐々に増えつつあり

（
３面の続き）
非正規

雇用労働者など圧倒

的多数の労働者の声

は、国政には反映さ

れていないのが実態で

す。全労連、県労連

し、
「排除」からのた

たかいを政治革新のた

たかいと合わせ、 強

化することがつよく求

められています。 全

労連の運動が、 ４０

年に向けさらに発展

することを強く期待

しています。

「排除」
の現状を検証

連 （Ｏ ・ Ｔ）

らしを守ることを軸として活動する

して、 何気ない風景写真を撮ってみようかと思います。 自治労

ます。その仲間を守るための今後

を見比べる企画にハマっています。自分でも何十年後かを見越

方針です。そして、
「仲間を守り自

○最近、地元紙で連載されている昭和５１年と現代の風景写真

の施策を紹介します。

れています。 近くを通った際には、 ぜひ探してみてください。

私たちの組合では、団体交渉は 分も守られる」
ことを多くの人々に
もちろん、共済にも力を入れてい 知ってもらい、新しい仲間が増えれ

土手のような公園） には、 焼夷弾 （不発弾） が当たった橋の鉄骨がモニュ
メントとして残されています。 かるぽーと脇には、 焼け残ったソテツが植えら

ばと思います。

（Ｍ ・ Ｙ） ※おたよりありがとうございます。 菜園場 （かるぽーと向かいの

ます。新型コロナ感染症が世界中

トとして残されたということに大変興味を惹かれました。 県国公

よさこいユニオン 書記長 中尾 宏

菜園場に投下された爆弾が、かるぽーと近くの公園にモニュメン

に蔓延し、いつ自分が感染しても

いですが、特に「高知大空襲を風化させない」という記事には、

当選 者の 発表

２３３号のクロスワードパ

ズルの答えは「キンギョスク

イ」でした。当選者は左の通

りです。

おたよりの紹介

○日々の取り組みに感謝させていただく内容でどの記事も興味深

クロスワードパズル

図書券プレゼント

《応募方法》

クロスワードの答えと、 【当選者】

横山 智紗 さん

ねぎらう ⑰意志が一致すること

機関紙の感想、組合名、郵

⑫――側。――気。――輪もめ ⑭待遇の仕方 ⑯――を

（自治労連）

――合戦 ⑨治ること。自然―― ⑩再開発で――が高騰

（県国公）

①――で踏みにじる ③――たる目的 ⑤水曜の翌日 ⑦猿

（自治労連）

【ヨコのカギ】

安岡 美智 さん

伸び―― ⑮――の筍のよう

山中 崇義 さん

す、机など ⑬地方裁判所 ⑭縫い――、

申し訳ありませんが、事務の都合
上、ＱＵＯカードの発送が遅れて
おり ます 。ご了 承く ださ い 。

日。 ――大工 ⑪たん

便番号、住所、氏名、年齢

のを言う ⑧土曜の翌

を記入の上、
県労連書記局

な ⑥目は――ほどにも

宛にお送り下さい。

地の――者 ④朝な――

抽選で３名にＱＵＯカー

むような話 ③広大な土

№２３４
ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

した貨幣 ②――をつか

連
（ハガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール

【タテのカギ】①銅で鋳造

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９
月７日までとなります。

カギを解き二重枠の文字

知

