菅新首相、存在感は地

味ですが、やっているこ

会議の会員任命にあたって、６名の

９月３０日、菅首相は日本学術

あらわしたものであると言 えま

いう、菅内閣の強権政治を端的に

す。意にそぐわない学者の排除と

なく政府による学術会議へ
の介入で

で問題となっている新自由主義路

題となりました。 新型コロナ危機

薦学者の任命拒否は、 大きな問

にさえ任命を拒否した理由を明ら

学者を拒否しました。これは明ら

す。

急に進めることが必要です。

かに日本学術会議の独立性を侵害

と はかな り 強 権 的 で

し、憲法に保障された学問の自由

線を見直す気もありません▲さ

かにしていませんが、これは紛れも

９月１６日、菅内閣が発足しました。菅新首相は、７年８ヵ月続いた

内閣に見るジェンダーギャップ

学術会議に見られる強権政治

第２次安倍政権を内閣官房長官という立場から支えてきた人物です。

および思想信条、表現の自由を脅

す。日本学術会議の推

長期政権は、強権政治やさまざまな疑惑を生み出しましたが、菅新首

など、思想信条の自由、人権の尊

政治学、法学、歴史学、宗教学

輪）の２人のみで、その割合は１０

ます▲政府の政策が進めやすいよ

％しかありません。スペイン（
６６・ 遍的な価値観を持ちつつあります
７％）やフィンランド （
６１・１％） が、 菅政権はそこに背を向けてい

０の閣僚ポストのうち、 女性は上 題ですが、 要するに「異論排除」
川陽子氏（
法務）
と橋本聖子氏（
五 「多様性の否定」の政治です。今、

て、 日本学術会議の任命拒否問

重に関わる学者で、戦争法 （
安保

などから比べても明らかに低くなっ

今回の菅内閣を見てみると、 ２

省がないため、菅首相は、安倍政治

関連法）
や特定秘密保護法、共謀

壊の働き方改革、 数々の疑惑に

と社会保障の連続改悪、 雇用破

争する国づくり、 消費税の増税

進め、国民には自助と共助を押し

これは、新自由主義をさらに推し

を基本方針に掲げる菅政権ですが、

「自助 ・共助 ・公助、そして絆」

「安倍晋三政権の継承」
を掲げ

安倍政権の悪政の反省なし

みられる政治腐敗に関与し、負の

付けることを意味しています。
「絆」

今回任命を拒否された６名は、

の継承を躊躇なく掲げているので

罪（
テロ等準備罪）に反対してきた

うに、 そして、「世界で一番企業

しょう。

す。

ています。（
２面に続く）

役割を果たしてきた張本人です。

は、政府による支援ではなく、住民

浸透させることを目的」として

業及び国民生活に科学を反映、

日本学術会議は、
「行政、産

で定められていますが、内閣総

臣が任命すると日本学術会議法

の推薦にもとづき、内閣総理大

役割についての世論啓発」など

に対する政策提言」や「科学の

０人の連携会員によって、
「政府

で、 ２１０人の会員と約２００

の学者を内外に代表する機関

学 ・工学の全分野の約８７万人

人文・
社会科学、生命科学、理

として設立されました。日本の

入されて以来初めてです。

され、 １９８３年に推薦制が導

９４９年に日本学術会議が設置

会）
。推薦者を拒否したのは、１

００回国会、 参議院文教委員

（
１９８３年１１月２４日、 第１

て任命すると説明してきました

薦された者をそのまま会員とし

な選出結果を十分尊重し、 推

１９４９年１月、政府から独立
理大臣の任命は「形式的」なも
して職務を行う「特別の機関」 のです。政府は同会議の自主的

の役割を担っています。

る国民運動の共通課題です （
筒）

公の政治を取り返すことが当面す

権を短命に終わらせ、国民が主人

のは、民主主義の破壊です▲菅政

す。そして、強権の向こうにある

争にまい進 した時代 と重なりま

ないモノトーンの社会は、かつて戦

菅政権から透けて見える多様性の

に、多様性の大事さを感じます▲

じ方があっていい」と反発する姿

ン音が、
「音楽は音楽。いろんな感

「音楽は軍需品」と言われたヒロイ

ですが、音楽挺身隊の責任者から

か▲朝ドラ「エール」は今、戦時中

はなんと包容力のない社会でしょう

もしそういうことなら、日本社会

ために邪魔になるものは排除する。

が活動しやすい国」
づくりを進める

社会は多様性を認めあうことが普

る菅内閣ですが、菅首相は、官房

経緯があります。政府は、当事者

コロナ禍の中、無策と迷走によって

同士の助け合いを指しており、 政

きく打ち出していますが、 雇用の
調整弁として非正規労働者を多く
生み出し、格差と貧困を拡大させ
てきた結果が、コロナなどの災害に
脆弱な日本社会を作り出してお
り、 いま必要なのは、 規制緩和で
なく規制の強化であることは明らか
です。公共体制の立て直しと、エッ
センシャルワーカーの処遇改善を早

日本学術会議とは

新自由主義はさらに強く

国民のいのちとくらしが危機的状

治の責任を放棄するものです。

№２３６
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さらに、菅首相は規制緩和を大

況となり、国民の支持を失って退
陣に追い込まれた安倍政権へ
の反

高知
県労連
県労連

日本学術会議の会員は同会議

労
長官として安倍政権を支え、 戦

だ」と表明しています。
「菅政治」はどういったものなのかを考えてみま

かすものです。

針路

相は
「安倍晋三政権の取り組みを継承して前に進めていくのが私の使命

「安倍政治」さらに色濃く
来たる衆議院選挙の争点は
№２３６

連
県
知
高
(1)２０２０年１０月１０日

２０２０年人事院勧告で「引き下げ」
コロナ禍最前線で働く労働者を直撃
機関としての責任を果たしていると
はいえません。
今こそ賃上げが必要
この間、県労連は地域経済の活

先進７か国でも官僚を占める女

（
１面の続き）

性比率は最低で、 ブータンやマー

シャル諸島、サンマリノなどと並ぶ

てきた高知県の経済を直撃してい

「地産外商」
や
待遇やハ
ラスメント防止、新型コロナ ス感染症の拡大は、
など
ウイルス感染拡大防止などに向け 「外国船クルーズの呼び込み」
外需に活路を見出して県政を進め

求めてきました。新型コロナウイル

は明らかです。内閣という日本の

ダー平等が大きく遅れていること

世界と比較すれば、 日本のジェン

歴代最年少の首相に就いています。

に３４歳のサンナ ・マリン氏が同国

点）で、フィンランドでは２０１９年

議院選挙が実施される公算が高

流動的ですが、 来年１月には衆

衆議院選挙で政治を変えよう

蔑視の風潮があると言えます。

せん。これは、自民党自体に女性

のみで毅然とした対応を取っていま

１０月７日、人事院は政府と国会に対し、国家公務員の給与に関する

た努力は見られるものの、非常勤

ます。今こそ、外需中心の県政か

姿勢を象徴する組織がすでに世界

まっています。
「選挙」は政治を転

また、女性が国のリーダーに就い

低さとなっています。

職員の処遇改善をはじめ、休暇制

ら、 内需中心の「地域循環型経

と大きくずれてしまっています。

性化のためにも、
「賃金の底上げ」

勧告は、公務労働者をはじめ人事
度などに改善点が見当たらない内

済」へ
の転換が求められています。

換する一番の近道であり、直接的

として最低賃金の大幅引き上げと

院勧告の影響を受ける多くの労働
容となっています。非正規労働者

現に、自民党の杉田水脈衆議院

勧告と報告を行いました。一時金については、０・
０５月引き下げとし、

者の生活改善を求める声に背くも
の処遇改善は、格差と貧困が拡大

最低賃金の大幅引き上げと全国

な方法です。私たちは、主権者で

ている国は２０カ国 （
３月１０日時

のです。 コロナウイルス感染拡大の
する中で、 大変重要なポイントで

議員が、党の部会で、性暴力被害

全国一律最低賃金制度の創設を

防止などに全力で取り組んできた

一律最低賃金制度は、 地域間格

あり、 政治選択の力を持っていま

月例給については、改めて必要な勧告及び報告を行うとしました。

公務労働者の奮闘や使命感に冷や

す。無期転換や同一労働同一賃

を巡って「女性はいくらでも嘘をつ

一時金の引き下げを先行させる

水を浴びせるものと言わざるを得

差を是正し、地域で暮らしていけ

④毎月払い、 ⑤一定期日払い

す。選挙によって、大きく政治を

113 日本
15.8%
※ 2020 年 1 月 1 日時点のため、 菅
内閣の数字は反映されていない

①通貨払い、 ②直接払い、 ③全額払い

けますから」と述べたことに対し、

30.4%
17.4%

賃金支払の原則

る賃金の底上げを果たす一歩とな

33.3%

49 イギリス
104 アメリカ

金を政府も一体となって進めている

35 イタリア

８時間超 ６０分以上

現状にもかかわらず、そこに触れ

50.0%
40.0%

６時間超 ４５分以上

ません。

カナダ
ドイツ

変える力を発揮しましょう。

52.9%

11
26

休息時間

自民党は下村政調会長の口頭注意

10 フランス

１週間に１日以上 or ４週間で４日以上

ります。

官僚に占める女性比率

休日

られていないのは、 人事院が代償

たたかえ！ローレンジャー！！
「組織化」

もう一つの問題点として、 均等

知っておきたい労働法！

非正規の改善が見られない

太平洋での水爆実験の様子

コロナ禍で奮闘する労働者に影響

女性比率

国名

順位
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(2)２０２０年１０月１０日

２１人）浜田ハイヤー労組 （
土佐山

を行った。 この行動には、 高知県 がった。新堀タクシー労組（
高知市
警の制服警官や私服 （
公安警察） １３人）
、桂ハイヤー労組 （
高知市

たたかい、ストライキは各職場に広

その後、怒りの連帯と共同する

せるなどの成果を勝ち取った。

計で）に数百万の一時金を支払わ

明神ハ
イヤー労組・
組合員全員（
合

労使間で団体交渉を重ね会社に、

社に要請した。これとあいまって、

ストライキ収束の努力をするよう会

伊野町長が仲裁役的に乗り出し、

するよう促してほしいと要望してき

労使間の前向きな話し合いで解決

労組関係の個別会社においては、

ので尽力してほしいとしながら加盟

とにかく運賃改定の認可を得たい

た。業界側は、自交総連に対し、

入れが自交総連高知地連になされ

賃改定認可へ
の協力を求める申し

トライキに懸念を抱くとともに運

賃改定をめぐる各社での相次ぐス

イヤー・
タクシー協会がタクシー運

にタクシー産業における労働組

んこれらの課題を解決するため

緊の課題となっている。 もちろ

準の賃金 ・労働条件改善は喫

シー運転者の確保や社会的水

もに、 それにふさわしいタク

た、タクシー産業の活性化とと

しての役割を果たすため、 ま

て、タクシーが公共交通機関と

働省賃金センサス）
。現在におい

８８００円 （
２０１６年厚生労

は、筆者の記憶による数）
。
シー労働者の同年収２９４万２
高知県タクシー協会や高知市ハ ５００円と、 その格差２０２万

ばっての声も寄せられた。 当時の

施せよと自交総連五台山ハイ
１０数名が遠巻きに監視をするな

田町５人）
、高岡ハイヤー労組 （
土

県労連３０年を振り返る

ヤー労組 （
高知市２４人）が、
かで当局から、自交総連高知地連

１９９２年８月５日から会社前

ハ
イヤー労組（
高知市１２人）
も

り込みストライキを実施。柳瀬

前で７５日間、連日にわたり座

で、 毅然とした主張をもとに抗

拒否し、 警察の不当介入寸前ま

総連は、退去勧告書の受け取りを

による退去勧告がなされた。自交

委員長に対し、３度にわたり書面

時間ストライキを実施した（
なお、

市２５人）なども２４時間～４８

市８人）
、土電ハイヤー労組 （
高知

市６人）
、桂浜タクシー労組（
高知

知市５人）
福井ハ
イヤー労組（
高知

佐市７人）
、高知ハイヤー労組 （
高

定より３カ月遅れで認可となった。

の運賃改定は四国運輸局の当初予

現した。高知県における１９９２年

るなど、ある一定の賃金改善が実

その後、数社が歩合給を引き上げ

な問題解決には至らなかったが、

労働者仲間のたたかいを、今や

た要求でたたかった県内タクシー

働条件改善の実現めざし一致し

に自交総連に結集し、賃金・
労

かつてのタクシー運賃改定時

求められている。

合の拡大 ・強化や団結強化が

名が集会をひらき抗議の座り込み

で５６日の座り込みストライキ

議 ・要請を行った。

れ、賃金 ・労働条件改善を実

タクシー運賃改定の公約守

公約守れ、運賃値上げ分を運転者にまわせの
怒りの連帯・共同のたたかい、ストライキ相次ぐ

執筆者 県労連副委員長 樫原 正彦

県労連とともに歩んだ自交総連
３０年のたたかいを振り返って②

１９９１年７月１０日から会社

た。自交総連と業界間での集団的

を実施した。

梶原守光弁護士の参加 ・支援

原健二郎衆議院議員（
当時）
や

自交総連加盟労組をはじめ山

実施させよ」
と同支局敷地内で

転者の賃金 ・労働条件改善を

シー業者に
「公約を守らせ、運

高知運輸支局）に対し、 タク

国運輸局 ・高知陸運支局 （
現

日、運賃改定の認可権者 ・四

一方 、 １９９２年 ９月 １３

り、ストライキへ
の理解と協力を訴

用者や道行く人たちにビラを配

前でストライキを実施。 常連の利

早々１月１日から１７日間、会社

野町１４人）が、 １９９３年正月

後において、明神ハイヤー労組 （
伊

始し、行政責任を放棄した。その

くまで労使間問題とする姿勢に終

なく、賃金 ・労働条件問題は、あ

公約は法的義務を課したものでは

しかし、当局は、運賃改定時の

すっかり影を潜めることとなった。

での賃金 ・労働条件改善要求も

た。これとあいまってタクシー職場

シー 運 賃 改 定 は行 われなくなっ

クシー利用者離れなどによりタク

度の乱れや長期不況のもとでのタ

シー自由化 （
増車）に伴い運賃制

年代初期の小泉 政権下でのタク

さて、タクシー業界は、２０００

収４９７万１３００円に対し、タク

ている。一般産業労働者の平均年

を下回るなどの低賃金も蔓延化し

タクシー運転者の賃金は最低賃金

一方、歩合給で働く少なくない

くが年金受給者ともいわれている。

調べ）と高齢化し、その約半数近

均年齢は６５歳（
２０１８年国交省

現在、県内のタクシー運転者の平

ればならない。

らに次代へ
と引き継いでいかなけ

教訓や成果を今に生かし、 さ

織の一員として前述のたたかいの

んできた自交総連もその構成組

刻まれる。 県労連とともに歩

県労連運動の３０年間の歴史が

ではないか。たたかう労働組合・

組合のたたかいの軌跡たり得るの

県内タクシー労働者のたたかいの軌跡を刻む

の自動車交通産業分野の労働

かし、そのたたかいの事実は県内

知る関係者は少なくなった。し

を得て、高知県労連役員 ・加

えた。 少なくない人たちからがん

本項で記述した各労組・
組合員数

盟労組も支援に駆けつけ５０数

結成大会
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(3)２０２０年１０月1０日

「なかま」高知県国公

切るためには、労働者がともに

支え合うことがとても大切であ

きます。 寺田さんとか知っている名前があり、 な

つかしく感じました。 県教組 （H ・ N）

○先日、 職場に爆破予告があり、 １時間職場を

空けました。貴重な１時間を奪われて何とも言えな

い気分になりました。 自治労連 （O ・ T）

域の笑顔。 ともにがんばりま

治労連 （R ・ M）

○県教組の登場する記事についつい目が先にい

当選 者の 発表

○「知らない 知らされないということは怖いものだ」

クロスワードパズル

へ GOー！！。 自治労連 （S ・ Y）

２３５号のクロスワードパ

ると考えます。私たち働く仲間

域循環型経済の構築の為、今晩も近所の居酒屋

図書券プレゼント

の力で「世論」を動かし、真に

は修復不可能な状態になります。一刻も早い、地

ズルの答えは「ウロコグモ」

０年ぶりとなる。」
との報道がなさ

○外需頼みの政策の限界は、 結果が出る頃に

しょう！！

○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。

れました。

労働者のためとなる「法律 （
制

祈ってます。 自治労連 （E ・ F）

でした。当選者は左の通りで

国民感情や情勢適用の原則から

度）
」を国会 （
国）で制定し、そ

喜ばしいことです。 労働条件が改善されることを

す。

することがほとんどです。 いつもお世話になって

《応募方法》

すると「給与の引き下げも一定は

の法律 （
制度）の運用を司る公

半年以上続く今回のコロナ禍

務労働者が、あまねく労働者の

を、令和の新時代である今日こ

やむを得ない。」とも考えられま

を受けて
「減る」ということはあり

そ、
「分断や差別」ではなく「協

すが、公務の職場で働く仲間は、

ません。中でも、ハ
ローワークなど

同の和」で支え合い、
「みんなで

ために公務に精励する。 このこ

労働局の職場で働く仲間は、雇用

乗り越えていこう！」と考える

コロナ禍の影響で仕事が
「増える」
こ

調整助成金などの休業支援金の対

今日このごろです。

とにつきると考えています。

「人事院は１０月２日、 ２０２０

応に、日夜奮闘してます。そこで

○高知市内へ飲みに行くと帰りにタクシーを利用

藤岡 英梨香 さん

こと。 完全―― ⑰日本最大の――湿原

とはあれども、 景気動向の影響

年度の国家公務員の給与改定で期

働く仲間の職場実態から見れば、

自治労連 （K ・ O）

家族の笑顔。仲間の笑顔。地

末勤勉手当 （
ボーナス）引き下げ

分が何もできないという現実がもどかしいです。

このコロナ禍の危機 ・難局を乗り

マイナス勧告には納得できないのも

せんが、 実社会にはそれで苦しむ人がいて、 自

クロスワードの答えと、 【当選者】

歳の祝い ⑪――付袴

（自治労連）

らす ⑫五十の――を越える ⑭微塵子。何と読む ⑯治る

機関紙の感想、組合名、郵

３――の担任 ⑧九十九

大谷 亜希 さん

で潤った ⑦左派の対 ⑨「官から――へ」 ⑩――の子を散

便番号、住所、氏名、年齢

④――たる目的 ⑥２年

（自治労連）

①負けて――をなめる ③話の――を折る ⑤朝鮮戦争――

を記入の上、
県労連書記局

③能力には――がある

（自治労連）

【ヨコのカギ】

宛にお送り下さい。

②釣り――を垂れる

大﨑 宏一郎 さん

⑭千里の――も一歩から ⑮――とキレ

抽選で３名にＱＵＯカー

があるビール

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

⑬待てば――の日和あり

（ハガキ、
ＦＡＸ、
ｅメール

【タテのカギ】①悪戦――

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 。

本当のことを知る努力は続けていきたいと思う。自

を国と内閣に勧告する方針を固め

人、 家族で発症した人など、 直接身近にはいま

高[知県労連ＨＰに記載し

を並べてできる言葉は？

高知県国公 吉田隆司議長（右）

事実です。

いるので、タクシー運転手さんに還元されることは

た。引き下げはリーマン・
ショックの

○コロナにより後遺症が残る人、 職を追われた

影響を受けた２０１０年以来、 １

おたよりの紹介

ています ）]締め切りは１
１月７日までとなります。

カギを解き二重枠の文字
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