賃上げを
第一に掲げ闘おう
春闘討論集会

19
月 日～ 日、浜松の国民宿舎奥浜名湖で 春闘
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に向け「春闘討論集会」が開かれ、各単産・地域から
名が参加し熱心に討論しました。

結果妥結の最低ラインに届
いたことで妥結しました」
全労災病院労組では「毎
年ストライキで闘い要求の
前進を図っている」等の報
告 は、 春 闘 を 闘 う に 当
たって大いに参考となるも
のでした。
分散会では「地域春闘を
いかに闘うか」をテーマに
討論し、地域で学習会を開
催したい、地域労連の役員
が団体交渉に参加してはな
どの発言がありました。
最後 に 菊 池 議 長 の 春
闘を勝利するために団結ガ
ンバローで締めくくりまし
た。

健康に働き続けるには
労働組合の役割が大きい

全労災病院労組から報告が
ありました。
東海大王パッケージ労組
の「会社は厳しいというが
財務諸表も出さない。小手
先の回答で誠意が見られな
いとストに突入しました」
「ストライキには全組合員
が 参加し 早番 ・遅 番が
時間ずつ行いました。その
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はたらくみんなの元気の出る集会

月 日静岡市内で「人
間らしい生活を！いのちを
守る第３回静岡県民のつど
い」が開かれました。
蓑輪明子名城大準教授が
「子どもの貧困はなぜ起こ
る」と題して記念講演し、
子どもの学習支援や子ども
食堂を運営している方たち
や歯科医師の方によるシン
ポジウムなどが行われまし
た。
蓑輪さんは、子どもの貧
困は親の貧困から発生して
いるとし、それが子どもへ
と連鎖していることから、
社会保障の充実、最低賃金
を上げていくことの大切さ
を語られました。長い間非

正規雇用で、 代になって
ようやく正規雇用なった蓑
輪さんだからこその、子ど
もの貧困について厚みのあ
るお話でした。
シンポジウムでは共通し
て「支援する側」としてだ
けでなく、子どもたちから
元気をもらっていること、
励まされているのは自分た
ちであることなどが語られ
ました。
参加者からは「お互いを
理解しあい、同じ時代を共
に生きる者同士として、手
をつなぐことが、社会を変
えていく力になると感じた」
といった感想がありました。

労働組合に
加入して解決しよう

全国一斉労働相談ホットライン
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菊池仁県評議長から「外 方針「大幅賃上げと賃金底
国人労働者問題や、水道事 上げ・安倍働き方改革への
業の民営化について国会で 総反撃・安倍改憲をさせな
強行しようとしているなか、 い」などを解説しました。
浜松市では全国に先駆け導 また、ご自身が北海道労連
入しようとしている。また、 議長だったころ、非正規労
来 年に は 消 費 税 を ％ に 働者の組織化や若者の活発
上げようとしているこの状 な労組活動など要求を基礎
況での春闘だ。賃上げを第 に大胆に変革してきた経験
一に掲げ闘っていけるよう、 をもとに解説されました。
討議を深めてほしい」とあ
春闘・秋闘でストラ
いさつがありました。
イキを決行した化学一般大
講演を、全労連の黒沢幸 王 パ ッ ケ ー ジ 労 組 ・
一事務局次長が「全労連 ×
通 信産 業 労組 ・ 河
国 民 春闘 」 と 題 し 行 い 合連合支部・郵政ユニオン・
ま した 。 全 労 連 の 春 闘
三 島病院労 組・

子どもの貧困は
なぜ起こる

ひとりで悩んだり苦しんだ
りしないですむ職場、社会
をつくることが大切ですと
締めくくりました。
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た人、ブラックな職場でメ
ンタル不全を発症した人、
障がいを理解されずに自死
した人、真に迫る事例に、
参加者は我が事のように聞
き入っていました。健康に
働き続ける職場にするため
には、労働組合の役割が大
きいことを再確認し、ひと
りでも多くの仲間をつくり、
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月 日「労働相談ホッ
トライン」を午前 時から
午後 時まで実施され、６
人の労働相談員が対応しま
した。
相談の内容は「勤務日数
にばらつきがあるが、年次
有給休暇は何日与えられま
すか。又、賃上げ交渉をし
たいがどうしたら良いです
か。」（パート従業員）
「有期雇用期間や低賃金、
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ボーナス・退職金で正規職
員と差別されている。この
ような臨時講師の実態を社
会問題視させてください。」
（特別支援学校臨時講師）
「労働災害の症状が固定化
した後、解雇されるのでは」
（労働災害認定者）という
ものでした。
相談員から「複雑な年次
有給休暇日数は労働基準監
督署に相談して下さい。」
賃上げ交渉や解雇の問
題は「 人でも加入で
きる労働組合に加入し
て団体交渉で解決しま
しょう」
臨時講師の方には、
「職場にある労働組合
に相談して労働実態を
明らかにし地域の労働
組合と連携して社会問
題化させましょう」と
対応しました。

切実な相談に応える相談員＝11月30日、
静岡県評会議室

人間らしい生活を！いのちを守る
第３回静岡県民のつどい

一コマ漫画

1

月 日（日）静岡県産
業経済会館において、「は
たらくみんなの元気の出る
集会
」が 名
の参加で開催されました。
集会に先立ち、恒例「あな
たのお時給どんだけ～」の
シール投票を実施しました。
日曜日にしては人通りが少
なかったのですが、 人の
投票がありました。非正規
は８５８円～９００円にほ
ぼ集中しており、正規は最
低生計費１４１９円以上に
集中していました。シール
投票を始めた頃のように、
非正規は最賃に貼り付く状
況です。今回は、最賃違反
はありませんでした。
集会では、静岡県働く者
の安全と健康を守るセンター
事務局長の相曽茂さん（写
真）に「長時間過密労働に
陥らないために」としてご
講演いただきました。労災
で働くことができなくなっ

国民を愚弄する暴挙！
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静岡県労働組合評議会
〒422-8062
静岡市駿河区稲川２-２-１
セキスイハイムビルディング７階
TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973
Eﾒｰﾙ kenpyo@ mail.wbs.ne.jp

県評しずおか
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若者の活発な労組活動など、要求を基礎に大胆に変革した経緯を話す
黒沢さん＝12月1日、国民宿舎奥浜名湖
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ひまわり集会

静岡
ました。
２０１８年 月「原発
ゼロ基本法案」を共同提案
し た 野党から代表参加
があり、自由党からは日吉
雄太衆議院議員、日本共産
党から島津幸広前衆議院議
員、立憲民主党の松井雄介
県議候補が連帯のあいさつ
をしました。
集会後、静岡市の繁華街
をパレードし「原発なんか
いらないよ」「子どもを守
ろう」と訴えました。

１１，３７３筆

理・事務など）は、「地
公災法 条に よる条 例
を適用」とされ、最終的
に各自治体の条例による
ことになっています。こ
の条例について総務省が
「ひな形」を示していま
したが、そのひな形には
「職員が労災にあった場
合に、上司などが首長に
報告する義務がある」と
いう内容でした。つまり
労災かどうかを上司など
自治体側が判断するとい
うもので、本人や遺族は
「申請権」が認められて

非常勤・非現業の公務災害の申請権
１．問題の背景
地方 公務員の 公務
災害（ 労災）は 制度
が複雑 です。常 勤職
員は地 方公務員 災害
補償法 （以下地 公災
法とい う）が適 用さ
れます 。非常勤 職員
のうち 現業職員 （土
木、建 築、運送 、教
育など ）は労災 保険
法が適 用されま す。
つまり民間の「労災」
と同じ ように扱 われ
ます。 非常勤職 員の
うち非 現業職員 （管

その トンの根拠
がない。垂直のボー
リング調査は か
所しかやっていな
くデーターは不十
分だ。たとえ、
万トンを戻すとし
てもその根拠はな
い。南アルプスはその成り
立ちから破砕帯を伴ってい
る。破砕帯は断層運動によ
り岩石が粉々に砕かれた部
分が一定の幅をもち、大量

いなかったのです。
２．総務省の新たな通知
今年 月 日、総務
省は各自治体に通知を出
し、新たな「ひな形」を
付け加えたのです。それ
によると、労災にあった
職員や遺族の申し出があっ
た場合にも、労災に申請
があったとするよう追加
したものです。つまり非
常勤・非現業の職員も労
災申請ができるようにな
ります。総務省は以上の
改訂にあわせた条例の改
正を促しています。
３．調査によれば
月の段 階で 割 の

8

の地下水を滞留している、
掘削時、滞留した水が一気
に噴出し、もどす水もなく
なる」と解説。また「トン
ネル工事に伴い、残土は後
楽園球場の約 杯分出ると
され、大井川燕沢に盛土す
る計画と言っているが、集
中豪雨時には土石流が発生
する。」と、リニア新幹線
工事の危険性を強く訴えら
れました。

7

最低賃金引き上げの力

韓国の労働事情

4

最低賃金委員会の労働者代
表委員に入って 年目とな
ります。これまで最低賃金
委員会で、情報公開と２桁
以上の引き上げ率を主張し
てきて、一定の成果を勝ち

自治体は既に本人・遺族
の申請を認めていました。
残り 割の自 治体が申
請できないとしており、
これらの自治体での条例
の改正が求められます。
臨時・非常勤の地方公務
員 は約 万人お り、う
ち 万人が 条対象者
とされています。
４．最近の公災（労災）
はパワーハラスメントが
原因であることが多く、
これまでのやり方では原
因者が判断者に重なるこ
とになり、極めて不合理
であることが指摘されて
いました。

69

取っています。
もともと最低賃金１万ウォ
ン（約千円）の要求は、最
初にアルバイト労働組合が
政治的な主張として掲げ、
その後、ナショナルセンター
の民主労総が公式見解とし
て要求しました。前回の大
統領選挙の時に全ての候補
者が最低賃金１万ウォンを
公約として掲げ、当選した
ムン・ジェイン大統領の下
で大幅引き上げが実現しま
した。
しかし最低賃金の運動で
主導的な役割を果たしてき
たのは「最低賃金連帯」で
す。２００２年に結成され、
労働団体や社会運動団体、
研究機関、政党など、約
団体が加盟して、連帯して
運動を進めてきたことが、
引き上げの大きな力となり
ました。
今後は経済の循環を良く
するために、社会的弱者で
ある非正規労働者と自営業
者の連帯を考えなければい
けないということでした。
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実行委員会を代表して林 いぞーと決心してください」
克さんは「私たちは 万 と訴えました。
筆の署名を県に提出し、静
経産省前で撤去された脱
岡県知事は私の任期中には 原発テントを反原発図書館
再稼働に同意しないと言っ として全国へ貸し出してい
た。浜岡原発は東海地震の る館長の早川由美子さんは
震源域の真上に立っている。 「文化の力は大きい、その
お年寄りや入院患者が避難 力を最大限生かして活動し
できない再稼働は絶対して ていきましょう」と、経産
はならない」と、あいさつ 省前テント広場の城田純生
しました。
さんは「テントはつぶされ
元東海村村長の村上達也 たが経産省前で毎日座り込
さんは、「東海村だけが、 みをやっている」と話され
原発再稼働の同意の権限を
独り占めするのは正義では
ないと、東海原発
圏
市長によびかけ、首長懇談
会 を 結 成し た 」 「 東海 第
原発の再稼働をめぐり、
日本原電と事前了解を得る
事前協定を締結した」と経
過を説明しました。
村上さんと一緒に脱原発
首長会を呼び掛けた。前湖
西市長の三上元さんは「原
発が止まるまで死なないぞー、
皆さんも止まるまで死なな
リニア新幹
線を考える静
岡県民ネット
ワークは、
月 日、静岡
市葵区の産業
経済会館で地
質学者の塩坂
邦雄氏（写真）
を招き「大井
川の水減少問題と南アルプ
スの地質」について講演を
しました。
塩坂氏は、南アルプスの
トンネル工事によって大井
川の流量が減少する問題で、
「ＪＲは減少分の毎秒 ト
ンを戻すと言っているが、
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韓国労働運動等の調
査で、なぜ大幅な最低
賃金引き上げが実現し
たかということを伺う
ために「韓国非正規労
働センター」を訪問し
ました。
イ・ナムシン所長
（写真）は、スーパー
マーケットの解雇撤回
闘争を扱った「明日へ」
という映画の準主役の
モデルとなった方で、
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職場の安全衛生を実現するために

リニア新幹線工事は安全か

すことが喫緊の課題である」
ことなど署名に込められた
思いを語りました。
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静岡県安全健康センター No.56

リニア新幹線を考える静岡県民ネット
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静岡県労働研究所
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特別支援学校や下級生から
設置を進めたい」（副知事）
「特別支援学校の狭隘化解
消も課題として考えている。
若い人が静岡に残ることを
目指している」（教育長）
といった一定前向きな応答
がありました。
参加者からは「給付型奨
学金の拡大」や「教育にトッ
プランナー方式や民間委託
などの手法が入り込みそう
で心配」「国への教育予算
と教員の増加を要請してほ
しい」「休業教職員の代替
者の未配置や免許外教員が
多い。精神疾患罹患人数が
高止まりなど教職員の心身
の健康が心配、大事な子ど
もたちの学校生活や学習に
も影響している、人を増や

11
2

教育全国署名

子どもと教育を考える静
岡県民会議は 月 日、
教育全国署名１１，３７３
筆を渥美静岡県議会議長に
提出しました。その後吉林
副知事と木苗教育長にも要
請をしました。
それに対して「地道な署
名の努力、ご苦労様。いず
れの請願項目も理解できる。
学校の設備が悪いのはそう
思う。時代に合った学校に
したい」（議長）「定数の
弾力化や加配措置など引き
続き国にお願いしていきた
い。静岡県としても教育を
大事にするのは従来から基
本姿勢だ。予算は国の絡み
もあるので、国に対して提
案と言う形で意見を出して
いる」「エアコンについて、

29

県議会議長へ請願署名を提出＝11月29日、
議長室

in
子どもと教育を考える静岡県民会議
11

24

30
km

静岡市の繁華街を「浜岡原発再稼働反対」と訴えパレード＝11月18日
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東海村だけが、再稼働の同意の権限を
独り占めするのは正義ではない
11月18日（日）浜岡原発の再稼働をゆるさない「11・18ひまわり集会in静岡」
（実行委員会主催）を静岡市葵区の駿府城公園東御門前広場で開催し県内外から
1000人が参加しました。

