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　安倍総理の突然の辞任により、新たに菅政権が
9月16日、発足した。菅総理は、安倍前総理の残
任期間約 1年を務めることになる。だが、本人は
“本格政権”を標榜していることから、コロナ禍の
情勢をみながら、いつ総選挙に打って出てもおか

　そもそも地域ユニオンの闘争は、パワハラに苦
しむ労働者の涙ながらの相談からはじまっていま
す。この訴えに対して地域ユニオン -連合高知は、
これが紛れもない真実であると確信したからこそ
組織をあげて闘っているところです。それを裁判
所が「真実と信じるにつき相当な理由があるとい
えない」と判断しました。この判断を受け入れる
ということは、今後の労働組合活動において、組
合から闘争報告をはじめ何も発信できなくなり、
その結果、相談者や組合員の支援もできないこと
につながりかねません。
　また、この仮処分異議申立事件における裁判所
の決定は、労使関係において最も重要な降格処分
問題に関する交渉に使用者側が誠実に応じてこな
かったことや、降格処分の理由を変遷させたこと
が不当であるか否かの評価をまったく行いません
でした。労働組合としては、団体交渉に臨む使用
者の対応は非常に重要ですし、重大な処分である
「減給を伴う降格処分」の理由を変遷させることな
どは、信義に反し許されないと考えます。

　パワハラに関しては、本年 6月からのハラスメ
ント対策関連法の施行により、事業主のパワハラ
防止措置が義務化若しくは努力義務化となりまし
た。そんな中、この裁判所の決定は、組合員の一
人がパワハラにあたるとして労働局に対して口頭
助言申請を求めていた事実ですら、パワハラにあ
たらないと切り捨てました。これは、パワハラ防
止法等でいう 3要素 6類型に当てはまらないもの
は一切パワハラと認められないといっているのに

組合活動の否定

パワハラ撲滅の流れに逆行

衆議院1区“武内のりお”氏、2区“広田はじめ”氏を推薦決定！

あらたな政治への転換を！

しくない政治情勢になっている。
　そんな中、連合高知は 1区 武内のりお氏（立憲
民主党）、 2区 広田はじめ氏（立憲民主党）を第
8回執行委員会（ 7 /21）推薦決定した。

等しいものと受け止めざるを得ません。
　パワハラは多種多様であり、損害賠償請求の対
象とまでは言い難い小さな嫌がらせのようなもの
から、一つの行為で損害賠償請求が可能となるよ
うな暴力的な言動のようなものまで様々です。違
法なパワハラにあたるかどうかは別として、個々
の労働者がパワハラと感じたことについて、使用
者側に是正を求めること、それを労働組合が支援
することは当然のことです。ところが裁判所の決
定は、違法なパワハラでなければ、組合員への支
援の呼びかけ等の目的であっても、ホームページ
などに掲載することは許されないという判断をし
ているのであって、こんなことは労働組合として
決して受け入れることなどできません。

　この仮処分をめぐる争いの一方で、連合高知は、
使用者から記事掲載について名誉毀損・損害賠償
請求訴訟を起こされています。この訴訟では、パ
ワハラ訴訟の原告団の一人である地域ユニオン組
合員も被告として訴えられています。
　この組合員は、いろいろ悩み逡巡しながらも泣
き寝入りするのではなく、パワハラ・嫌がらせと
いう社会的な理不尽を正していこうと決意し、闘
いに立ちあがりました。このような労働者に対し
て使用者が訴訟を起こすことは、精神的苦痛を受
け続けてきた被害者に追い打ちをかけるようなも
のです。被害を訴えた者を逆に訴えるというよう
な暴挙が許されるのであれば、パワハラを糺そう
とする行動に大きな制約を掛け、泣き寝入りを余
儀なくさせることにつながりかねず、決して私た
ちは認める訳にはいきません。

　以上のように、本決定は「パワハラ・嫌がらせ
行為の相当性」を認めないという、理不尽で極め
て偏向したものであり、かつ、「表現の自由を含め
た組合活動を黙示的に制約する内容」を孕んでい
ることなどから、高松高裁への保全抗告の申立て
をしたうえで、組合員 4名を原告団とするパワハ
ラ裁判闘争を連合高知の大きな闘いと位置付けな
がら今後も取り組みを進めていきます。

被害者に追い打ちをかける決定

パワハラ裁判闘争を軸に！

高知１区は「武内のりお」さん

まっとうな政治に大転換！

高知２区は「広田はじめ」さん

さあ、みんなで立ちあがろう！
真っ当な政治を取り戻す！

　立憲民主党は、権力の暴走による行政の歪み、
税金の私物化、独裁的な国会運営を生んだ安倍
政権を継承する菅政権に対峙するため、大結集
して生まれ変わりました。そんな中、わたしは
労働者の暮らし、国民の暮らしを守るべく『まっ
とうな政治へ大転換』できるよう奮闘していき
ます。
　連合高知に結集する
各産別組合員、ご家族
の皆さま！是非ともご
支援をよろしくお願い
します。

　コロナ禍という危機が社会の矛盾をあぶり出
し、人々が政治を見つめ直し始めました。今こ
そ様々な社会の矛盾からの「転換」と「政治
改革」が必要であり、その好機です。安倍政権
を継承する菅政権ではこの矛盾を解消できませ
ん。わたしは、政権交代して「格差拡大社会」
「東京一極集中」「グローバル経済至上主義」「安
全保障政策」を転換さ
せ、「政治改革」の実
現をめざします。その
為に、まず総選挙で「与
野党伯仲」を実現し、
緊張感のある政治を取
り戻します。

《プロフィール》
衆議院議員
（ 1期、比例四国ブロック）
1958. 9 . 8 生
　幡多郡三原村出身
高知工業卒
高知市議会議員 1期
参議院議員 1期

《プロフィール》
衆議院議員
（ 1期、高知 2区）
1968.10.10生
　土佐清水市出身
早稲田大学卒
高知県議 2期
参議院議員 2期

「投稿記事削除断行仮処分命令
異議申立て決定 (8/31)」に関する見解

　連合高知がホームページに掲載した「第31
回定期大会（2019/11/27）における地域ユニ
オンからの闘争報告」記事の削除を命じた仮
処分決定を不服とする異議申立ての決定が 8
月31日、出されました。
　連合高知は、この決定を「社会通念と著し
く乖離した、極めて不公平で中立性を欠く不
当なものである」と受け止めています。
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　当然、予想していたが、今年の使用者側は岩石
のごとく固かった。とにかく「賃上げよりも雇用
維持」の一点張りだった。ただ、中賃の「現行水
準維持」という発信は、決して「現行維持＝ゼロ円」
ではない、「現行水準の維持」だということを突破
口に、労働側は有額をめざして論陣を張った。

　まず、労働側は 3点に絞って主張した。その一
つは、現在の最賃水準は労働力の再生産費を大き
く割り込んでいることから、これをセーフティネッ
トとして相応しい水準に引き上げること。二つ目
に、コロナ禍だからこそ、最賃を引き上げて個人
消費を拡大し、内需主導型の自律的経済成長に結
びつけるべきということ。 3点目は、ランク間格
差・地域間格差を縮小すべきであることを論じた。
この中でも特に、労働力の再生産費に見合う水準
を訴えた。
　使用者側は「今年は上げる状況にない。ゼロ円
だ」と審議の最終盤まで主張した。

【質問Ａ】
　コロナ禍のなかで中央最賃審議会が目安示
さず、地方審議会は大変厳しかったと聞いて
いるが・・・

【質問Ｂ】
　労働側委員の主張と使用者の主張は？

【質問Ｃ】
　結果2円の引き上げをどう受け止めている
か？

　安倍前総理は、連続在職日数が約 7年 8カ月とな
り、歴代最長の在任期間となった。しかし、安倍前
政権の残してきた負の遺産は国民にとって取り返し
がつかないほど大きい。
　経済政策では「アベノミクス」と称して“大胆な
金融緩和・機動的な財政出動・民間投資を喚起する
成長戦略”を進めてきた。その結果、円安・株高を
背景に輸出企業などでは業績改善が進んだ。だが、
労働者にはその恩恵が零れ落ちるといわれたトリク
ルダウンが起こらなかった。非正規労働者の数は拡
大し、実質賃金指数もほぼ横ばいで格差は広がり続
けた。そのうえ、生活・生存に不可欠な社会保障支
出も削減された。畢竟、アベノミクスは、労働者・
民衆から収奪した金を私的大企業 -金融大資本に注
ぎ込み、大企業の利益拡大をはかる目的以外の何も
のでもなかった。

　また、安保関連法では、憲法違反である「集団的
自衛権の行使」にまで踏み込んだ。さらには、国家
権力が個人の内面にまで介入し、言論統制するこ
とにつながる「特定秘密保護法」や「共謀罪」法ま
でも成立させてきた。直近では、森友・加計学園問
題や、総理自身が主催する「桜を見る会」をめぐる
疑惑、三権分立の破壊と法治国家の崩壊につながる
「検察庁法」の改悪策動など、安倍政治はウソと欺
瞞にまみれた政権運営の連続であった。

収奪される労働者

法治国家の崩壊！

県最賃、2円引上げ792円に

　 2円の引き上げは最下位グループの水準である
とともに、額からいうとコロナ禍とはいえ不十分
だ。ただ、プラス 2円で全会一致にしたこと、そ
して、あまり外には出ていないが、公益見解に「今
後の審議においてさらなる引き上げを目指すこと
が社会的に求められている」という文言を書き加
えさせたことは大きい。この 2つのことが相互作
用して、来年以降の審議においては、「経済危機に
あっても絶対額の低い最賃を引き上げることが大
事だ。ゼロ円という話はない」という主張を労働
者側はしやすくなった。これが本年の最大の成果
だと受け止めている。

　目標は、経済危機においても最賃がセーフティ
ネットの役割を果たせる水準にしていくことだ。
具体的にいうと、現在の水準で休業補償の最低ラ
インである 6割にされると時給500円にもならな
い。これが1500円だったら、およそ900円になる。
だからこそ、誰もが安心して暮らせる水準の1500
円をめざす。ただ、一足飛びにはいかないので、
当面は連合リビングウェイジ（最低生計費をクリ
アする水準）の870円をめざす。
　課題は、最賃の引き上げはあくまで「底上げ」
であり、決して春闘のような労働者全体の賃上げ
ではないことを社会的な共通認識にしていくこと
だ。これができない限り、最賃審議は単なる賃上
げ審議にとどまって、「最賃を上げると雇用が失わ
れる」との論がもっともらしく繰り返されること
になると考えている。

【質問Ｄ】
　最賃の目標と当面の課題は何か？

　こうした政治反動が進む中、私たちには「主権
在民、権力分立に基づく法秩序（立憲主義）を取
り戻す」ことと、「自己責任から支え合いへ」を主
要な対抗軸にする運動が求められている。とくに、
新型コロナ禍という国家的危機の中にあって、「一
人ひとりの命とくらしを守り抜く」ことをわが国
の社会・経済・政治の基軸に据えて、コロナ禍を
乗り越えるとともに、ポストコロナ、ウィズコロ
ナにおける「新しい標準（ニューノーマル）」を創
出することが喫緊の課題になっている。
　したがって、いま私たちがなすべきことは、組
織の総力をあげてこれまでの政治の流れを変え、
「わが国で働き暮らす人々が個々に分断されて生き
る社会ではなく、一人ひとりがつながり合い、互
いに支え合う、安心で将来への希望を持つことが
できる持続可能な社会」を実現することだ。その
ためにも、私たちが“取り組むべき課題”をお互
い確認し合いながら、経済闘争と政治闘争を両輪
とする運動を推進していこう。

　政局は“一寸先は闇”である。この先、たとえ
コロナ禍であっても、いつ菅政権が党利党略で解
散総選挙に打って出るのか分からない。したがっ
て、“安倍政治を継承する菅政権”を許さず、あら
たな政治への転換をはたすために、 1区「武内の
りお」氏と 2区「広田はじめ」氏への支援の輪を
職場末端から広げていこう！

“立憲主義”と“持続可能な社会”を

許すな！菅政治

【日本の将来ビジョン・めざす社会像（略）】 　※連合と立憲民主党が締結した「共有する理念」より
□コロナ禍及びそれにより明らかになった社会の脆弱さを克服する。
□「命とくらしを守ること」をすべての基軸に、未来を切り拓く。
□一人ひとりの可能性をもとに、格差を廃した社会づくりを通じ新たな国民生活の活力に結び付ける。
○命とくらしを守る生活保障ですべての人々を包摂する社会
○あらゆる分野において分断を生まない持続可能な社会
○働き方・くらし方を柔軟に選択できる社会

１．命とくらしを守る生活保障（セーフティネット）が確立され、働き方・くらし方を柔軟に選択できる安心社会
２．将来世代へ希望がつながる持続可能な社会
３．命とくらしを中心に据えた新しい資本主義
４．「新しい豊かさを地方から」創り出す、地域が主役となる社会
５．健全な民主主義と機能する政府・地方行政

10月 3日より

　2020年度高知県地域別最低賃金（地賃）が10月 3 日から 2円引き上げられ、792円となる。
　今年の地賃審議は、中央最賃審議会（中賃）が「目安示さず、現行水準維持が適当」としたことから、
最大の課題は、“最賃引き上げの流れを継続することができるのかどうか”であった。この点も含め
て審議会委員に審議の内容を聞いてみた。

Ｑ．妊娠中ですが職場で働くことが不安です。どうしたらよいでしょうか。

Ａ．主治医に、母健連絡カード（母性健康管理指導事項連絡カード）へ「新型コロナウイルスに感染
のおそれの低い作業への転換または出勤の制限（在宅勤務・休業）の措置を講じること」と書い
てもらい、会社に必要な措置を求めてください。（詳しくは、厚生労働省サイト「新型コロナウ
イルス感染症に関する母性健康管理措置について」にて）

新型コロナウイルスに関する労働相談 Ｑ＆Ａ
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だ。ただ、プラス 2円で全会一致にしたこと、そ
して、あまり外には出ていないが、公益見解に「今
後の審議においてさらなる引き上げを目指すこと
が社会的に求められている」という文言を書き加
えさせたことは大きい。この 2つのことが相互作
用して、来年以降の審議においては、「経済危機に
あっても絶対額の低い最賃を引き上げることが大
事だ。ゼロ円という話はない」という主張を労働
者側はしやすくなった。これが本年の最大の成果
だと受け止めている。

　目標は、経済危機においても最賃がセーフティ
ネットの役割を果たせる水準にしていくことだ。
具体的にいうと、現在の水準で休業補償の最低ラ
インである 6割にされると時給500円にもならな
い。これが1500円だったら、およそ900円になる。
だからこそ、誰もが安心して暮らせる水準の1500
円をめざす。ただ、一足飛びにはいかないので、
当面は連合リビングウェイジ（最低生計費をクリ
アする水準）の870円をめざす。
　課題は、最賃の引き上げはあくまで「底上げ」
であり、決して春闘のような労働者全体の賃上げ
ではないことを社会的な共通認識にしていくこと
だ。これができない限り、最賃審議は単なる賃上
げ審議にとどまって、「最賃を上げると雇用が失わ
れる」との論がもっともらしく繰り返されること
になると考えている。

【質問Ｄ】
　最賃の目標と当面の課題は何か？

　こうした政治反動が進む中、私たちには「主権
在民、権力分立に基づく法秩序（立憲主義）を取
り戻す」ことと、「自己責任から支え合いへ」を主
要な対抗軸にする運動が求められている。とくに、
新型コロナ禍という国家的危機の中にあって、「一
人ひとりの命とくらしを守り抜く」ことをわが国
の社会・経済・政治の基軸に据えて、コロナ禍を
乗り越えるとともに、ポストコロナ、ウィズコロ
ナにおける「新しい標準（ニューノーマル）」を創
出することが喫緊の課題になっている。
　したがって、いま私たちがなすべきことは、組
織の総力をあげてこれまでの政治の流れを変え、
「わが国で働き暮らす人々が個々に分断されて生き
る社会ではなく、一人ひとりがつながり合い、互
いに支え合う、安心で将来への希望を持つことが
できる持続可能な社会」を実現することだ。その
ためにも、私たちが“取り組むべき課題”をお互
い確認し合いながら、経済闘争と政治闘争を両輪
とする運動を推進していこう。

　政局は“一寸先は闇”である。この先、たとえ
コロナ禍であっても、いつ菅政権が党利党略で解
散総選挙に打って出るのか分からない。したがっ
て、“安倍政治を継承する菅政権”を許さず、あら
たな政治への転換をはたすために、 1区「武内の
りお」氏と 2区「広田はじめ」氏への支援の輪を
職場末端から広げていこう！

“立憲主義”と“持続可能な社会”を

許すな！菅政治

【日本の将来ビジョン・めざす社会像（略）】 　※連合と立憲民主党が締結した「共有する理念」より
□コロナ禍及びそれにより明らかになった社会の脆弱さを克服する。
□「命とくらしを守ること」をすべての基軸に、未来を切り拓く。
□一人ひとりの可能性をもとに、格差を廃した社会づくりを通じ新たな国民生活の活力に結び付ける。
○命とくらしを守る生活保障ですべての人々を包摂する社会
○あらゆる分野において分断を生まない持続可能な社会
○働き方・くらし方を柔軟に選択できる社会

１．命とくらしを守る生活保障（セーフティネット）が確立され、働き方・くらし方を柔軟に選択できる安心社会
２．将来世代へ希望がつながる持続可能な社会
３．命とくらしを中心に据えた新しい資本主義
４．「新しい豊かさを地方から」創り出す、地域が主役となる社会
５．健全な民主主義と機能する政府・地方行政

10月 3日より

　2020年度高知県地域別最低賃金（地賃）が10月 3 日から 2円引き上げられ、792円となる。
　今年の地賃審議は、中央最賃審議会（中賃）が「目安示さず、現行水準維持が適当」としたことから、
最大の課題は、“最賃引き上げの流れを継続することができるのかどうか”であった。この点も含め
て審議会委員に審議の内容を聞いてみた。

Ｑ．妊娠中ですが職場で働くことが不安です。どうしたらよいでしょうか。

Ａ．主治医に、母健連絡カード（母性健康管理指導事項連絡カード）へ「新型コロナウイルスに感染
のおそれの低い作業への転換または出勤の制限（在宅勤務・休業）の措置を講じること」と書い
てもらい、会社に必要な措置を求めてください。（詳しくは、厚生労働省サイト「新型コロナウ
イルス感染症に関する母性健康管理措置について」にて）

新型コロナウイルスに関する労働相談 Ｑ＆Ａ
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　安倍総理の突然の辞任により、新たに菅政権が
9月16日、発足した。菅総理は、安倍前総理の残
任期間約 1年を務めることになる。だが、本人は
“本格政権”を標榜していることから、コロナ禍の
情勢をみながら、いつ総選挙に打って出てもおか

　そもそも地域ユニオンの闘争は、パワハラに苦
しむ労働者の涙ながらの相談からはじまっていま
す。この訴えに対して地域ユニオン -連合高知は、
これが紛れもない真実であると確信したからこそ
組織をあげて闘っているところです。それを裁判
所が「真実と信じるにつき相当な理由があるとい
えない」と判断しました。この判断を受け入れる
ということは、今後の労働組合活動において、組
合から闘争報告をはじめ何も発信できなくなり、
その結果、相談者や組合員の支援もできないこと
につながりかねません。
　また、この仮処分異議申立事件における裁判所
の決定は、労使関係において最も重要な降格処分
問題に関する交渉に使用者側が誠実に応じてこな
かったことや、降格処分の理由を変遷させたこと
が不当であるか否かの評価をまったく行いません
でした。労働組合としては、団体交渉に臨む使用
者の対応は非常に重要ですし、重大な処分である
「減給を伴う降格処分」の理由を変遷させることな
どは、信義に反し許されないと考えます。

　パワハラに関しては、本年 6月からのハラスメ
ント対策関連法の施行により、事業主のパワハラ
防止措置が義務化若しくは努力義務化となりまし
た。そんな中、この裁判所の決定は、組合員の一
人がパワハラにあたるとして労働局に対して口頭
助言申請を求めていた事実ですら、パワハラにあ
たらないと切り捨てました。これは、パワハラ防
止法等でいう 3要素 6類型に当てはまらないもの
は一切パワハラと認められないといっているのに

組合活動の否定

パワハラ撲滅の流れに逆行

衆議院1区“武内のりお”氏、2区“広田はじめ”氏を推薦決定！

あらたな政治への転換を！

しくない政治情勢になっている。
　そんな中、連合高知は 1区 武内のりお氏（立憲
民主党）、 2区 広田はじめ氏（立憲民主党）を第
8回執行委員会（ 7 /21）推薦決定した。

等しいものと受け止めざるを得ません。
　パワハラは多種多様であり、損害賠償請求の対
象とまでは言い難い小さな嫌がらせのようなもの
から、一つの行為で損害賠償請求が可能となるよ
うな暴力的な言動のようなものまで様々です。違
法なパワハラにあたるかどうかは別として、個々
の労働者がパワハラと感じたことについて、使用
者側に是正を求めること、それを労働組合が支援
することは当然のことです。ところが裁判所の決
定は、違法なパワハラでなければ、組合員への支
援の呼びかけ等の目的であっても、ホームページ
などに掲載することは許されないという判断をし
ているのであって、こんなことは労働組合として
決して受け入れることなどできません。

　この仮処分をめぐる争いの一方で、連合高知は、
使用者から記事掲載について名誉毀損・損害賠償
請求訴訟を起こされています。この訴訟では、パ
ワハラ訴訟の原告団の一人である地域ユニオン組
合員も被告として訴えられています。
　この組合員は、いろいろ悩み逡巡しながらも泣
き寝入りするのではなく、パワハラ・嫌がらせと
いう社会的な理不尽を正していこうと決意し、闘
いに立ちあがりました。このような労働者に対し
て使用者が訴訟を起こすことは、精神的苦痛を受
け続けてきた被害者に追い打ちをかけるようなも
のです。被害を訴えた者を逆に訴えるというよう
な暴挙が許されるのであれば、パワハラを糺そう
とする行動に大きな制約を掛け、泣き寝入りを余
儀なくさせることにつながりかねず、決して私た
ちは認める訳にはいきません。

　以上のように、本決定は「パワハラ・嫌がらせ
行為の相当性」を認めないという、理不尽で極め
て偏向したものであり、かつ、「表現の自由を含め
た組合活動を黙示的に制約する内容」を孕んでい
ることなどから、高松高裁への保全抗告の申立て
をしたうえで、組合員 4名を原告団とするパワハ
ラ裁判闘争を連合高知の大きな闘いと位置付けな
がら今後も取り組みを進めていきます。

被害者に追い打ちをかける決定

パワハラ裁判闘争を軸に！

高知１区は「武内のりお」さん

まっとうな政治に大転換！

高知２区は「広田はじめ」さん

さあ、みんなで立ちあがろう！
真っ当な政治を取り戻す！

　立憲民主党は、権力の暴走による行政の歪み、
税金の私物化、独裁的な国会運営を生んだ安倍
政権を継承する菅政権に対峙するため、大結集
して生まれ変わりました。そんな中、わたしは
労働者の暮らし、国民の暮らしを守るべく『まっ
とうな政治へ大転換』できるよう奮闘していき
ます。
　連合高知に結集する
各産別組合員、ご家族
の皆さま！是非ともご
支援をよろしくお願い
します。

　コロナ禍という危機が社会の矛盾をあぶり出
し、人々が政治を見つめ直し始めました。今こ
そ様々な社会の矛盾からの「転換」と「政治
改革」が必要であり、その好機です。安倍政権
を継承する菅政権ではこの矛盾を解消できませ
ん。わたしは、政権交代して「格差拡大社会」
「東京一極集中」「グローバル経済至上主義」「安
全保障政策」を転換さ
せ、「政治改革」の実
現をめざします。その
為に、まず総選挙で「与
野党伯仲」を実現し、
緊張感のある政治を取
り戻します。

《プロフィール》
衆議院議員
（ 1期、比例四国ブロック）
1958. 9 . 8 生
　幡多郡三原村出身
高知工業卒
高知市議会議員 1期
参議院議員 1期

《プロフィール》
衆議院議員
（ 1期、高知 2区）
1968.10.10生
　土佐清水市出身
早稲田大学卒
高知県議 2期
参議院議員 2期

「投稿記事削除断行仮処分命令
異議申立て決定 (8/31)」に関する見解

　連合高知がホームページに掲載した「第31
回定期大会（2019/11/27）における地域ユニ
オンからの闘争報告」記事の削除を命じた仮
処分決定を不服とする異議申立ての決定が 8
月31日、出されました。
　連合高知は、この決定を「社会通念と著し
く乖離した、極めて不公平で中立性を欠く不
当なものである」と受け止めています。


