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高知県労働組合連合会（高知県労連） 
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Ⅰ．０７年秋闘の総括（こうやってきた） 

 
私たちは次の３点を柱に０７秋闘をたたかってきた。 
①職場要求の実現、組織の拡大強化 
②改憲策動の阻止の基盤の職場・地域での確立、拡大 
③格差と貧困の一掃、社会保障の確立 
 
 

（１）職場要求実現、組織の拡大強化をめざす取り組み 

 

①賃金確定、年末一時金闘争の総括 

 
０７年 ０６年  

夏 冬 夏 冬 
ミロク労組 1.9 ヶ月 1.9 ヶ月 2.3 ヶ月＋15,000 2.3 ヶ月＋15,000 
特殊製綱所労組 ４８万円 ６１万円  ５５万円 
宇治電労組 120 万円（組合員平均） 120 万円（組合員平均） 
全日赤 2.0 2.5 2.0 2.45 
健保 2.1 1.8 2.02 2.15 
厚生連 1.65＋10000 1.8+50,000 1.65＋10000 2.0＋35,000 
精華 1.85 2.5 1.85 2.5 
医生協 1.0 1.0+10,000 0.9 0.9＋10,000 
高陵 2.0 2.0 2.3 1.7 
同仁 1.7 2.2+18,000 1.7＋5,000 2.2＋9,000 
こうち生協 
 下段パート 

1.7 
1.0 

0.65 
0.55 

1.7 
1.0 

0.8 
0.63 

学校生協 2.11 2.31 2.11 2.31 
土佐希望の家 1.815 1.985 2.125 2.325 
くすのき園 1.5 1.65   
土佐清風園 2.1 2.3 2.1 2.3 
高知市民間保育 2.11 2.1 2.125 2.325 
かがみの育成園 2.125 2.375 2.125 2.325 
愛仁園 2.11 2.31 2.125 2.325 
ぐりんぱセネカ  1.0   
国 2.125 2.375 2.125 2.325 
県 2.125 

2.11 
2.325 
2.31 

2.125 
2.11 

2.325 
2.31 

注）ミロク労組は、ベースが基準内賃金。国県は、基本給と一部が基本給＋扶養手当。 
注）県の一時金の支給基準は、上段が総原資による支給基準。下段が標準の支給基準。県職、県教委

の場合、99 年夏から成績率が導入されている。自治労連傘下では、導入されていないが、総原資基

準のところと標準値基準の自治体がある。今年はさらに 2.375 で一律支給の自治体も出てきた。 
 

②賃金確定の闘い 

 ０７人勧は、９年ぶりに基本給については初任給部分を 1.2%程度引き上げるなど若年層部分の

改定を行い、一時金については勤勉手当 0.05 月引き上げるとした。また、子育て支援策として扶
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養手当「子等」を引き上げる（+500 円で 6,500 円）改善を示した。 

非常勤職員（国公職場で 14 万人余、自治体職場での 45 万人あまりといわれる）の給与等につ

いて、「実態の把握に努め、必要な方策について、位置付けを含め検討」する旨の報告を行ったこ

とは重要である。 

これらは、不十分とはいえ全労連、公務労組連をはじめとした官民共同の闘いの成果である。 

しかし、一方で官民比較の対象企業規模の引き下げや地域手当への配分の引き上げなど、水準

の引き下げと地域間格差の拡大の方向を強く打ち出した。 

また、報告では新人事評価制度導入と任免・給与・育成に積極的に活用する姿勢を明らかにし

た。 

高知県人事委員会は、10 月 10 日に勧告を出した。基本給にかかわる初任給を中心とした若干

の引き上げと扶養手当の国に準じた引き上げ勧告を行ったが、期末・勤勉手当の引き上げは見送

った。 

 県公務労組連絡会として 9月 20 日に人事委員会交渉を行った。また、県教組、高教組は数度に

わたる人事委員会、教育委員会交渉を行い、査定昇給制度の導入や３％カットの中止を求めた。

自治労連は、地域振興課との交渉を行うとともに各自治体での確定交渉を粘り強く展開した。 

 
③労働時間短縮や、労働安全衛生にかかわる取り組み 

10 月 6 日に「いの健センター」の総会を開催し、11 月 17 日には「過労死１１０番」を実施し

３件の相談を受け付けた。センターでは、労働安全衛生に関する調査の準備を進めている。 

 自治体の職場では、突然死や過労自殺が頻発している。自治労連の加盟単組では、健康実態調

査などをすすめ、安全衛生活動が強化されつつある。 

じん肺被害の補償と根絶を求め、じん肺キャラバンや県交渉、労働局交渉を建交労の奮闘で成

功させた。 

 
④組織拡大の取り組み 

10 月 19 日に組織拡大強化組織代表者会議を開催し、11 月～12 月を組織拡大月間に設定、組織

拡大に取り組んだ。また、月末の執行委員会で組織現勢を集約し、執行委員会全体の責任で組織

拡大を推進することを意思統一した。 

 組織の推移は次の通りである。 

１９９５年 ２０００年 ２００５年 ２００７年 
１１，０６０ １０，０５４ ８，４９６ ８，１６１

１９２ １２０ ３０５ ５４６

注）上段が総数（年金者組合除く）。下段年金者組合。 
 
県労連としてこの間、きちっとした組織調査をしてこなかったこともあり、ほとんどの組織で

月単位での現勢把握がされていないことが浮かび上がってきた。「形だけの月間の設定」では、組

織拡大が進まないことは明らかである。 

 その点で福祉保育労のこの間の組織拡大の取り組みに学ぶべきである。福祉保育労の組織数の

動きは、次の表の通り。 

９／３０ １０／３１ １１／３０ １２／１１ 
３１１ ３３３ ３４３ ３４４ 
月単位での組織数の把握、単組・組合員への組織拡大の必要性の徹底など執念を持った取り組

みが展開されている。特に過半数をとることが組合員を守り、職場を守る生命線であるとの「危

機意識」が組織拡大の原動力になっている。 
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 また、10 月 20 日に労働相談センターンの総会を開催し、専任センター長をはじめ相談体制の

強化を図った。 

 オルグ団会議を開催し、積極的な組織拡大を推進すると同時に、争議対策委員会を確立し県内

争議の集団指導体制を確立した。救援規定の新設も本中央委員会に提案する。 

 12 月 11 日、12 日には「派遣・下請け、なんでも労働相談」を実施し、20 件の相談を受け、1

件いついては組織化の話を進めている。 

 相談実績は、10 月 18 件、11 月 9 件、12 月 22 件、累計で 49 件。センターがかかわる組織化は、

高知一般に 2 人個人加盟。福祉保育労:須崎･くすのき園 11/1 組合結成（結成直後 22 人）であ

った。また、この間争議が１件解決した。 

 ねらいを定めた「積極的な組織拡大」の計画も進めており、組織拡大の婦役を作る土台が整っ

た。 

 自治労連では組織拡大の専任者を配置し、組織拡大の課題での各単組オルグや各自治体のける

臨時職員などの賃金・労働条件調査を進め、自治体における不安定雇用労働者の組織化に本格的

に着手しようとしている。 

 
 (２)憲法改悪を阻止し、平和、国民共同のとりくみ 

 
①「9の日」宣伝行動を憲法会議に結集して行ってきた。 

②11.3 集会（200 名）、革新懇の「9 条を守る音楽と講演の夕べ」、革新懇文化祭の成功へ向け取

り組んできた。 

 しかし、県労連としての動きが作り出せていない。 

③国民大運動高知県実行委員会で副知事交渉を行い、切実な県民要求を県政に反映させる運動に

取り組んだ。効果的な交渉形態については、今後の検討課題である。 

 

（３）格差と貧困の一掃、社会保障の確立 

 

①最低賃金の大幅引き上げ、全国一律最低賃金制度の確立の運動を全国の運動に結集しながら進

めてきた。きわめて不十分ではあるが、１０月２６日からの７円の引き上げとなった（時給６２

２円）。しかし、見過ごしてはならないことは、地域間格差が拡大した点である。 
１１月１６日に総行動を実施し、高知県、県経営者協会、労働局に最低賃金の周知徹底、公契

約条例の制定、入札制度の改善、雇用創出などで申し入れを行った。 
 また、この日ハローワーク前で宣伝、ビラ配布を行なった。 
 １１月２７日、２８日には、公契約条例の制定、最低保障年金制度の創設を求める意見書決議

要請のため自治体キャラバンを行い、年金者組合、公務労使連絡会とともに７自治体を訪問した。

公共事業、入札問題での課題が浮かびあがってきた。 
 年金者組合は、１１月３日に「年金一揆」と銘打って宣伝署名行動を展開した。 
②県社保協に結集し全県キャラバンに参加し、後期高齢者医療制度の凍結を求める広域連合との

交渉や署名の取り組みを行ってきた。高知市の老人クラブ連合会が、中止決議を挙げ運動を進め

るなどの前進面が出ている。社保協、国民大運動レベルでの運動展開を意思統一して進めている。 
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（４）知事選挙の取り組み 

 
11 月 25 日投票の県知事選挙で県労連は革新県民連合に結集し、県労連前委員長の国松勝氏の

推薦を決め奮闘してきた。 

 構造改革路線の最大の被害県である高知県でその成否を問い、橋本県政の積極面を引き継ぐの

かどうかが問われた重要な選挙であった。 

 選挙結果は、国松勝氏 36,346 票（12.49％）、尾崎正直氏 178,109 票（61.21％）、近森正久氏

61,191 票（21.28％）、関谷徳氏 14,584 票（5.01％）となり、自民、公明、民主、社民４党相乗

りの元財務官僚の尾崎氏が当選した。 

 投票率は、県知事選挙史上最低の 45.92％であった。４党相乗りに対する批判の反映であると

同時に、有権者の一種の“あきらめ感”もあり構造改革批判や地域再生の課題を現実的な争点に

できなかったことの結果といえる。また、国松候補含め、選挙戦の出遅れによる知名度不足が、

有権者の足を止めたことも否めない。 

 県労連は、9月 30 日の第 20 回定期大会で「自民党県政への後戻りを許さない」「橋本県政の積

極面を受け継ぐ県政を実現する」「政党支持自由の原則を貫きながら、革新統一候補を擁立してた

たかう」ことを確認した。 

 そして、10 月 18 日の第 3 回執行委員会で国松勝氏の推薦を決定し、高橋委員長を本部長とす

る闘争本部を設置した。 

 全体としては、短期間という非常に限られたなかで、奮闘することができたが、今後克服すべ

き課題も明らかになった。 

 その第１は、県労連と各加盟組合が自分たちの職場や生活要求に根ざして日常的に県政にかか

わっていく重要性である。県労連としての県政政策を明確にし、県政全般と真正面から向き合う

活動スタイルを築く必要がある。その延長線で 4年に 1度の選挙戦を迎えることが重要である。 

 その２は、「政治的中立主義」の克服へむけたお互いの努力である。政党支持の自由は、特定

政党への支持の押し付けやカンパの徴収を行わないということであって、「政治的中立主義」を

とることではない。 

 政党選挙は県労連として取り組まないことは明確である。一方、要求実現の観点で要求を明確

にし、民主諸団体とともに無党派の革新候補を擁立して政治革新に取り組む統一戦線組織（革新

県民連合もその１つ）でたたかう選挙の意義について、今一度各組織で再討議し理論と実践を深

めることが重要である。そのために、前項の県政と真正面から向き合う運動スタイルの確立を行

いながら、自分たちの要求と政治の関係について日ごろから語る組織風土を作っていく必要があ

る。 

 教訓の第３は、16 年間のブランク、短期決戦（にならざるを得なかった）という事情はあるに

しても、闘争本部を十分機能させることができなかった点である。日ごろからの活動スタイル、

各加盟組織との関係、情勢にともなう運動の比重のおき方など、さまざまな観点から深い検討を

必要とする。 

 今後の県政対応については、選挙後の新知事の発言や 12 月議会での答弁を踏まえ、冷静な分析

が必要である。いずれにしろ、利権・しがらみの政治の復活を許さない立場からのチェックと県

政を取り巻くきびしい現実をふまえた建設的提案型の姿勢が求められる。 
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Ⅱ．０８年春闘をめぐる情勢の特徴（こう見る） 

 
 (１) 参議院選挙の結果、労働者・国民の切実な要求を掲げたとり組みが政治を動かす条

件強まっている。 

 

１) 自民党内の権力たらい回しで誕生した福田政権は、異常なまでのアメリカ追従と大企業奉仕

の自民党政治に固執し、参議院選挙で示された主権者意思の前に、行き詰まりと混迷を深めてい

る。 

 参議院の比較第 1 党となった民主党は「二大政党制」を主張し、一方で自民党との対決姿勢を

強めるポーズをとり、一方で自民党との「連立」をも模索するという矛盾した行動をとっている。

「9条」改憲を求め、「構造改革」の継続強行を迫るアメリカと日本財界の求める政治路線に立つ

民主党が、来る総選挙もあって、参議院選挙で示された国民の意思に応える姿勢を一定とらざる

を得ないという矛盾が、同党の行動に反映している。 

したがって、国会状況は極めて流動的である。 

２) 開会中の臨時国会の状況は、注意深くみる必要がある。 

全国災対連に結集してとり組んだ「災害被災者生活再建支援法」の改正が成立したことは、意

義ある教訓的なとり組みとなった。 

参議院選挙結果が直接影響して、11 月 1 日にインド洋の自衛隊艦船への「撤退命令」が発せら

れたのも、歴史的な意味をもっている。 

 さらに、後期高齢者医療制度や障害者自立支援法、電気用品安全法など、95 年総選挙以降の国

会で、「数の力」におごった自公政権が「ごり押し」した制度が、諸団体の運動もあって、短期間

に見直し対象となってきていることも見逃せない。 

一方で、最低賃金法「改正」とかかわって、民主党は、全国一律の最低賃金制度の可能性をも

った自らの法案を棚上げし、政府案をもとにした修正協議に応じて衆議院採決に協力した。先に

述べた民主党の矛盾した行動の表れとしてみておく必要がある。 

 

(２) 労働者の貧困化に歯止めをかける運動への期待と関心が高まっており、応えたとり組

みが求められている。 

 

１)1995 年に 17.5%であったパート・アルバイトなどの非正規労働者の割合は、2006 年の段階で

1691 万人（33%）にまで増加している。 

 新規大卒者の採用動向は、2003 年に 55.1%と最低の就職率を記録した後増加し続けており、09

年採用計画ではバブル期並みの就職率まで回復するとの予測もあるが、90 年代後半からの就職困

難時に卒業期を迎えた青年の雇用の不安定さは解消されていない。雇用の面でも、格差の拡大や

「二極分化」が確認できる状況にある。 

２)民間シンクタンク（大和総研）の調査でも、2001 年度を底に、県民所得の格差が拡大傾向と

なっていることが示されている。2004 年度の県民所得（一人当たり）は、東京の 455 万円に対し

沖縄の 198 万円と 2.29 倍の格差がある。 

 生活保護世帯は、2005 年度で 100 万世帯を越え、高齢化による生活保護率の上昇にともない就

労や保護辞退の強要事例も後を絶たない。 

非正規雇用の増加ともあいまって、ダブルワークの労働者も増えており、全労連の調査でも、

男性パート組合員の 16.6%がダブルワークの状況にあることが明らかになっている。 

３) 文部科学省の調査では、授業料の免除・減額を受ける高校生は 23 万人を超え、全生徒の 1
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割となっている。大阪・27.9%、東京 24.8%など、都市部での状況も深刻である。 

 政府が公表した 05 年の所得格差（ジニ係数）は再配分前所得で「0.5263」と過去最大となった。 

 政府・国税庁の「民間給与実態統計調査」では、06 年、1年間を通じて働いた給与所得者・4485

万人の内、1020 万人（22.8%）が 200 万以下の年収となっている。 

平均給与は 1998 年をピークに 9 年連続減少し年収 435 万円であるが、年収 2000 万円以上が前

年に比べて 13 万人増加しており、「所得の二極分化」が顕在化している。 

 なお、同調査では、産業間、企業間、男女間格差などが一向に解消されていないことも明らか

になっている。 

４) 格差と貧困が加速度的に拡大し、それへの不満が蓄積するとともに、最低生活の保障を求め

る社会的運動への期待も高まっている。そのことを見すえた反転攻勢を組織することが、08 春闘

の全労連には迫られている。 

 

 (３) 労働者、国民の生活苦に追い討ちをかける社会保険料等の負担増が狙われ、生活

必需品の高騰が懸念されるだけに、国民春闘の構築が求められている。 

 

１) 厚生労働省が行った「住居喪失不安定就労実態調査」では、いわゆる「ネットカフェ難民」

が全国で 5000 人を越え、その年齢構成は 20 歳代と 50 歳代に「山」があることが明らかにされて

いる。 

 社会保険庁の公表では、国民年金加入者の保険料納付率は、保険料免除者を含めれば 49.0％と

5割を切り、特に 20 歳代での納付率の低さが明らかになっている。年金記録消失問題もあり、国

民の将来不安が高まる一方で、将来の無年金者予備軍が大量に生じており、社会緒保障制度のい

き詰まり明らかになっている。 

 国税庁の調査でも、税控除の見直しなどが行われた 2004 年以降、税負担割合が 0.5 ポイント増

加しており、庶民増税が進められてきたことが示されている。 

２) 07 年 8 月までの消費者物価は、7ヶ月連続して下落しているが、家事用消耗品、保健医療サ

ービス、油脂・調味料、身の回り品などで前年比 2%程度の増となっている。マヨネーズ、カプラ

ーメンなどが 10%を越えて上昇し、ガソリン価格も高騰し続けている。 

 家計調査によれば、2007 年に入りエンゲル係数が上昇していることも明らかになり、07 年 10

月の月例経済報告では、個人消費の動向を前月から下方修正し、買い控えの動きが出はじめてい

ることを明らかにしている。08年春闘を前に、労働者の家計を圧迫が懸念される景気動向にある。 

 また、アメリカ経済が、サブプライムローン破綻の影響で後退し始めており、依存度の高い日

本経済への悪影響が懸念されている。 

 物価の上昇と景気の後退という状況が春闘を前に強まっており、これを利用した財界の攻撃激

化も想定される。 

３)厚生労働省は、10 月になり、社会保障費 2200 億円削減とかかわって、生活保護の扶助基準等

の「見直し」に着手し、08 年度からの実施を狙っている。 

 また、経済財政諮問会議が、社会保障財源を口実にした消費税論議をはじめ、政府税調が法人

税減税も視野に置いた税制の抜本的見直し論議を再開するなど、大衆増税の動きも強まっている。 

 さらに政府は、08 年度でも、公的病院の統廃合や、自治体財政再建、混合診療解禁、労働者派

遣法改悪など規制緩和や「公共サービス商品化」などを強引に進めようとしている。 

 

(４) 2000 年代に入って、大企業は、「富の配分」を変え、収奪を強めている。 

 

１)法人企業統計調査によれば、製造業は 2002 年以降、急速に収益を改善し続けている。収益回
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復に伴い、株主配当を増やし、役員報酬を引き上げ、景気後退時に取り崩していた内部留保を積

み増している。一方で、労働分配率は、2001 年をピークに低下させ続けている。 

 また、大企業は原材料価格の高騰を商品価格に転嫁するだけでなく、輸送費などの中間経費の

削減や下請けへの負担転嫁なども強め、収奪を強めている。 

このような状況は、企業規模間格差の拡大がさらに進みかねないことを示しており、中小企業

経営者などとも共同できる条件が拡大している。 

２)大企業は、1999 年から 2006 年まで続いた「ゼロ金利政策」や、「税額控除」の拡大などの大

企業優遇税制で、労働者・勤労国民からの間接的な所得移転を増やし続けている。また、正規労

働者を派遣や請負、パート労働者に置きかえることで、社会保障費の負担も「節約」し続けてい

る。 

 従来から、国際的にみて、日本企業の税、社会保障の負担は低い水準にあったにもかかわらず、

2000 年代になって、「国際競争力強化」を口実にした抑制姿勢を強め、政府への圧力を強めつづ

けている。 

３)日本経団連は、7月に「経営労働政策委員会」を設置し、08 年春闘に向けた「財界方針」の策

定に入っているが、その基本方針は、07 年 1 月の「御手洗ビジョン（希望の国、日本）」にある

としている。その点で、雇用のいっそうの流動化を求める労働者派遣法改悪や、地方自治体に自

立を迫る道州制の推進、国民に自立を迫る社会保障制度の改悪などを政府に強く迫り、賃金抑制

を含むコスト削減攻撃を強めてくることは必至である。 

 大企業を中心とする異常な「働かせ方」や、「構造改革」でより深刻化している企業の腐敗をた

だし、能力に応じた税、社会保障費の負担を大企業にせまるなど、企業の社会的責任追及の運動

強化が求められている。 

 
(５) 県内情勢の特徴 

 
１）県内経済の動向 

 

①ちぢむ高知県と困難な政策選択 

 2004 年の県内総生産は、2,360,269(100 万円)で全県計 508,411,112(100 万円)の 0.464％。四

国全体でも 2.660％に過ぎない。1996 年は 2,492,367(100 万円)、0.483％（四国 2.722％）であ

ったから比重は低下傾向にある。 

 2004 年度の高知県の歳出決算額は 497,480,352（千円）となっている。2000 年度は 605,331,392

（千円）であったから 82.2％に縮小している。一方公債費は 2000 年当時 78,943,888（千円）で

あったものが 96,616,488（千円）に 22.4％増えている。 

高知県の財政力指数（＝基準財政収入額〈H14～16年度平均〉÷基準財政需要額〈H14～16年度〉。

数値が１に近いほど財政力が強いとされる）は、0.206で全国46位である。 

人口1人当り県債残高は、996,164円で全国5位（全国平均の160.67％。2004年度）である。1人

当り歳出決算額は605（千円）で全国5位。1人当り地方交付税額は210（千円）で全国3位。 

 貧弱な独自財源を地方交付税で補い、公経済で県経済を支えている状況が浮き彫りになる。従

って、三位一体改革による地方交付税の削減措置は、高知県にとって極めて大きな打撃となって

いる。 
 高知県は 2004 年 7 月に「財政危機宣言」を行い、2005 年度から 2007 年度の「財政危機への対

応指針」を策定した。この間、人件費などの行政のスリム化約 128 億円など合計で 502 億円の歳

出削減を行っている。 

 しかし、これは公経済に頼りがちな県経済にとって難しい政策選択となっている。 
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②すすむ市町村における行政改革 

県内各市町村は、厳しい財政事情の中で行政改革を推進している。2005 年度から 2009 年度ま

でを集中改革期間としている。 

 県合計でその間の人員削減目標を▲8.0％、848 人と設定している（2004 年までの 6年間で既に

▲11.2％、1,338 人を削減している）。2005 年 4 月 1日 10,639 人であったものを 2009 年 4 月 1日

には 9,791 人にし、およそ 60 億円の人件費を削減する計画である。 

 削減分は仕事の見直しとともに、民間委託等の推進で補おうとするものである。 

 

③依然厳しい県内経済 

 県内の企業倒産（負債 1,000 万円以上）は、2002 年度 128 件、負債総額 17,209（百万円）、2006

年度が 104 件、負債総額 39,613（百万円）となっている。2007 年度も 11 月までで 57 件 21,030

（百万円）と高水準が続いている。 

日銀調査の業況判断D.I.（「良い」－「悪い」社数の構成比、％ポイント）を見ると、12月で

高知県は▲25、四国が▲10、全国大企業17、全国中小企業▲7となっている。先行きに関してはそ

れぞれ▲25、▲12、全国大企業16、全国中小企業▲12となっている。依然として全国と比較して

厳しい経済状況が続く見通しである。 
 
２）進む貧困化 

 
①進む少子高齢化と人口減少、労働力人口の減 

 人口移動調査によると高知県の人口は、1999 年 810,879 人であったものが、2006 年 3 月現在

793,909 人に減少した。世帯数は 315,861 世帯から 324,698 世帯に増えたが、１世帯当り人員は

2.57 人から 2.45 人へと減少した。 

 国勢調査で見ると県内の集落数は 1995 年に 2,418 あったものが 2005 年には 2,360 に減少して

いる。そのような中で 9世帯以下の集落数は 168（6.9％）から 191（8.1％）に増加している。 

厚労省が本年 5 月に発表した人口推計によると、高知県は 2035 年には 60 万人割れになるとさ

れている。 

 2005 年国調で見ると、15 才未満人口の比率は 12.9％で全国 44 位（ちなみに 1 位は沖縄県で

18.7％）。15 才から 64 才の生産年齢人口の比率は 61.2％で全国 43 位。65 才以上人口の比率は

25.9％で 3 位となっている。高齢者夫婦世帯割合は、11.56 で全国 7 位。人口減少をともなった

典型的な少子高齢社会となっている。 

 労働力人口は 2000 年の 415,896 人から 2005 年には 402,232 人になっている。 

 産業別の就業者数は、2000年では1次産業が50,627人（12.8％）、2次産業が86,786人（22.0％）、

3 次産業が 255,155 人（64.6％）、総計 394,732 人であったが、2005 年にはそれぞれ 47,198 人

（12.7％）、71,144 人（19.2％）、247,648 人（66.9％）、総計 370,395 人となった。 

 
②県内賃金の状況 

 2006 年の「賃金構造基本統計調査」によると県内建設業の所定内給与は 279,400 円で全国平均

の 86.4％。同じく製造業は 222,800 円で 74.4％。卸小売業は 255,500 円で 86.4％、サービス業

は 226,800 円で 78.2％となっている。 

 県内の単時間労働者の状況は同じ調査（規模は 5～9人）で、1日の所定内実労働時間は 4.8 時

間。時給は 867 円となっている（ちなみに東京は 4.9 時間。時給 1,394 円である）。 

毎月勤労統計調査地方調査（19 年 9 月分）によると県内のパート労働者比率は、30 人以上規模
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で 19.9％。5人以上規模では 24.5％となっている（5人以上規模で飲食・宿泊業 75.1％。卸小売

業 39.3％、サービス業 28.3％となっている）。月労働日数は 18.2 日。1 日労働時間は 5.7 時間。

時給は 893 円となっている。 

県内の男女に賃金差は、女性賃金の男性賃金に対する比率で 73.5％である。女性の労働時間が

短いのでそれで修正すると 75.8％である（所定内給与。賃金構造基本統計調査 H18 年）。 

 
③県内雇用の状況 

2005 年の国勢調査によると労働力人口は、402,232 人。完全失業者は 31,837 人。率にして 7.8％

となっている。男女別では、男性 10.6％、女性 6.3％となっている。 

 今年 10 月の県内の有効求人倍率は、0.50 倍と依然として厳しい状況にある。新規求人数は、

前年同月比で 16.4％伸びている。製造業、情報通信、卸小売業、医療福祉、サービス業等で伸び

ている反面、農林漁業、建設業、運輸業、公務その他で減少している。 

 高校生の県外流出も深刻である。昨年度は平成以降最高の 47％台に達したが、本部年度は 50％

を越すとの懸念が広がっている（高知新聞 07 年 11 月 30 日社説）。 

 

④深刻化する社会的排除と貧困化 

 国保料が払えない世帯が増えている。2007 年 6 月 1日現在、国保全世帯 186,067 世帯中滞納世

帯は 20,211 世帯、率にして 10.86％まで広がっている。その「制裁」として短期保険証に切り替

えられた世帯が、11,899 世帯。一旦全額負担しなければならない資格証が、4,018 世帯に交付さ

れている。 

 生活保護の受給実世帯数は 5,099 世帯、実人員は 6,868 人。保護率（人口千人対）は 14.8％で

全国 7位となっている。 

 これらの背景には貧弱な産業基盤（低い県民所得）に対して相対的に高い保険料の存在がある。

介護保険の１号被保険者の平均月額保険料は、4,313 円（第 3 期 H18－H20。第 1 期は 3,135 円で

あった）。来年 4月強行予定の後期高齢者医療制度の月額保険料は、6,800 円である。 

 2005 年度の就学援助児童数は県下で 10,833 人となっている。認定率（生徒数にしめる割合）

は 18％に達している（高知市は 28％）。 

 
３）県政の課題 

 
 県が 12 月 10 日に発表した県民経済計算の概要によると県内総生産は 1.6％成長と 2 年ぶりに

プラスに転じたが、3 次産業こそ 1.4％増となったものの 1 次産業 4.8％減、2 次産業 3.6％減と

なっている。1 人当り県民所得は 0.1％減の 214 万 6 千円。国民所得の 74.6％と格差は拡大して

いる。 

 国の来年度予算では交付税が増額される見通しだが、依然三位一体改革の流れは続いており、

県経済、県財政の動向とも厳しさが続くことは必至である。 

 そのような中、16 年間続いた橋本県政に代わって尾崎県政がスタートした。12 月議会での論戦

や記者会見の中で、橋本県政の開かれた県政の継承、中期計画を策定し県政浮揚へ数値目標を設

定するなど表明している。 

 4 党相乗りの弊害を排し、県政の浮揚が図れるのか、きびしい監視と具体的な対案の提示が県

労連をはじめ運動団体にも求められている。 
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Ⅲ．０８春闘の方針（こう闘う） 

 
１．春闘スローガン 

 

「なくせ貧困、ストップ改憲！ つくろう平和で公正な社会と地域」をスローガンに、全国の運動に

結集して要求前進をめざす。 

 
(１) 一部の大企業が史上空前の利益を更新する一方で、労働者の貧困化が進行し、地域間、企業

規模間、雇用形態の違いなどでの格差が拡大し続けている。 

 その最大の原因は、７年間続いた自公政権と財界一体による構造改革路線にある。 
 

(２) 2007 年 7 月の参議院選挙の結果は、そのような「構造改革」への国民の批判が噴出したもので

ある。民主党の小沢代表が提唱した自民党との大連立が、国民的批判と失望を引き起こしたことは

もっともである。 

このような中、「構造改革」の修正を求め、今以上の負担増と地域切捨てに反対する国民の世論

が政治を動かす状況が生まれている。 
 

(３) 全労連・県労連の08年春闘では、そのような国民世論に依拠し、総選挙必至の状況にあること

にも目を向けた国民春闘の構築を追求する。 

「貧困撲滅春闘」を前面に、「なくせ貧困、ストップ改憲！ つくろう平和で公正な社会と地域」

のスローガンを掲げ、０８春闘を闘う。 
 
 
２．０８春闘をたたかうかまえ 

 
(１) 第２１回大会で確認して取り組んでいる「もう一つの日本を求める大運動」のとり組みが、貧困

と格差の解消を求め、改憲策動を批判する国民世論を高めてきたことに確信を持ち、０８春闘でも

大運動の継続・強化を追求する。 

「もう一つの日本を求める大運動」（①「戦争をしない・参加しない日本」をつらぬくこと、②

働くルールを確立し、格差と貧困の是正をはかること、③安心・安全な地域社会の実現をめざす

こと）、「こんな自治体をつくりたい」の運動の前進をめざす。 
 

(２) 深刻な労働、生活実態にある青年・非正規労働者との共同と連帯の運動を重視し、要求運動

を通じた未組織労働者の組織化に取り組む。 

○偽装請負の告発、ワーキングプアの原因に非正規労働者増があること、雇用破壊がネットカフ

ェ難民などの非人間的な生活を生み出していることなどを明らかにするとり組みが、政治状況の

変化を作り出し、青年労働者などの労働組合への関心を高めて来ている。 

○最低賃金「時給 1,000 円」の実現や、労働者派遣法の抜本的改善など、「まともな雇用と賃金」

の制度的保障を求める要求を掲げた攻めの運動を展開する。 

 
(３) 要求討議や統一行動への全組合員参加の追求などを徹底し、地域での共同の先頭にたち、

「労働運動の風」が職場と地域にふく状況を作り出す。 
１) 組合活動に「王道」はない。要求討議を徹底し、産別・地域の統一闘争に結集して要求書を
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提出し、団体交渉を粘り強く繰り返す（ストライキの配置も状況を見極めて毅然と行う）という

原則的なとり組みを徹底する。 

企業・職場分析、自治体財政分析などを行い、提案型の運動を前進させる。 

２) また、地域の統一闘争を前進させ、地域での広範な共同の運動を労働組合が先導して作り出

す。 

米価をはじめとする生産者価格の下落に苦しむ農民、原料価格の高騰を生産品価格に転嫁でき

ずに苦しむ中小零細事業者、生存権裁判をたたかう市民など、貧困解消のたたかいに立ち上がっ

ている国民・住民との共同のとり組みの具体化を進める。 

３) さらに、具体的な政策、提案を掲げ自治体をはじめとする行政交渉を積極的に展開し、県労

連の社会的な存在をアピールする。 

４) 地域に打って出て、地域にも労働者のたたかいが見える春闘をめざす。 

 

(４) 行動配置については、総選挙含みで政治情勢が推移することも踏まえた集中的なとり組みを

工夫するとともに、組合員の政治論議の活性化を促す「対話」などのとり組みを進める。 

１) 「構造改革路線」がもたらす影響を、職場ごと産業ごとに具体的に明らかにする討議を全加

盟組織と全職場で展開する。また、その際、構造改革路線が要求の前進を阻んでいるだけでなく、

生活悪化に拍車をかけていることなどの政治論議の活性化を追求する。 

２) 総選挙必至の情勢をふまえ、要求討議・春闘準備の前倒しを意識して進める。 

 
(５) たたかいの集中をはかる目的で、メリハリをつけた署名行動の展開をはかる。 

 共同の拡大を追求する上での中心的なとり組みとして、①「新働くルール署名（国会請願署名

を軸に検討）」、②憲法「５００万」署名、の２つの署名に置くこととする。 

全労連として取り組むその他の署名は、組織内署名とし、とり組み時期を調整するなど、短期

集中的なとり組みとしての成功をめざす。 

 
 
３．０８春闘で前進をめざす要求課題と運動 

 
(１) 格差と貧困是正をめざした賃金底上げ、働くルール確立のたたかい 

 ０８春闘では、産別統一闘争を基軸に、生活改善重視の賃金底上げ、労働条件の改善を求める

職場のとり組みを展開する。 

また、格差の是正や労働法制見直しによる「働くルール」の再整備を政府や財界に迫るとり組

みを強める。 

その中心課題に最低賃金「時給 1000 円」の実現、労働者派遣法の改正、労働時間規制の再強化

を置き、制度改善と職場のとり組みの一体的な展開をめざす。中心的なとり組みとして、「第 2次

働くルール署名（国会請願署名）」の具体化を図る。 

さらに、最低保障年金制度の確立や後期高齢者医療制度の廃止など、構造改革によって壊され

続けた社会保障制度の再構築を求め、新たな負担増反対のたたかいを生活改善運動の課題とも位

置づける。 

最低生活保障の確立を求める共同を重視し、とり組みを具体化する。 

 

１)生計費原則にもとづくベア要求を積極的に掲げた産別統一闘争の強化をめざす。 

①提案型の賃上げ闘争をめざす。 

 民間労組の経営、企業分析をすすめ、職場政策を確立しつつ提案型の賃金闘争をめざす。 
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②最低賃金闘争とも連携させた「賃金底上げ」を重視してとり組む。 

 「○○○職場からワーキングプアをなくせ」、「○○地域からワーキングプアの一層を」などの

要求スローガンを掲げて、賃金底上げのとり組みを進める。 

08 年春闘の統一したとり組みとして「最賃協約」締結運動の強化を図る。年次計画ももって全

組織での協約締結めざすなど、とり組みの飛躍的な前進を追求する。 

 国公職場、自治体職場の非常勤職員などの時給単価引き上げを求める要請行動を地域総行動の

とり組みとして具体化をはかる。そのため、事前の実態調査を県国公、自治労連で進める。 

 
２）改正最低賃金法の積極面も活用し、最低賃金「時給 1000 円」実現をめざしたとり組みに全力を

あげて取り組む。 

 最低賃金の引き上げを求めて、とり組みを強める。最低賃金体験運動、必要生計費算出のとり

組み、ネットカフェ体験などを青年部を中心にすすめる。県労連の HP にブログを設置し、青年層

への双方向的な浸透をはかる。 

 その一環としてネットカフェ、ジョブカフェ前での宣伝チラシ、春闘ビラ、各組織のニュース、

宣伝物に県労連の HP の検索ロゴを挿入する。 

 
公務の非正規・賃金労働条件調査と最賃体験などの実態調査をもとに、「ワーキングプアの根絶

めざす若者シンポジウム」を開催する。（メーデの最大のテーマに押し上げ、メーデーの主要行事

として実施する） 

 最賃を下回る営収が恒常化しつつあるタクシー労働者の賃金底上げを図るために、労働基準監

督署への一斉申告と業界団体、国交省への申入れなど社会的世論形成の運動を構築する。 

議会決議や執行部への働きかけなど自治体における公契約条例制定の運動をさらに進める。そ

れとの関連で入札制度の改善による建設・土木労働者の雇用安定などを目指す運動を展開する。 

地方最低賃金審議会委員の公正任命を求めるとり組みを強化する。連合との話し合い、県労働

局との話し合いを十分重ねる。 

 
３）雇用の安定、労働時間短縮を重視した「働くルール確立」運動を強化する。 

労働者派遣法の抜本的見直し、労働時間短縮の要求を重視してとり組みを進める。 

「第 2 次働くルール署名」のとり組みと連携させ、職場での偽装請負、違法派遣の根絶などの

とり組みを進める。民間職場での実態把握を行う。 

「3.6 協定」遵守やサービス残業の撤廃を求める職場のとり組みを強化する。3 月 13 日の統一

行動日を「全労働者ノー残業デー」と位置づけキャンペーンを展開する。 

各職場における労働安全衛生活動の抜本的な強化をめざす。そのために「いの健センター」で

準備中の実態調査に取り組む。 

建交労を中心に進めるジン肺被害の補償と根絶を求める運動の前進に力を尽くす。 

労働時間短縮や次世代育成支援、均等待遇などをもとめる協約締結のとり組み前進を図る。 

 県内における研修生・実習生を含む外国人労働者の実態把握に努める。 

 県労連としての雇用政策の確立をはかるため、県国公、全労働との懇談などを通じて政策の具

体化をはかる（12 月 26 日を第 1回目として定期的懇談を行う。次回 2月）。 

 

４）公務サービスの充実、労働基本権確立をはじめとする民主的公務員制度改革を求めるとり組み

を継続強化する。 

 

HP もみてね！ 
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５）国鉄闘争、ＮＴＴ闘争などあらゆる争議の勝利解決をめざす。 

国鉄闘争について、12 月の全動労裁判・東京地裁判決もふまえ、全面解決を求めるとり組みを

強化する。 

アイエス紙業での解雇撤回など高知一般が抱える争議の早期解決のため、争議対策委員会など

を通じて指導・支援の体制を強める。 

当面、越年資金確保のための年末カンパに組織を挙げて協力する。 

 

６）最低保障年金制度実現、生活保護ひき下げ反対など社会保障闘争、重税反対・税金負担の軽

減を求める国民的な運動との意識的な連携を図る。 

消費税引き上げなどの税制改悪に反対するとり組みを諸団体と共同して進める。１月８日の新

春宣伝行動の課題に庶民増税反対の課題を位置づけてとり組む。 

 春闘山場の統一行動日とも重なる「3.13 重税反対」行動を積極的に位置づける。 

諸団体と共同して、国民負担増の軽減を求め最低生活保障の実現を求める懇談会、集会、行動

などの具体化をめざす。 

農民連との連携を深め 1月２６日の「トラクター・デモ」の成功をめざす。 

公契約条例決議とあわせて最低保障年金の制定を求める議会決議運動を 3 月議会へ向けて取り

組む。 

 

７）大企業のぼろ儲けと、その反労働者的な配分のあり方などを告発し、社会的還元を求めるキャ

ンペーンを「ビクトリーマップ運動」を再構築して強化する。 
それと呼応する形で企業の社会的責任（CSR）追及の運動を展開する。 

 
(２) 全国的なとり組みと「こんな地域と日本をつくりたい」運動を具体化する 

 
最低賃金「時給１０００円」の実現をはじめとする最低生活保障制度の確立（格差と貧困の是

正）、②正規雇用の拡大（雇用対策の充実）、③「公契約条例」も含む公正取引ルールの確立、④

医療、福祉、教育などの公共サービス充実、などを共通の要請事項にした地域要請行動を 2月 27

日~29 日の集中時期にとり組む。 

 教育条件の整備・拡充を求める県議会決議の運動やより良い教育を求める運動を「子供と教育

を守る高知県連絡会」に結集して進める。 

後期高齢者医療制度や介護制度での負担増や医療・介護「難民」解消を求める取り組みを県社

保協と連携して取り組む。 

 住民本位の自治体再生をめざすとり組みを「こんな地域と日本をつくりたい運動」の課題にす

え、民主団体、市民団体などとの共同の運動としての発展を追求する。 

 地域から「郵便局」、「保育所」、「学校」、「病院」などが消えていく（ことが危惧される）中で、

地域の再生と公共業務の果たす役割を問う学習シンポジウムを開催する。（２月下旬のキャラバン

行動と連動して開催を検討する） 

 

 (３) 改憲策動に反対し、平和と民主主義をまもる憲法闘争を強める 

 運動の目標として、①９条改憲に反対する世論をより確実なものとすること、②自衛隊のイン

ド洋とイラクからの早期撤退、③在日米軍基地強化反対の世論形成に置く。 

 運動では、「改憲反対署名・県内５万筆の達成」、「９条改憲反対アピール」運動の具体化、「憲

法キャラバン」（仮称・5月）をとり組む。 
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４．組織拡大運動と春闘 

 
春闘全体を通じて、「非正規、労働相談センター、地域組織、情報の一元化と双方向化」の４つ

のキーワードでの組織拡大・強化運動の具体化を進める。 

組織拡大推進月間は、４月～５月の２ヵ月間とする。 

 

１) 「非正規労働者の本格的組織化」の具体化をめざす。 

 最賃闘争、公契約闘争を軸に本格的な組織化をめざす。ジョブカフェ前、ハローワーク前宣伝

を行う。若者雇用シンポを最大限活用し、県労連をアピールし若者層への浸透を図る。 

 

２）「０８春の組織拡大月間」を設定し、労働相談センターを軸に宣伝や行動の集中をはかる。 

専任体制の充実を図りつつ、「打って出る組織拡大」に乗り出す。 

３月を準備期間に、すべての単産・地域で拡大目標、推進体制を整える。月間では、過去最高

時の組織人員達成をめざすとともに、拡大目標として各加盟組織の現行組織人員の１割以上を設

定する。 

 

３)地域組織の再確立と地域での砦の建設をめざす。 

関連単産（県教組、自治労連、県医労、県国公はもちろん、年金者組合）の協力も得て具体化

を図る。郡教組の会館を中心に地域での交流と組織拡大の拠点を築く方向で調整をはかる。 

 

４）県労連ＨＰの充実をこの間行ってきたが、これを軸に IＴによる情報の県労連への集中化、メーリ

ングリストの充実（春闘時点で１００名まで。大会までに２００名まで拡大）、組合員参加型のブログ

の開設を通じて、加盟組織、組合員と直接、そして双方向でつながるネットワークの構築をめざす。   

 県労連組合員専用ページを設け、県労連方針、通達の閲覧ができる機能を設置する。「県労連検

索ロゴ」も活用し当面、春闘時までに１日のアクセス１００をめざす。   

 

 

５．具体的な春闘の行動計画 

 

１) １月２７日の中央委員会で春闘方針を決定する。 

 それを受け、各加盟組織は職場の要求討議、方針討議を徹底し、２月末までに要求の提出がで

きるように準備する。 

 加盟組織、地域組織オルグ費を 2月上中旬に実施する。 

 民間部会で経営分析の学習会・取り組み交流会を計画する。 

 
２）地域総行動は、２月２７日～２９日に実施する。 

①県労連傘下組合の主要企業訪問、懇談活動を実施する。 

②雇用、入札問題での県労連としての政策をまとめ、県、労働局、県経営者協会、地方６団体

との懇談を行う。 

 ③議会決議運動を展開する（３月上旬にまで拡大する可能性あり）。 

 ④地域の再生と公共業務の果たす役割を問う学習シンポジウムを 3月 1日に開催する。 

 

３）全労連が提起する集中回答日（3 月 12 日－第 1 次、4 月 23 日頃－第 2 次）に結集して運動を展
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開する。 

第 1次集中回答日の翌日 3月 13 日を全国統一行動日とし、ストライキを含む統一行動を全ての

組織でとり組む。国会情勢を見て春闘決起と諸要求実現、国政革新の県民集会を開催する。 

 

４) 全労連が提起する最賃行動日（4 月 23 日頃－第 1 次、5 月 30 日頃－第 2 次）に結集する。 

 ５月１日のメーデー当日に「若者雇用のあり方シンポ」を開催する（最賃体験発表、自治体の

臨時職員調査、ネットカフェ調査の発表。県労連としての雇用政策。県、経営者協会、労働局・・・） 

1 月初旬から波状的に高知県地方最低賃金審議会委員の公正任命を求める行動を展開する。 

 

＜日 程＞ 

08 年 
 1 月 8 日(火)  新春早朝宣伝行動（県庁前 7:50～） 

 1 月 9 日(水)  県労連旗開き（18:00～、高知城ホール４F） 

 1 月 10 日(木)  ⑧執行委員会 

 1 月 16 日(水)  国民大運動・世話人団体会議（10:00～） 

1 月 18 日(金)  春闘共闘委員会、単産・地方代表者会議 

  同（昼）  経団連行動 

 1 月 24 日～25 日 第 42 回評議員会 

 1 月 26 日(土)  農民組合「トラクター・軽４デモ」 

 1 月 27 日(日)  県労連第 22 回中央委員会（高知市健康福祉センター、塩田町） 

1 月 28 日の週  春闘決起、要求確認職場行動週間 

 2 月７日（木） ⑩執行委員会 

 2 月 13 日  「なくせ貧困、諸要求実現総行動」 

 2 月 27 日～29 日 地域総行動 

 2 月 29 日まで     要求提出 

  3 月 1 日             「地域のあり方シンポ」（自由民権記念館）             

 3 月 2 日       ヘルパー組織化交流集会 

3 月 8 日       国際女性デー 

3 月 12 日  第 1 次集中回答日 

   13 日      ストライキふくむ統一行動、重税反対層行動 

 4 月 23 日頃     春闘回答追い上げ、早期解決全国統一行動（第 2次集中回答日、最

賃デー全国統一行動） 

5 月１日       メーデー、「若者雇用シンポ」 

5 月 3 日       憲法記念日 

 5 月 30 日頃     最賃デー全国統一行動 

 


