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第１号議案 

０９年春闘方針（案） 
－ 貧困・生活危機突破の大運動で、変えるぞ大企業中心社会 － 

 

  はじめに                              
 

 基本姿勢と視点 
 
 県労連組織のよって立つ理念として次の４点を示し、０８春闘では中心的な県政課題として①

地域の再生と②若者雇用の改善を掲げて取り組んできた。 
 
１．県政課題と正面から向き合い、県政への影

響力の強化をめざす。 

２．要求闘争を強化する。また、提案型運動をめ

ざす。 

３．組織組合員の利益追求だけでなく、社会貢

献の役割を積極的に果たす(社会的に積極

的支持を得られる運動をめざす)。 

４．本部専従体制の強化と非専従を含む執行体

制の確立。専従－非専従の協力体制を含

む執行体制、運動の強化を図る。 

また、加盟組織と協議しながらその執行

体制と運動の強化をめざす。 

 
 

 

憲法をくらしと職場にいかす運動 

 

以下の「三つの柱」を憲法闘争、更に県労連運動の軸にすることを０９年９月の第２１回定期大会で確

認した。０８年秋闘での取組みを基礎に０９春闘で本格的に展開する。 

 

１．最低賃金引き上や正規雇用の拡大、労働時

間短縮や要員確保などの「働くルール確立運

動」と社会保障制度拡充を重点課題とする「なく

せ貧困運動」（「働くものに憲法を」）、 

２．地域での教育、医療、福祉など国民生活を

支える諸制度の後退を許さず、地域経済活性化

を求めるなどの「住み続けたい・住み続けられる

地域運動」（「くらしに憲法を」－「こんな地域運

動」の継続・発展）、 

３．在日米軍基地の縮小を求め自衛隊増強に反

対し、平和憲法の遵守を求める「憲法闘争」（「戦

争をしない・参加しない日本」を） 

 

 

Ⅰ．０８春闘、０８秋闘の総括                      
 

１・賃金闘争 

 

１） ０８春闘 

08 年春闘の回答妥結状況は、国民春闘共闘

委員会（6720 円・2.08%）、連合（5523 円・
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1.88%）、日本経団連（6271 円・1.95%）で 
 
あった（いずれも最終集計）。厚生労働省の

08 年民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状

況では、賃上げ妥結額（加重平均）は 6,149
円、賃上げ率は 1.99％となっている。 

2008 年９月 19 日に日本経団連が発表した

アンケート調査結果では、日本経団連、東京

経営者協会加盟の 502 社の回答で、08 年春

闘では「何らかの賃上げを実施」した企業が

85.4%となっているが、「有期雇用従業員の

賃金見直し要求」を受けた企業は 17.8%にと

どまっている。 
県労連の各組合の状況は次の通りである。 

 

 
２） 最賃闘争 

2008 年度の地域別最低賃金の改定状況は、

時間額７円（徳島）から 30 円（神奈川）の

引き上げとなった。加重平均で 16 円上がり

703 円と初めて 700 円台となった。最高額が

東京と神奈川の 766 円、最低額は宮崎、鹿児

島、沖縄の 627 円となり、高知県は 8 円上が

り 630 円となった。東京との格差は 136 円と

昨年より 19 円も拡大した。 
 今回改定の焦点であった生活保護との整合

性に関しては、厚労省、中賃は生活保護水準

水低く見積もり、最賃は高く見積もるという

トリックを使い、逆転現象を押さえ込んだ。

それでも北海道、青森など 13 都道府県が生

活保護水準を下回ると認めざるを得なかった。 

高知県は生活保護水準を上回るという試算

となっており、引き続き生活保護との整合性

の追及が重要な焦点となる。 

勿論、例年にない引き上げとは言えこれで

は、ワーキングプアの解消はできないこと、

都市と地方との格差が更に拡大したことの追

及が必要な点は論を待たない。 

 

３）０８人事院勧告と確定闘争 

組合名 ０８年妥結 ０７年妥結 

ミロク製作所労組 4,000 円 4,000 円 

特殊製作所労組 5,000 円 5,500 円 

宇治電労組 

5,080 円。＋賃金カーブ是正のための調整

金：原資 500 円 X3 年間。パート時給最低額

30 円ＵＰ。 

5,026 円＋調整金 500 

全日赤 定昇   

健保 労使協議中   

厚生連 昇給 4,643 円（1.9％)  定昇 

精華 3,498 円・定昇 4,257 円（2.0％） 

医生協 定昇 定昇 

高陵 定昇凍結・若年者改善。通手改善 定昇 

同仁 昇給平均 1,500 円最低 1,000 円 1,000 円 

こうち生協 定昇  定昇  

郵産労 定昇（2％程度）＋600 円 定昇 

ＪＲ四国（建交労鉄道） 5,083 円（1.67％） 5,206 円（1.71％） 

高知市環境事業公社 労使協議中 10,000 円 

学校生協 県準拠 県準拠 

土佐希望の家 定昇   

くすのき園 定昇   

土佐清風園 定昇   

高知市民間保育 定昇   

かがみの育成園職労 定昇   

愛仁園 定昇   

（有）ぐりんぱセネカ 4,000 円   

（社福）てくとこ会 定昇（3,000 円）   
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 08 年人事院勧告は、較差が極僅であったこ

とから賃金改定と一時金についても改定を見

送った。勤務時間については1日15分短縮し、

7時間 45 分とする。非常勤職員の賃金等につ

いて「非常勤職員の給与決定の指針」を示し

一定の改善方向を打ち出した。 

 高知県人事委員会は 10 月 14 日、月例給は

500 円加算の改定・一時金は改定見送りの勧

告を行った。勤務時間短縮については見直し

を適当としながらも時期、時間を示さず、非

正規職員の改善については言及なしかった。 

 県教組は 11 月 26、27 日と教育委員会と確

定交渉を行なうなど詰めの交渉を行っている。

自治労連は人勧を上回る賃上げ要求に基づき、

最低でも「500 円以上」の賃上げを全単組で

勝ち取ることを目指して奮闘している。 

 人勧を活用して非常勤職員の処遇を改善す

る取組みは、09 春闘の大きな課題となってい

る。 

４） 一時金の状況 

 回答・妥結状況は次表の通りである。 

 

 

０８年 ０７年   

夏 冬 夏 冬 

ミロク労組 1.65 ヶ月＋25,000 円 1.65 ヶ月＋25,000 円 1.9 ヶ月 1.9 ヶ月 

特殊製綱所労組 51 万円（組合員平均）

＋一律 2万円 

63 万円 48 万円 61 万円 

宇治電労組 年間：118 万円（組合員平均）＋α 120 万円（組合員平均） 

全日赤 2.0 ヶ月 2.5 ヶ月        2.0 ヶ月 2.5 ヶ月 

血液センター 2.0 ヶ月 2.5 ヶ月 2.0 ヶ月 2.5 ヶ月 

健保 2.1 ヶ月 1.7 ヶ月 2.1 ヶ月 1.8 ヶ月 

厚生連 1.65 ヶ月＋10,000 円   1.65＋10000 1.8+50,000 

精華 1.85 ヶ月 2.5 ヶ月 1.85 ヶ月 2.5 

医生協 正 1.0 ヶ月 

臨・嘱 0.4。パート 0.1

正 1.0 ヶ月＋10,000 円

臨・嘱 0.4＋5,000 円 

パ 0.1＋5,000 円 

1.0 ヶ月 1.0+10,000 

高陵 1.8 ヶ月 妥結 2.2 ヶ月 2.0 ヶ月 2.0 ヶ月 

同仁 1.7 ヶ月 妥結2.2ヶ月＋8,000円 1.7 ヶ月 2.2+18,000 

こうち生協 

下段パート 

1.1 ヶ月 

0.85 ヶ月 

1.2 ヶ月 

0.8 ヶ月 交渉中 

1.7 ヶ月 

1.0 ヶ月 

0.65 ヶ月 

0.55 ヶ月 

郵産労 2.15 ヶ月＋15,000 円 

契約職員は 0.3 ヶ月 

2.25 ヶ月＋10,000 円 

契約職員は 0.3 ヶ月 

2.15 ヶ月＋ 

15,000 円 

2.25 ヶ月 

JR 四国（建交労） 2.39 ヶ月 2.35 ヶ月   2.38 ヶ月 

JR ルメンテナンス 1.5 ヶ月＋20,000 円 2.2 ヶ月＋20,000   2.2ヶ月＋30,000

高知市環境事業公社 2.0 ヶ月 2.0 ヶ月     

学校生協 2.11 ヶ月   2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 

土佐希望の家 1.815 ヶ月 1.985 ヶ月（１次回答） 1.815 ヶ月 1.985 ヶ月 

くすのき園 1.5 ヶ月 2.5 ヶ月 1.5 ヶ月 1.65 ヶ月 

土佐清風園 1.47 ヶ月（冬に一部調

整） 

1.7 ヶ月（１次回答） 2.1 ヶ月 2.3 ヶ月 

高知市民間保育 2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 2.11 ヶ月 2.1 ヶ月 

かがみの育成園 2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 2.125 ヶ月 2.375 ヶ月 

愛仁園 2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 

ぐりんぱセネカ  1.0 ヶ月   1.0 ヶ月 

国 2.125 ヶ月 2.375 ヶ月 2.125 ヶ月 2.375 ヶ月 

県 2.11 ヶ月 2.325 ヶ月 

2.31 ヶ月 

2.125 ヶ月 

2.11 ヶ月 

2.325 ヶ月 

2.31 ヶ月 
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２．格差と貧困の解消、社会保障の確立、県民要求実現 

 

①最賃闘争など反貧困闘争、雇用を守る闘い 

 8月6日の意見陳述につづき、8月25日に「最

低賃金額改定についての要請書」を専門部会長

宛に提出し、賃金課長に申入れを行った。 

その後、高知地方最低賃金審議会は 8月 29

日、最賃額を 8円引き上げ 630 円にするよう

高知労働局長に答申した。県労連は 9 月 12

日、これに不服を唱える異議の申し出書（労

働局長宛）を提出、賃金課長と監督課長に申

入れを行った。しかし、9月 26 日高知労働局

長名で答申どおりに最低賃金を 630 円に改定

することを公示した。 

最賃委員の選任問題では、田口書記長を推

薦したが、連合独占となり、4月 25 日付けで

「審査請求」をしており、現在厚労省からの

調査待ちの段階となっている。それを受けて

裁判闘争を行うことを既に執行委員会で確認

している。 

地方最賃委員の公正任命問題は、11 月 16

日第 30 期中労委労働者側委員に全労連推薦

者から初めて淀房子さんが任命されたことも

あり、新たな局面を迎えることになる。 

 「生活保護問題対策全国会議」が呼びか

けた「反貧困キャラバン」を高知ではクレサ

ラ対協、うろこの会（クレサラ被害者の会）、

生健会の４団体が中心に取組み、県労連も呼

びかけに応えて取り組んだ。8月 22 日には副

知事への申入れ、街頭宣伝に取組み、23 日に

は参加団体の交流会を行った。8月 30 日には

日弁連と高知弁護士会の「貧困と労働」のシ

ンポジウムが高知で開催され、「反貧困」の世

論を喚起した。 

 12月9日には若者雇用の問題で労働局と交

渉し、「派遣切り」、「内定取り消し」をさせな

い実態の把握と指導を求めた。 

 更に 12 月 18 日には高校生の内定取り消し

問題で県教委に国民大運動、高教組連名で申

入れを行った。 

②社保キャラバン 

 10 月 20 日から 29 日まで「くらしと医療を

守る全県キャラバン」に取り組んだ。後期高

齢者医療制度の廃止、療養病床の廃止反対、

国保証の取上げ反対、とりわけ滞納世帯の子

どもの医療が奪われる事態がないよう求めた。 

 11月14日の国民大運動の副知事交渉では、

短期保険証を公布する旨の国の通知が出た直

後、高知県も各自治体に同様の通知をしたこ

とが明らかになった。 

③後期高齢者医療制度 

3回目の年金天引きが行われた8月15日に

は、高知市役所前で「やっぱりいやです、後

期高齢者医療制度－廃止法案の早期成立を

求める怒りの県民集会」を開催し、60 名が

参加した。10 月 13 日には後期高齢者医療

制度廃止「生きるなと いうなら もっと 生き

てやる」集会が高新文化ホールで開催された。 
この集会は県医師会、高知市老人クラブ連

合会、四万十市老人クラブ連合会、土佐清水

市身体障害者連盟が協賛団体となるなど共同

の輪を広げている。 

10 月の第 5回広域連合議会には、10 名の議

員中 3名が後期高齢者医療制度の廃止を求め

る意見書決議を提案。結果としては 3対 6で

否決されたが、大きな出来事であった。 

12 月 15 日にも廃止を求める昼休み集会を

開催し 120 名が参加し、廃止をアピールした。 

療養病床の廃止反対では12月4日に知事宛

署名を提出し、12 月中旬で 7,600 筆に達して

いる。来年 3 月まで署名を継続し、3,700 床

にも及ぶ療養病床の廃止を求める。 

④教育キャラバン 

10 月 28 日から 11 月 18 日まで子連（子ど

もと教育を守る高知県連絡会）の主催で教育

キャラバンが取り組まれ、36 の教育長と学テ、

学区制、統廃合、県教委の教育政策等の問題

で懇談を行った。このキャラバンの成果の上

に立って、11 月 14 日に国民大運動で中澤教

育長と交渉を持った。「少人数学級の有効性」

は認めたものの、学区制撤廃問題や学校統廃

合問題では「競争学力主義」「財政効率優先」

の姿勢が見られ、教育の地域とのつながり、

地域再生に果たす役割についての認識の欠如

を示した形となった。 

11 月 22 日には「高校入試『学区制』撤廃
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を考えるつどい」が高知城ホールで開かれ、

70 名が参加した。多くの問題点が浮き彫りと

なった。 

県教委は 11 月 25 日、県立高校の全日制普

通科の一部の「学区制」を 2012 年度入試から

全廃することを、11 月定例委員会で「全会一

致」で決めた。 

⑤国民大運動 

 国民大運動実行委員会は、11 月 14 日副知

事交渉と教育長交渉を行った。副知事交渉で

は 24 課の課長も出席、県政の中心課題で意見

をたたかわせた。夜には、「生活危機突破の県

民集会」を開催、250 人が参加し中央公園ま

でデモ行進した。 

 国民大運動ではこの間、県政と真正面から

向き合うということで県の財政課長や地域

づくり支援課長を招いての学習会、2 日間に

わたる夏期の集中学習会など 6回にわたる学

習会を積み重ねてきた。また、事前の各団体

の交渉を積み上げ、副知事交渉、教育長交渉

に臨んだ。 

高知県は産業振興計画の中間とりまとめ

を 11 月に入り発表した。来年１月まで県民

から意見を求めることになっている。 
パブリックコメントを積極提起に提出し、

引き続き県との詰めの話合いを重ね、私た

ちの要求や政策を県の施策や来年度予算に

反映して行くことが重要となっている。 

 

３．地域オルグと組織拡大、強化 

 

①組織拡大の取組みの状況 

 11 月、12 月を秋の組織拡大月間に設定、9

月 19 日に「組織拡大強化代表者会議」を開催

し意思統一を行った。 

労働相談センターは、10 月 6 日、総会を開

催し、１年間の活動を総括するとともに向こ

う１年間の活動方針を決定、新役員を選出し

た。年間 250 件の相談と組合員 50 名の拡大

目標を設定、「組合作り型労働相談」「１人か

ら組織へ」と踏み出した。 
大会以降 11 月末までに労働相談センター

に寄せられた相談は 40 件。内訳は解雇・退

職強要が 9 件、賃金・退職金関係が 6 件、派

遣労働 4 件、労災 3 件、パワハラ 3 件などと

なっている。 
12 月 12 日には全国一斉の労働相談ホット

ラインを特設し、10 件の相談を受けた。翌

13 日には帯屋町商店街で県国公と共催で「な

んでも行政相談」を行い、27 件の相談を受け

た。 
年金者組合は 12月 12日に年末までの拡大

目標 700 名を突破した。その間拡大ニュース

を 4 号発行し全組合員を激励した。幹部の頑

張りと同時に、支部組織の確立による拡大運

動の裾野の広がりが“勝因”となっている。 
 しかし、県労連全体としては大きな波を作

り出すことができなかった。 

 「職場をよくするために、みんなで組合員

を拡大する」という福祉保育労の取組みを全

組織の教訓にする必要がある。 
②専門部の取組み 

県労連女性部の第 20 回定期総会が、10 月

24 日高知城ホールで開催され、役員と代議員

約 30 名が熱心な討論を行った。 

2008 年高知県「はたらく女性の交流集会」

が、11 月 24 日、桟橋通りの「アスパルこう

ち」で開催され、94 名が参加した。 
青年部も“組織の建て直し”をめざして準

備を進め、来春には定期大会を開催する予定

にしている。 

③地域オルグと地域運動 

安芸（9/25）、土長（9/30)、香美（10/1）、

幡多（10/8）、高岡(10/9)と、県労連としては

じめて県教組の郡教組単位で地域オルグを実

施した。各地域労連、県教組、自治労連が中

心となって集まりが持たれた。数年間会議が

もたれていない組織が多く、今回のオルグを

通じてまず、「名前と顔で」つながることがで

きた。09 春闘に向け横の連絡を取りながら、

「要求と運動」でつながる運動を目指す。 

11 月 15 日には、60 名の参加で「柏島小学

校存続を求める集い」が開催され、「柏島小

学校の存続を求める会」が結成され、存続署

名を展開している。 
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8 月 23 日には「元気な安芸市をつくろ

う！シンポジウム」が開催された。これは

保育所民営化反対の運動から発展したもの

で、市の財政分析なども行い地域の発展を

各方面から話し合おうものとなった。 
11 月 21 日、安芸市は穴内保育所の存続問

題で、来年度の入所希望者が一定数に達した

として、来年度いっぱいは存続させることを

決め、市議会教育民生常任委員会で報告した。

この間の地道な運動の積み重ねの成果であり、

県労連がめざす地域運動の 1 つの典型と言え

る。 
嶺北地域でも医療問題を中心に労組の動き

と連携が生まれつつある。 
④争議支援 

9 月 2 日高知地裁において、自交総連高知

県観光労組山崎建男さんが高知県観光（タク

シー）株式会社を相手取り「不当解雇撤回・

職場復帰」を求めて争っていた裁判で、10 月

からタクシー乗務員としての職場復帰と解雇

期間中の賃金の満額支払い等を勝ち取り裁判

和解で全面勝利した。 
医労連の島津クリニックの解雇事件は、10

月 1 日第 2 回目の労働審判で勝利和解した。 
明徳義塾の解雇事件は、11 月 4 日高知地裁

で和解が成立し解決した。 

高知一般アイエス紙業の前野さんの不当解

雇事件は、12 月 2 日法廷和解で解決した。 

四国毎日広告ではこの間、濱田氏の解雇の

撤回、一方的な配転命令の撤回を勝ち取って

きたが、12 月に入り 2度目の配転命令拒否を

「理由」に 2度目の解雇を通告してきた。 

 

 

４．憲法改悪阻止、平和擁護の取組み  

                                      

①香南市における自衛隊強化問題 

自衛隊は海外派兵の体制作りの一環とし

て国内の基地の強化に乗り出している。四国

では香川県にある陸上自衛隊第 50 普通科連

隊を 14 旅団に格上げし、2010 年 3 月には第

50 普通科連隊を香南市香我美町に配備しよ

うと基地建設を進めている。16 ヘクタールの

土地に庁舎などを建て、その北側の山林約

100 ヘクタールを演習場とし、射撃訓練場や

爆破訓練場、ヘリポートなどを建設しようと

している。「災害支援の強化」のためと言って

いるが明らかに戦争のための訓練場であるこ

とは明らかである。 
9 月 14 日、県労連カー、県教組カーに県革

新懇、平和委員会、県教組のメンバー15 名が

分乗し、12 カ所で宣伝を行った。11 月 7 日

にも第 2 回目の宣伝を行った。自衛隊につい

ての評価は分かれるにしても、住民に十分な

情報も与えず事を進める姿勢は重大問題であ

る。 
また、12 月 8 日には陸上自衛隊が 3 回目の

市街地行軍を行った。12 月 5 日に香南市岸本

の自衛隊に抗議の申し入れを行った。当日は

県労連など民主団体で早朝からの抗議行動を

展開した。マスコミも関心を示し報道した。 
②憲法９条を守る取組み 

女性 9 条の会は、10 月 2 日「渡辺えり講演

と音楽の夕べ」を RKC ホールで開催し、800
人が参加した。   
また、「新テロ特措法延長反対昼休み集会」

が、10 月 30 日高知市役所前で開催され、50
人が参加した。 

経済同友会終身幹事の品川正治さんを講師

に迎え、「こうち九条の会」結成４周年を記念

した講演会が 11 月 1 日、RKC ホールで開催さ

れ 500 名が参加した。 

堤未果氏を迎えての「12・8 平和のつどい」

には 350 人が集まった。 

 この分野での県労連の取組みは極めて弱く、

「憲法闘争の３つの柱」を再度全組織で確認

し、広い視点で憲法闘争を展開すると同時に、

平和闘争への取組み喚起を図る必要がある。 

より一層、草の根からの「９条守れ」「憲法

守れ」の運動を展開する必要がある。 
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Ⅱ．０９春闘をとりまく情勢の特徴点と重点課題          
 

（１）貧困・生活危機突破の大運動（国民共同）を徹底して追求する０９年春闘               

 

厚生労働省の 2007 年の国民生活基礎調査

の結果では、2006 年の１世帯当たりの平均所

得金額は前年比 0.5％増の 566 万 8,000 円と

なっているが、生活が「大変苦しい」または

「やや苦しい」と答えた世帯の割合は 57.2％
にのぼり、特に母子世帯では 85.1％と高くな

っている。 

2007 年の民間給与実態調査（国税庁）では、

2007 年の年間給与（平均）が 10 年ぶりに増

加したとされるが、その中でも年収 200 万円

以下の労働者は増えている。 

 総務省の全国消費者物価指数（生鮮食品を

除く総合指数・8月）は 102.6 で、前月比で

0.4％、前年同月比では 2.4％上昇し、2007

年 10 月から 11 カ月連続の上昇となった。食

料品、ガソリン、灯油価格などが上昇の要因

となっている。 

内閣府の「社会保障制度に関する特別世論

調査」の結果では、社会保障制度に対して

75.7％が「不満」と回答し、不満に感じてい

る分野は、「年金制度」が 69.7％でトップ。

次いで「医療制度」56.4％、「介護制度」53.3％、

「出産・育児支援制度」42.4％、「雇用支 

援策」41.3％の順となっている。 

08 年に入り、原油や穀物、原材料の高騰が

続き、世界的な金融危機が外需頼みの日本経

済に深刻な影響をあたえ始めた。農林漁業や

運送業、小売業などの中小企業、労働者に犠

牲が集中した。 

今年 10 月の全国企業倒産件数（負債額 1

千万円以上）は 1,429 件、負債総額が 1兆 77

億 1,500 万円となった（東京商工リサーチ調

べ）。10 月としては、2002 年（1,730 件）以

来 6年ぶりに 1,400 件を上回った。前年同月

比 169 件増、13.4％増。負債総額は、前年同

月比 5,464 億 5 千万円、118.4％増で、前月に

続いて 1兆円を上回った。 

11 月の倒産件数も前年同月比 5.2％増で 6

カ月連続で前年同月を上回った。2003 年以降

の最近 6年間で最も多い水準となった。負債

総額は、3カ月連続で前年同月を上回った。

上場企業倒産は 11 月 3 件発生。累計 30 件に

達し、2002 年（29 件）を上回って年次（1～

12 月）ベースで戦後最多を更新した。 

農水省は 9月 9日、「2007 年産の米生産費」

調査結果 を発表しました。それによると、1

日 8時間あたりの家族労働報酬は全国平均で

1430 円、時給にするとわずか 179 円。前年の

256 円をさらに 77 円も下回った。 

７月の「漁民のストライキ」を皮切りに、

農民、トラック・タクシー事業者と労働者な

ど、生活と経営の危機に対する政府対策を求

める行動が相次いで取りくまれた。 

輸出大企業中心で進められてきた構造改革

からの転換を求める運動が、国民的に広がっ

ている。 

09 年春闘では、生活危機突破、社会保障の

充実を求める各界・各層の運動を束ねて大運

動を展開するための労働組合のイニシアチブ

が求められている。 
 
 

 

 

（２）「カジノ資本主義」失敗の「ツケ」を労働者・国民に押付けさせないたたかい 

（大企業の責任追及）を一層強化する 09 春闘                                 

 
 アメリカの低所得者向け住宅ローン、サブ

プライムローンの不良債権化に端を発した金

融危機は、08 年９月になって、アメリカ、ヨ

ーロッパの金融機関の経営破たんに波及し、 
それが実体経済へ影響し始めている。ＧＭ、

フォード、ＧＥなどのアメリカ企業の経営難
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も露呈し、アメリカ依存の経済の破たんはい

よいよ明らかになってきた。 
 それは 1929 年大恐慌以来の危機的状況で

あり、正に世界同時不況の様相である。 
アメリカは、イラク、アフガニスタンでの

天文学的な戦費支出もあり、金融支援、大企

業支援のための公的負担の増大は、アメリカ

の財政赤字を深刻化させ、ドル暴落の危険性

さえ懸念される。 
これに対応するとして、各国政府は、金融

機関への公的資金（税金）投入を相次いでお

こなっている。 
 一方、国内のトヨタなど自動車産業に代表

される輸出大企業は、相次いで非正規労働者

の人員削減計画を発表している。その数は自

動車大手だけで実に 1.4 万人に達する（11 月

30 日共同通信集計。ところが 12 月 13 日ま

での集計では、15,360 人にまで拡大してい

る）。総務省の労働力調査（速報）によると、

8 月の完全失業率（季節調整値）は 4.2％、完

全失業者数は 272 万人で前年同月に比べ 23
万人増え、5 カ月連続の増加となっている。

今後、雇用情勢が一層悪化することは必至で

ある。 
09 春闘では、マネーゲーム失敗の穴埋めに

税金を使うな、経営責任の追及を、マネーゲ

ーム規制強化をなどの世論を大きく高める必

要がある。 
日本経団連は 12月 16日に財界の春闘方針

である「経労委報告」を出したが、賃下抑制

に加え、雇用も「努力」どまりで、社会的責

任を放棄する内容となっている。 
とりわけ大企業に対し、労働者や下請け中

小企業への犠牲転嫁を許さず、社会的責任の

履行を迫る取りくみを「貧困・生活危機突破」

の中心的課題として強化する。 
 これらを通じて 09 春闘では、内需主導の

経済への転換、アメリカ追従、依存経済から

の転換の世論と運動作りを積極的に進める。 
 

 

（３）労働者、中小企業を犠牲にする政治をかえる 09 春闘                

 
 労働者の暮らしは、90 年代後半からの「構

造改革」によって、賃金が低下し、税負担が

急増し、社会保障の相次ぐ改悪でくらしのセ

ーフティネットが綻んでしまった。また、非

正規労働者とワーキングプアの増大が、社会

全体の不安と緊張を高めている。 
 国民の運動と世論が政治を動かす状況が強

まり、矛盾が強まった結果、9 月 1 日、福田

首相が辞任した、その後の自民党総裁選挙を

受けて麻生内閣が発足した。 
 麻生首相は「景気対策」を「理由」に定額

給付金などバラまきを続けながら、国民の審

判を恐れ解散総選挙を先延ばしにしている。 
 また、不見識な失言を繰り返し、「庶民派」

が見せかけであることを暴露し、国民の信任

を失っている（トリプル KY と言われている。

①空気が読めない、②漢字が読めない、③解

散時期が読めない）。 
一方、民主党は総選挙の早期実施にこだわ

り、後期高齢者医療制度の定着実施を前提と

した補正予算に賛成し、実質審議抜きでの新

テロ特措法継続法案採決を求めるなど、国民

世論軽視の姿勢を示した。それは、大企業中

心、アメリカ追従の政治姿勢に大差がないこ

とを示したものと言える。 
選挙実施によって、与党が衆議院の絶対多

数を占める状態が変化することは確実であり、

参議院での与野党逆転状況もふまえるならば、

国民の世論と運動が政治を動かす状況はさら

に強まることは確実である。 
自民党、公明党による大企業、アメリカべ

ったりの構造改革路線の破綻は、誰の目にも

明らかである。 
「カジノ資本主義」を規制し、富の社会的

配分の公正さを実現するためには、国民生活

本位の政治への転換が不可欠である。 
総選挙の争点は、「構造改革路線」、「アメリ

カ追随の経済・政治路線」から「国民生活重

視・内需拡大路線」への転換である。 
後期高齢者医療制度の廃止や労働者派遣法

の抜本改正などの具体的な要求を掲げ、その

実現をめざす取りくみを 09 年春闘でも進め
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る。「構造改革」によって壊され続けてきた雇

用と労働、社会保障の再整備（確立）を求め、

年金、医療、福祉、教育などにかかわる要求

政策を具体的に掲げた国民共同の前進を追求

する。そして、政府を解散総選挙に追い込み、

政治を国民本位に変える０９春闘をめざす。 
 

（４） 県内情勢の特徴と地域を守る取組み                                    

 

 

１．高知県の現状（長期トレンド）－低い所得、

雇用難の背景に 2 次産業の集積の弱さ、 

主要産業である 1 次産業の低迷がある。 

 

1 人当たりの県民所得は、215 万円で全国 46

位。全国平均 304 万円の 70.7％（2005 年県民

経済計算）。 

完全失業率は、2005 年の国調で高知県は

7.9％、全国は 6.0％。15～24 歳では高知県

17.4％、全国は 11.4％。25～34 歳では 9.4％

と 7.2％、35～44 歳では 6.8％と 4.9％となっ

ている。 

 

区     分 2005 年 2000 年 2005年-2000年 

労働力人口（15 歳以上）Ａ=B+E  693,742 700,779 -7,037 

 労働力    Ｂ=C+D   402,232 415,896 -13,664 

  就業者 Ｃ  370,395 393,820 -23,425 

      雇用者 278,804 296,047 -17,243 

   自営業者  59,924 63,297 -3,373 

   家族従業員  31,637 34,459 -2,822 

    失業者 Ｄ  31,837 22,076 9,761 

 非労働力 Ｅ 276,085 274,744 1,341 

※労働力率(B÷A×100)  58.0% 59.3%  -1.3 

※完全失業率(C÷A×100) 7.9% 5.3%  2.6 

2005 年で有効求人倍率は高知県は 0.50、全国は 1.04 となっている。 

 

製造品出荷額は、5,955 億円で 46 位。しか

も、45 位の鳥取県の 1兆 1,386 億円の 52.3％

に過ぎない。（2007 年工業統計・速報） 

 県内総生産は、H8 年から H17 年までの間に

1,635 億円減少している（次表）。3次産業は

増えているが、1次、2次産業は減少している。 

 

区分 平成 8年 平成 17 年 H17-H8 

1 次産業 142,033 96,795 -45,238

2 次産業 563,498 357,019 -206,479

3 次産業 1,895,177 1,983,417 88,240

計 2,600,708 2,437,231 -163,477

県民経済計算 単位：百万円 

  

県内の就業者数は、H7 年から H17 年の間に

3.9 万人減少している。これはこの間の人口

減少数（2万人）の約 2倍に当たる。 

 

区分 平成 7年 平成 17 年 H17-H7 

農業 52,291 40,134 ▲23.2%

林業 3,335 1,622 ▲51.4%

漁業 8,139 5,824 ▲28.4%

農林業センサス、林業労働力調査、漁業センサス 
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高知県人口は平成 2年の国調で初めて人口

自然減（出生数を死亡数が上回る状況）とな

った。全国は平成 17 年の国調からであるから、

人口減少では全国より 15 年先を行っている。

高齢化では 10 年先行している。 

 人口減少は働き手の減少であると同時に、

消費者の減少、需要の減少でもある。県外資

本の県内進出ともあいまって、県内経済はよ

り厳しさを増している。 

 高知県の地域際収支は、移輸入が移輸出を

上回り赤字となっている。赤字額は 1990 年の

5,729 億円、1995 年の 4,958 億円、2000 年の

6,201 億円へと拡大している（四銀経営情報

08 年 11 月号。高知短大名誉教授福田善乙氏）。 

黒字部門をみると、耕種農業と漁業の第 1

次産業が中心である。しかし、漸減している。 

対個人サービス（観光など）が 1990 年 12 億

円の赤字から、95年77億円の黒字に転化し、

2000年216億円の黒字になったことが注目さ

れる。 

逆に、赤字部門をみると、食料品、化学製

品、商業が中心である。食料品の赤字は、食

品加工の弱さを示している。 

高知県の人口推計は次の通り。2035 年には

県人口が 60 万人を割り込むという厳しい見

通しとなっている。 

 

 2010 年 2020 年 2030 年 2035 年 

高知県 772,762 710,011 635,605 595,131 

高知市 346,111 331,874 308,659 294,363 

四銀経営情報 08 年 9月号。高知短大名誉教授福田善乙氏作成 

 

 

２．高知県の現状（短期トレンド）－厳しさ続く

中で弱さを強みに変える取組みを 

 

 総務省が発表した 2008 年 3 月 31 日現在の

高知県の人口は、784,038 人で前年同月比

8,381 人減。減少率 1.06％は秋田県に次ぎ全

国 2位（昨年 4位）となっている。１世帯平

均人員は、2.29 人で東京、北海道、鹿児島に

次いで大阪と同率で 4位の少なさである（全

国平均は 2.46 人）。 

 

 2008 年 3 月 31 日 2007 年 3 月 31 日 

人口自然減 0.44（2 位） 0.37（2 位）

人口社会減 0.61（3 位） 0.47（5 位）

計 1.06（2 位） 0.84（4 位）

  

65 歳以上の高齢化率は、27.05％で島根、

秋田に続いて全国第 3位となっている。 

高知県の今年 10 月の有効求人倍率は 0.45

と厳しさを増している（6月時点は 0.51。10

月の全国平均は 0.80）。 

高知市の 9 月の消費者物価指数は、102.4

と前年同月比で 2.4％の上昇となった。上昇

したものは、光熱水道 6.5％、食料 4.7％、交

通通信 4.3％、被服履物 1.7％となっている。 

毎月勤労統計調査によると今年 8月分の高

知県の月間現金給与総額は 5 人以上規模で

250,730 円で全国平均 284,657 円の 88.1％と

なっている。一方、総労働時間は 146.5 時間

で全国平均 144.3 時間よりも長くなっている。

30 人以上では高知県 266,680 円、全国平均

312,883 円の 85.2％。労働時間は全国平均の

148.1時間に対して147.2時間となっている。 

高知県内の企業倒産状況（東京商工リサー

チ調べ。負債１千万円以上）は、年度別に見

ると 2005 年 72 件、20,049 百万円。2006 年

104 件、39，613 百万円。2007 年 84 件、25,028

百万円となっている。 

今年 10 月は 7件、1,979 百万円。今年下期

に入り件数、金額とも前年比で増加傾向に転

じている。 

国保の滞納世帯の比率も増加し、とりわけ

資格証被交付世帯で医療を受けられない子ど

もが出ていることが、社会問題化している（県

内の状況は次表の通り）。 
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区       分 2008 年 6 月 1日 2007 年 6 月 1日 

国保全世帯数 Å 136,214 186,067 

滞納世帯数  Ｂ 18,197 20,211 

 同割合 B÷A     13.4% 10.9% 

短期証交付世帯数 Ｃ 11,247 11,899  

 同割合 C÷B     61.8% 58.9% 

資格証交付世帯数 Ｄ 3,619 4,018 

 同割合 D÷B     19.9% 19.9% 

  

生活保護世帯数は 2006 年度は 12,255 世帯

で前年の 11,959 世帯より増加した。被保護実

人員も 16,683 人（保護率 21.0）と前年の

16,385 人（保護率 20.4）より増加している。 

 2007 年度の就学援助を受けている児童・生

徒数は県下で 10,677 人、認定率（生徒数に占

める割合）は 18.6%となっている。高知市は、

26.2％に達している 

高校生の県外就職比率は、2008 年 3 月につ

いに 52％となった。この間の推移は次の通り

である。 

 

H 元年 H5 年 H10 年 H15 年 H6 年 17 年 18 年 19 年 20 年 

42.4％ 44.2％ 35.7％ 23.7％ 27.1％ 35.7％ 43.0％ 47.5％ 52.0％ 

 

今年 10 月末現在の来春高校卒業予定者の

内定率は、57.6％となっている（高知県高等

学校就職対策連絡協議会資料より）。昨年が

58.9％であったので昨年より低下している。

内定者数は 807 人でそのうち県内 313 人、県

外 494 人であるが、例年県外から決まる傾向

にあり(昨年同期県内 333 人、県外 482 人)、

最終的には昨年並みの県外就職比率になると

思われる。若者の県外流出は、とまらない状

況にある。 

 

 

 

３．県政の課題－安全安心の県作りへ多 

面的な視点で 

 

 高知県は「産業振興計画」の中間とりまと

めを 11 月に発表し、来年 1月中旬までパブリ

ックコメントを求めている。今後更に、県下

を 7ブロックに分け地域アクションプランを

まとめるとしている。 

 県は、高知県の現状について高齢化と人口

減少で強みの 1次産業が衰退し、10 年後には

強みでなくなると分析している。単なる景気

対策でない体質改善が必要であるとして、商

工業連携、1.5 次産業化、アンテナショップ

の設置、地産地消などの政策を打ち出してい

る。 

 しかし、一方で療養病床の削減を国にいわ

れるままに進め、小学校の統廃合、高校の学

区制の廃止などを行おうとしている。地域の

衰退、崩壊、地域経済への悪影響は明らかで

ある。 

 高齢者は消費者でもある。医療費、介護費

用もＧＤＰの一部であり、医療、介護資源は高

知県の宝である。 

 安全安心な 1次産品、食品加工業の振興と

同時に医療・福祉の先進県としての安全安心

の地域作りを進める視点、「医商工の連携」の

観点が必要である。 

 また、地域を支える公的なセクターの維持

が不可欠である。 

 県労連は県政課題と真正面から向き合うこ

とを提唱し運動してきた。今後ますますこの

視点が重要となる。地域再生の課題では、各

地域で地域課題と真正面から向き合う運動と

組織を築くことが重要となる。 
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Ⅲ．０９春闘の要求                        
 

１．賃金関係要求 

                                                        

①職場、地域の労働者の賃金底上げと生活改

善を実現する積極的な賃上げの獲得 
誰でも「月額 10,000 円、時給額 100 円」以上

の賃金改善を 

②最低賃金の「時給 1,000 円」（日額 7,500 円、

月額 160,000 円）以上への引き上げ 

全国一律最低賃金制度の確立 
③企業内及び産別の最低賃金協定の締結 
④男女賃金格差の是正、非正規労働者の均等

待遇の実現 
⑤政府・自治体関連労働者（非正規労働者）

の賃上げの実現 
 

２．働くルール関係の要求 

 
①正規雇用原則の確立。均等待遇の確立 

非正規労働者の正規雇用への切り替えの推

進 
②労働者派遣法の抜本改正（日雇い派遣の全

面禁止、法違反の場合の直接雇用申込み義

務・・・） 
③派遣労働者等不安定雇用労働者の首切り反

対（不景気、「2009 年問題」等を「理由」

とした） 
④不払い残業、「名ばかり管理職」の一掃。 

くらしに配慮した労働時間の短縮・要員の

確保。所定外労働時間割増率の引き上げ 
⑤メンタルヘルス対策など職場の安全衛生活

動の強化 
⑥じん肺、アスベスト被災等の全面救済と再

発防止策の確立 
⑦入札制度の改善（人件費部分への最低制限

価格の設定、下請け業者への各種報告義務

の強化）。自治体公契約条例の制定 
 

 

３．国民要求 
 
①後期高齢者医療制度の廃止 
②社会保障費２２００億円の削減の撤回 
③医療、介護労働者の待遇改善と増員 
④消費税引き上げによらない最低保障年金制

度の確立。年金の引き上げ 
⑤生活保護制度の改悪反対 
⑥消費税の引き上げ反対 
⑦３０人学級の実現 

⑧学校、保育所、郵便局、国の出先機関等の

統廃合反対 

⑨銀行による「貸し渋り」、「貸しはがし」の

規制。中小企業支援策の強化。 
⑩９条改憲反対、在日米軍基地再編強化反対

（沖縄海兵隊の基地移転にかかわる予算化

反対）。「戦争をする国」の人づくりを進め

る教育の反動化反対 
 

 

Ⅳ．具体的な運動の展開                    
 

 労働者は４重苦に見舞われている（①賃金

の低下、②公的負担の増加、③物価高、④雇

用不安）。 

 労働者の生活は、大雑把に言って賃金と社
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会保障給付によって支えられている。統一し

た闘いが必要である。 

 また、賃金闘争については、職場内の闘い

（団体協約締結）と最賃闘争を統一して進める。

正職員の闘いと非正規の闘いの相互理解に基

づく統一が重要である。 

 職場と地域を守る闘いとして、０９春闘で

は地域運動の本格的な展開を図る。それと一

体的に地域組織の再確立をめざす。 

 内需中心型経済、アメリカべったりの政治から

の転換を本格的にめざす必要がある。その要

は、何と言っても総選挙での政治の転換であ

る。要求運動を強めながら、早期の解散総選

挙に追い込む。その中で組合員の政治的な関

心、自覚を高める。 

 

１．賃金闘争をはじめとする職場闘争の強化 

 

 賃金要求と職場の労働条件要求とを結合し

て闘う。企業分析等を具体的に進める。県労

連を中心に「ホウ・レン・ソウ」（報告・連絡・

相談）を密にし、相互の連携、支援体制を強

化する。 

①要求アンケートの実施 

②家計簿調査の実施（最賃闘争とも関連） 

③経営者懇談会の実施（０８春闘では宇治電

化学社長と行う） 

「提案型運動」の具体的推進（経営分析、企

業・産業政策、行政施策要求・・・） 

※４方よし（①売り手よし、②買い手よし、③

世間よし、④働き手よし）で行こう！ 

④要求提出、回答指定など統一行動の強化。

情報交換、激励行動の実施。 

 （日程は、行動予定表参照） 

 

２．最賃闘争等反貧困闘争・働くルール確立 

 

 世界同時不況の進行の中で賃金・労働条件

の底抜け現象が懸念される。社会保障の確立

と結合し、働くルールの確立、最賃闘争、労

働者派遣法の抜本改正など労働条件を下支え

する運動に力を入れなければならない。 

①最賃署名、議会決議運動の実施 

②労働局への要請行動 

 ※全労連の統一行動への結集 

③審議会委員の獲得 （昨年度の裁判と新規

の獲得） 

④非正規労働者の実態把握 

・女性部を中心に新婦人等との懇談（パー

ト問題等）と共同の学習会の開催を検討 

・ハローワーク前での集会、宣伝、聞き取

り（署名）の実施 

・労働相談活動の抜本的な強化を通じて（多

様な宣伝の展開）。 

⑤公務関連職場の非正規の調査と処遇改善  

・自治体非正規（再）調査 

・臨教の処遇改善へ向けた要求・政策の検 

 討 ⇒ 全自治体キャラバン、議会決議 

⑥派遣切りの防止（２００９年問題、不況の

調整弁）のための行政交渉、経営者団体申入  

 れ 

 ※派遣切りによる派遣労働者の３重苦。①生活

費がない、②住居がない、③雇用保険がす

ぐ受けられない（契約切れ⇒自己都合退職

⇒３ヶ月の待機）。 

⑦働くルール確立 

・「働くルール署名（３次・仮称）」①最低賃

金時給 1000 円実現、②労働者派遣法抜本

改正、③有期雇用にかかわる労働基準法改

正、④労働時間規制強化、⑤均等待遇の法

制化の５点で検討する。 
・育児・介護休業制度改善の運動（署名等）：

男女とも働き続けられる社会、実効ある少

子化対策を求める取り組み 
・公務員の労働基本権・政治活動の自由の回

復、国鉄闘争の早期解決、ＮＴＴ闘争をは

じめすべての争議の勝利などをめざす取り

組みを強める。 
⑧非正規から正規へ、若者雇用の改善を求め
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る大集会の開催 

※開催時期（５月で検討） 

⑨最賃の大幅引き上げを求める議会決議。若

者の使い捨て反対、正規化を求める議会決

議。臨協の処遇改善を求める議会決議の推

進。

 

３．地域運動と国民共同の闘い 

 

 県政課題と真正面から向き合う最前線は地

域である。地域を支えるには公的な機能が必要

である。各職場を通して地域を考える視点で、

地域運動に取り組む。そのためには地域組織

が欠かせない。まず「顔と名前」でつながり、

つぎに「要求と運動」でつながる具体的な手

立てを講じる。 

①各地域での再生シンポ、学習会、住民懇談

会の実施 

住民アンケートと政策作りの検討 

②地域実態調査の検討 

 ※全労連、労働総研、自治体問題研究所と

も相談 

③自治体キャラバン（２月１６日・月～２０

日・金、２３日・月～２５日・水） 

○対自治体：自治体の非正規職員の処遇改善、

入札制度の改善、公契約条例の制定 

○対議会：若者の正規化。臨教の処遇改善。

最低賃金の引き上げ。公契約条例。最低

保障年金、国の出先機関野統廃合反対の

６本の決議運動を進める。 

※１自治体１時間３０分を確保し、執行部

と議会に要請。全自治体を訪問する。 

 ※地元地域労連、地元組織の参加を本格的

に組織する。 

 ※できれば、地元の独自要求を提出する。 

④県の「産業振興計画」（中間とりまとめ）に

対する取組み 

 ・パブリックコメントの集中（０９年１月

９日締め切り） 

 ・地域アクションプランに積極的な提案で

対峙する 

⑤2月 13 日の全国の「生活危機突破の中央行

動」と連動した県内集会・行動を国民大運動

規模で検討する。 

 農林漁業を守る運動、消費税引き上げを許

さない闘いとの連携を強める。 

⑥憲法 9条を守り、県土の軍事化を許さない

闘いを関係団体と連携してすすめる。 

 

４．組織拡大 

 

 2009 年の第 22 回定期大会を過去最高の現

勢で迎える気構えと体制を構築する。組織の

交代をずるずると放置しない幹部としての自

覚とそのための措置が重要である。 

①４～５月の「拡大月間」に設定する。９月の第

２２回大会を最高の組織現勢で迎える。 

 各加盟組合は月間目標と大会時目標を組織

決定する。それに見合う、拡大の具体的計画

を策定する（拡大対象者、当たる人を各職場

ごとに明確にする）。 

②新採用者対策を抜本的に強化する。 

講師登録を更に進め、初級組合員教育はじ

め学習活動を活発化する。 

③労働相談センターの活動の抜本的な強化 

 ・宣伝活動の多様化・強化を図る。具体的

には、特別相談日（ホットライン）の設定、 

ビラ配布、宣伝カーでの宣伝、ＨＰ、新聞広

告（メーデー等）などに取り組む。 

④各地域労連ごと（連携して）の交流会の実

施 

⑤労働共済の拡大 

福利厚生としては勿論、組織拡大の手段と

して押し出す。 

⑥女性部を更に活発化し、青年部については

定期大会を開催する。 
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⑦争議勝利 

 当該組織との連携を密にしながら、労働相

談センターの争議対策委員会で具体的な対応

を行う。 

 
 

５．総選挙勝利 

 
 政党支持自由を堅持しつつ、要求実現と政

治の転換との関わりを深く討議し、要求闘争

を強め解散総選挙に追い込む。その中で組合

員の政治的な自覚を高め、政治の革新をめざ

す。 
＜総選挙の争点＞ 

①賃下げからの転換、②雇用破壊からの転換、

③社会保障改悪からの転換、④戦争する国づ

くりからの転換の「四つの転換」を目標に、

新保守主義、構造改革路線の転換を求める

運動、政治を変える運動を職場・地域から

強める。 
＜総選挙スローガン＞ 

 次の２つのスローガンを掲げて総選挙を闘

う。 

①貧困と格差をなくし、安心・安全にくらせる

日本へ！ 

②大企業とアメリカの言いなりの政治からの

転換を！ 

＜４つの選択基準＞ 
 政党・候補者の「４つの選択基準」を組合員

に提示し、自分たちの要求との関係で政治的関

心を喚起する。 

①（働く）派遣法の抜本改正などワーキングプ

アをなくし人間らしく働くルール推進する政

党・候補者か 

②（くらし）物価対策、消費税増税反対など国

民生活への具体的な対策をうちだす政党・候補

者か 

③（医療）後期高齢者医療制度の廃止をはじめ

社会保障の拡充すすめる政党・候補者か 

④（平和）憲法改悪・自衛隊の海外派兵に反対

しアメリカべったりの政治やめる政党・候補者

か 
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Ⅴ．主な日程と行動配置                     
 

主な会議・集会・行動日程（案）（08 年 12 月～09 年 5 月） 

 
1

2 

 

月 

 

4  執行委員会 

6   春闘討論集会 

9   労働局・派遣問題等交渉（11～12） 

12 労働相談ホットライン(9～19) 

13 行政何でも相談(11～15) 

17 執行委員会 

 

 

5  いの健センター第 11 回総会） 

12  労働相談ホットライン 

13 女性部春闘討論集会（～14） 

0

9 

年 

１ 

月 

 

7  ⑧執行委員会 

9  早朝宣伝行動（7:50～）、旗開き（18:00～） 

 

17  オルグ要請講座（～18 高松） 

22 ⑨執行委員会 

25 第 23 回中央委員会 

14 春闘共闘単産地方代表者会議 

    (日経連包囲行動) 

15  新テロ特法期限切れ 

 

22 第 43 回評議員会（～23） 

28  全国統一行動（春闘決起集会） 

 

 

２ 

月 

 

5  ⑩執行委員会 

13 反貧困・生活危機突破県民集会（予定）

19 ⑪執行委員会 

自治体キャラバン（16～20、23～25） 

 

※２月末までに要求提出 

 

6-7 国民大運動０９年度総会 

13 「なくせ貧困、生活危機突破 

   春闘要求実現中央行動」 

中～３月上旬 地域総行動 

 

 

３ 

月 

 

5  ⑫執行委員会 

 

経営者懇談（上中旬予定） 

青年部大会・交流会（予定） 

 

19 ⑬執行委員会 

 

 

11  第１次集中回答 

12  全国統一行動 

13  重税反対統一行動 

 

23 頃 春闘回答追い上げ集会   

 

 

４ 

月 

 

2  ⑭執行委員会 

5   雨宮処凛講演会（予定） 

16 ⑮執行委員会 

 

 

20  第２次集中回答、全国統一行動 

 

 

５ 

月 

 

7  ⑯執行委員会 

 

正規化を求める若者集会（予定） 

 

21 ⑰執行委員会 

 

1  メーデー 

3 憲法記念日 
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第２号議案 
 

労働相談センターのあり方に 

関する予備提案 
 
 
 高知県労連は、２００７年９月３０日に開催した第２０回定期大会において労働相談セン

ターの専任配置を決定した。それを受けセンターは１０月２０日に総会を開催し、新たな体

制と方針でスタートを切った。 
 専任のセンター長の下、オルグ団会議を定例化し、「組合作り型」労働相談をめざし、１年

目には年間相談件数２００件、直接の組織化３１名（その後の拡大でトータル１３１名）の

拡大実績を残した。 
 また、オルグ養成講座の開催、争議の指導援助などの役割を果たしてきた。 
 そして０８年１０月６日に０８年度の総会を開催し、「１人から組織へ」を新たにスローガ

ンに加え、年間相談件数２５０件、直接の組合員拡大５０人の目標を掲げ、取組みを進めて

いる。 
 この２年間は、財政的には県労連財政（雇用継続という形態）と県医労連財政（県医労連

副委員長兼務）とで支えてきた。 
 しかし、この措置も０８年度で終了することになる。 
 そこで０９年度からの財政と体制のあり方をこの第２３回中央委員会に予備提案し、０９

年９月開催予定の県労連第２２回定期大会と、引き続くセンターの総会で正式決定を図りた

い。 
 既に、０８年１０月２日に開催した第２回執行委員会では「県労連からの拠出と関係各加

盟組織からの応分の拠出によって専従体制の維持や運営を図っていくとの提案を盛り込み、

１年間かけて論議を重ね、２００９年１０月の総会で決定する」ことを確認している。 
 それを踏まえ、次の点を予備提案する。 
 
１．労働相談センターの１名専従体制を引き続き維持する。 
２．専従の人件費、活動費は県労連と関係組合の応分の負担で独自に維持する。 
３．０９年度については、人件費月額１４万円、活動費月額２万円を確保する。 
４．県労連財政でその内８万円を負担し、残余の８万円を関係組合で応分の負担を行う。 
 以上 
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第３号議案 
 

０８年度会計の中間決算案 

 
    別       紙 

 
 
 
 
 
 


