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第３次案  

１０年春闘方針（案） 
－ 変化をチャンスに、貧困・格差の解消、内需の拡大を － 

 

  はじめに                              
 

 総選挙総括と鳩山政権の基本的評価 

 
政権交代という政治の変化も大いに活用し、当面の雇用・生活の安定を求める運動を前進させ、

「ルールある資本主義」への転換運動に発展させていく構えで 2010 年夏までのたたかいを進め
ていく。 

2010年春闘では、政治の変化をより確実にするため、労働者・国民の切実な要求にもとづく共
同を広げ、憲法に従った国民本位の政治の実現を求める世論づくりと運動を強める。 
 そのためには、総選挙結果とその後発足した鳩山政権を次の視点で捉えることが重要である。 
 
１．まず、第一。先の総選挙の総括。 

 格差と貧困をもたらした新自由主義に対す

る厳しい審判が下された。しかし、政治の表

舞台から退場させられたのは、それを政治的

に担ってきた自公の政権であり、その思想と

政治手法が同時に一掃された訳ではない。 

２．鳩山政権の政治的特長。 

 「生活者主義」と構造改革路線の混合物。

まとまった、思想的統一性はない。 
 現幹部は元々、新自由主義者。自民党と改

革競争を主張していた思想の持ち主。０５年

の総選挙での敗北を受け、「生活者第一」のス

ローガンを唱え、０９年選挙で政権の座に着

いた。従って、民主党の下半身は「生活者主

義」。上半身は依然として「構造改革」志向。 
３．しかしながら、「政権交代」という形式が用

意された意義は大きい。 

 従来型の政治手法を相対化し、新たな政治

の可能性の地平を切り拓いた点。 
 この政権交代という枠組み自体は、強く大

きく育てていく必要がある。それを「二大政

党制」に収斂させてはならないし、ましては、

「民主党不信」から「政治不信」を通じて、

旧来の枠組みに戻るというようなことにして

はいけない。 
 そこに、知恵の使いどころ、力の発揮のし

どころがある。 
 民主党は、統一した国家の将来像を持ちえ

ていない。「生活者第一」をヨーロッパ型の自

由、平等、セーフティーネットの確立した社

会像へと収斂させることができるか。国の形、

国民の幸せ感を運動の側が積極的に提示し、

民主党の土台部分を補強し、新自由主義、構

造改革的手法を一掃する動きを作り出してい

かなければならない。 
 

 

県労連の基本姿勢－憲法をくらしと職場に生かす運動 

 

以下の「３つの柱」と「４つの視点」を県労連運動の基本にすえて運動を展開する。 
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■３つの柱 

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） 

■４つの視点 

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。 

 

 

 

 

Ⅰ．０９春闘、０９秋闘の総括                 
省略 

 

 

 

Ⅱ．１０春闘をとりまく情勢の特徴              
 

（１）政権交代で変化し始めた政治状況               

 

１）9月 16日、民主党・社民党・国民新党
連立の鳩山政権がスタートした。 
総選挙で示された国民の期待に応えた政治

の実施を強調する鳩山内閣には、発足後 2ヵ
月の段階で 6割強の支持が寄せられている。 
同時に、民主党のマニフェストを絶対視す

る政権運営や、税収減の下で税金を家計に直

接投入する施策の実現性、高速道路無料化や

揮発油税などの暫定税率廃止と「地球温暖化

ガス排出規制」との政策矛盾、沖縄普天間基

地の「県内移設」示唆の公約違反など、政治

姿勢への不安も広がっている。 
連立政権がめざす政治の方向は来年度予算

編成や通常国会への法案提出を見極めなけれ

ば明白にならないが、切実な要求にもとづく

共同のたたかいを攻勢的に展開して政治を転

換させる条件と必要性が高まっている。 
２）政権交代後の参議院補欠選挙などでも

自民党の退潮が明らかになっている。しかし、

自民党は臨時国会冒頭の代表質間でも「構造

改革」路線に固執し、国民の要求変化に対応

していない。 
このような状況下で、保守層を含む一致す

る要求での幅広い共同が求められる。 
日米 FTA 協定や後期高齢者医療制度廃止
などの課題で新たな前進を見せ始めている。 

9 月末には、千葉県野田市で公共事業と直
接委託事業にかかわっての「公契約条例」が

成立し、適正賃金確保の運動が前進したこと

も、政権交代の地方への影響の兆しといえる。 
 

 



3 
 

 

（２）雇用不安、中小零細企業の経営危機が進行する日本経済                           

 
 １）失業者数は、09年 2月以降、300万人
をこえ続け、9月には 363万人と最悪の状況
となった。 
失業者数は対前年同月比で 11 ヶ月連続増

加し続けており、雇用状況は悪化し続けてい

る。全労連が取り組んでいる「ハローワーク

前アンケート」でも半数以上が正規労働から

の失業であることが明らかになった。 
有効求人倍率も 0.43倍で、製造業、情報通
信業での落ち込みが特に大きく、9 月発表の
10 年春の高卒予定者の就職内定率は 37%に
とどまり、就職浪人の大量発生も懸念される

状況にある。OECD も、日本での若者(15～
24 歳)の失業率が 1 年間で 2.4 ポイント上昇
し、「若者が苦境に陥っている」と警告した。 
エコカー減税効果などで増産体制を取って

いる製造業での雇用も短期の期間工中心であ

り、非正規労働者を「雇用の調整弁」に位置

付ける大企業の経営は改まっていない。 
２）深刻な雇用状況も反映して、現金給与

総額は 15ヵ月連続で減少し、09年末一時金
も過去最大の下げ幅が予測され、前年実績を

大幅に下回る状況にある。 
消費不況のもとでの安売り競争も加速し、

デフレ状況が深刻化するという「負のスパイ

ラル」が顕在化してきている。 
３）9月の鉱工業生産は前月比 1.4%プラス

で 7ヵ月連続の上昇となり、自動車などでの

回復傾向が顕著になってきたが、同時に大企

業が生産拠点の海外進出を強めおり、国内で

の受注減による中小零細企業の経営悪化や国

内雇用の喪失の原因となり、地域経済にも深

刻な影響を与えている。このような中で、地

方自治体が工場移転の中止を大企業に働きか

ける事例も増え始めている。年度末に向け「景

気の 2 番底」の懸念も出ており、「雇用なき
景気回復」の様相である。 
従って、内需拡大にむけた大企業の社会的

責任の追及、大企業から労働者・国民、中小

零細企業などへの「富の再配分」を目的とす

る政策実施が政府には求められている。 
しかし、鳩山内閣が 10月 23日に取りまと
めた緊急雇用対策は、失業者や生活困窮者、

新規学卒者への生活、就労支援の強化は盛り

込まれているものの、雇用悪化をくいとめる

ための財政施策や、大企業の身勝手な雇用破

壊を規制する施策は極めて不十分な内容にと

どまっている。 
雇用調整助成金や雇用保険制度の改善、労

働者派遣法改正をはじめとする非正規労働者

保護の法制度の整備や、税、社会保障による

富の再配分強化を求め、政府・自治体による

雇用創出や困窮者への直接支援策を迫る取り

組みは、賃金低下や雇用状況悪化のもとで緊

急性が高まっている。 
 

 

（３）賃金抑制攻撃を強める財界、ベア要求を放棄する連合                 

 
１）国税庁の民間給与実態調査によれば、

2008 年を通じて勤務した民間労働者の平均
年収は 430 万円で、ピーク時の 97 年からは
35 万円も減少している。特に、年収 200 万
円以下の労働者が 1067 万人(23.3%)を占め、
07年よりさらに 35万人増えている。09年度
の状況もこの間、月例給、一時金とも大幅に

減少しており、賃金低下に歯止めがかかって

いない。 
このような労働者の所得減少の一方で、大

企業は労働分配率を低下させ、内部留保を蓄

積している。上場企業の 4～9 月の中間株主
配当は前年から 1 兆円(34%)減少するものの
2 兆規模を維持するとしており、株主優先の
経営姿勢にも変化はない。 
２）日本経団連は、9 月に入って「経労委
報告」の論議をスタートさせたが、検討課題

に最低賃金、賃下げを伴なうワークシェアリ

ングなどを新たに盛り込むとしている。 
09 年春闘で賃下げ前提の労使共同宣言に
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連合を追い込んだ勢いを駆って、「筋肉質な経

営」をめざすための人件費抑制攻撃を強め、

春闘解体を迫ろうとしている。また、労働者

派遣法改正や最低賃金引き上げに対し、国際

競争力の低下や失業の増大などを理由に、新

政権のもとで徹底した抵抗姿勢を強めている。 
9月 15日の「新内閣に望む」との要望でも
経団連は、成長戦略、大企業の国際競争力強

化のための規制緩和や消費税増税などを求め

ており、構造改革の失敗や大企業中心社会の

歪みなどに対する反省のかけらも見せていな

い。 
３）連合は 10月 29日の中央執行委員会で、
非正規労働者も含め全労働者を対象に労働条

件改善に取り組むことや、ワーク・ライフ・

バランス実現などよる雇用の安定・創出の取

り組み強化などを強調しているが、連合とし

ての賃金要求は「賃金カーブ維持分の確保」

にとどめ、ベア要求については産別任せとす

る春闘構想案を決定した。 
４）一方、「貧困ネット」などの取り組みが

全国的に広がり、労働者派遣法改正を求める

共同も継続・前進し、貧困の解消、格差の是

正、労働者保護法制の整備と失業時のセーフ

ティネット整備を求める国民的な共同行動が

発展している。 
 
 

 

（４）残業割増率引上げ等の制度改善を職場の働くノレール整備につなげる                  

 
１）09年通常国会までに成立した労働基準

法（月60時間を超えた超過勤務の割増率50%、
割増賃金に代えた有給休暇など）や、育児介

護休業法（3 歳までの子を養育する労働者へ
の短時間勤務制度、パパ・ママ育休制度整備

など）などが、10年春以降施行される。 
また、「ワーク・ライフ・バランス憲章」に

盛り込まれた有給休暇取得率向上や、次世代

育成支援対策推進法にもとづく計画策定、

IL0187 号条約批准もふまえた労働安全衛生
法の活用など、労働時間短縮ともかかわる制

度も一定前進してきている。 
さらに、高齢者雇用安定法実施にかかわる

「就業規則」の改定期も 2011 年春に迫り、
企業年金にかかわっても「適格年金制度」廃

止の時期が迫ってきている。 
２）これらの制度改善を手がかりに、労働

時間短縮や均等待遇、企業内最賃協定など、

協約締結運動の前進をめざす。 
とりわけ、不況下でもサービス残業が横行

している実態をふまえ、産別規模で、超過勤

務の縮減やサービス残業の撤廃、休暇の完全

消化を計画的に進める合意を深め、必要な人

員配置を求める取り組みを強めることが必要

となっている。 
 

 

（５） 対話と協調の動きを強める核兵器廃絶の国際世論と憲法状況                      

 
１）9 月に開催された国連総会では、地球
温暖化ガスの「25%削減」を公約した鳩山首
相の演説が注目され、12月の COP15の動向
が注目される。 
続いて開催された安全保障理事会では、米

国が提出した「核兵器のない世界」をめざす

決議が全会一致で採択され、10月の国連総会
でも核兵器廃絶の決議が採択された。CTBT
批准をめざす交渉や NPT 再検討会議への期

待が一層高まっている。 
一方で米・オバマ政権は、アフガニスタン

増派を検討し、日本に対しても応分の負担を

迫るなど、日米関係では従来からの姿勢を変

えてはいない。それには日本政府の腰砕けの

姿勢が強く反映している。 
２）改憲のための「国民投票法案」が 2010
年 5月から施行されることを前提にした動き
が強まっている。成人年齢を 18 歳に引き下
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げることを容認した法制審の答申もその一つ

である。 
また、総選挙の結果、憲法 9条改憲を強く

主張してきた議員が大量に落選するという事

態も生まれる一方で、政権内から集団的自衛

権行使を主張する発言が行われるなど、改憲

をめぐる動きには引き続きの警戒が必要であ

る。また、沖縄・普天間基地の問題が、鳩山

政権の日米軍事同盟とのかかわりでの当面の

試金石となってきている。 
たたかいの手を緩めず、対話と協調の流れ

にある世界情勢の変化も生かし、「安保 50周
年」である 2010 年に、核兵器廃絶、日米安
保条約破棄、憲法守れの運動を一体的に前進

させることが求められている。 
 

 

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

 

１）県内経済の現状                  

①企業倒産と融資 

高知県内の 08 年の倒産は 07 年と比較して

総額、件数ともに減少した（下表。東京商工

リサーチ調）。更に 09 年は 10 月までの累計で

負債総額 10,542 百万円（68 件）となってお

り 08 年を 0大きく下回るペースである。 

  2006 年 2007 年 2008 年 2009.1-10 対 08 年比

負債総額 46,697 25,552 19,994 10,542 47.8

倒産件数 100 87 78 68 76.9

※負債総額 1,000 万円以上。単位百万円 

一方、県信用保証協会の 08 年度末の保証債

務残高は過去最大の 1,725 億 7100 万円。新規

の融資保証は前年度比 47.15％の伸びであっ

たが、緊急融資は借り換え利用が多く、伸び

自体は 8.84％であった。 

一方、企業倒産にともなう代位弁済は前年

度比 16.8％増の 53 億 3 千万円であった。 

緊急融資の効果が一定あり、倒産件数は表

面的には減少しているが、依然厳しい状況と

いわなければならない。 

②雇用情勢 
○有効求人倍率は次の通り。昨年 9月のリー

マンショック以降全国が急激な落ち込みを示

しているのに対して、高知県は 0.05 ポイント

の落ち込みにとどまっている。しかし、これ

は「万年不況」状態を表しており、全国の景

気が回復しても高知県は取り残されるパター

ンが続いている。 

 20 年  21 年 21/9-  
H19 年 H20 年 

9 月 9 月 20/9

高知県 0.50  0.46  0.47  0.42 -0.05

全 国 1.02  0.77  0.84  0.43 -0.41

 
○非正規労働者の雇い止めの状況は、下表の

通り（厚労省発表）。 
 全国では昨年 10 月から今年 12 月までに

24.4万人の非正規労働者が解雇され、県内で
も 700名が解雇されると予測されている。正
に、景気の調整弁にされている。 

  12 月 1 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

85,012 124,802 207,381 216,408 223,243 229,170 232,448 238,752 244,308
全国 

57,300 85,743 132,458 135,065 137,482 139,341 140,086 141,619 143,249

103 173 576 577 577 621 621 652 700
高知 

39 75 152 152 152 152 152 152 191

期間 
10 月-翌

年 3月 

10-3 10-6 10-6 10-9 10-9 10-9 10-12 10-12

※下段は内数で派遣労働者 
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○高校生の就職状況は下表の通り。H20、21

年と県外就職比率が 50％を超えた。 

 ちなみに県内4年制大学の21年3月卒業生

1,055 人中 845 人が県外就職であり、比率は

79.9%となっている（高知大学医学部卒業生は

除く）。短大卒業生では総数 176 人中県外は

10 人であり、比率は 5.7％である。 県内の

雇用状況は全国と比較して急激な落ち込みは

ないものの、全国の好況期においても厳しい

状況であり、「万年不況」の状況と言える。 
 それを反映して雇用の県外流出が続いてい

る。 

※高知労働局調べ。各年 3月末卒業 
 
○来春卒業予定者の就職内定率 
 来春卒業予定者の就職内定状況は、昨年度

を大きく下回っている。 
 特に、高卒者については 9月末現在 37.6％
に過ぎず、昨年同月末が 51.0％であるから、
13.4％の落ち込みである。高知県については 

 
内定率の低さもさることながら、求人数の落

ち込みは 5 割を上回り、有効求人倍率が
0.34％であり、今後も内定率が上向く要素が
ない極めて厳しい現状である。 
 

 
大学生 

09年 10月 08年 10月  
計 男 女 計 男 女 

大学 62.5 63.3 61.6 69.9 69.8 70.1 
国公立 71.3 69.0 73.8 73.2 73.0 73.3 
私立 59.6 61.5 57.3 69.0 68.9 69.0 

 
高校生（９月末現在） 
 就職内定率 
 

有 効 求

人倍率 男女計 男 女 
全国平均 0.89 37.6 42.6 31.3 
高知県 0.34 36.2 41.8 28.7 
徳島 0.64 47.7 54.2 37.4 
香川 1.25 42.8 45.0 39.7 
愛媛 0.74 39.4 44.0 33.8 
 
③県民所得 
○県内総生産（名目）は 2006 年度で 2 兆 3

千億円（全国 46 位）。全国合計 518 兆 8 千億

円の 0.45%。1996 年が 2 兆 5 千億円で 0.48%

であったので額率共に低下傾向にある。ちな

みに四国計が06年度で13兆7千億円、2.65％

となっている。 

○2006年度の１人当たり県民所得は217万円

で全国 44 位。全国平均 307 万円の 70.7%に過

ぎない。 

 総生産の低さが県民所得の低さとして現れ

ている。 

 
 
 
 

  H8 H19 H20 H21 

県内 1535 650 539 526

県外 689 587 585 589

県外就職率 31.0 47.5 52.0 52.8
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２）県内労働者の賃金・労働条件                 

所定内給与等調査 

男女計 

  所定内

給与 

年間賞

与 

所定内

給与

（男） 

所定内

給与

（女） 

東京 366.3 1239.0  401 277.8

高知 255.3 629.3 284 213.3

徳島 272.4 853.0  309.4 215.1

香川 269.6 736.2 302.5 203.5

愛媛 256.9 698.4 290.9 197.8

2008 年 6 月分賃金  H20 年賃金構造基本統計調査 

 
初任給調査 

男女計 男 女 
  

大卒 高卒 大卒 高卒 大卒 高卒 

東京 208.3 170.6 210.5 172.3 205.3 168.5
高知 187.9 154.9 189.4 158.6 185.6 141.1
徳島 188.1 149.3 196.7 152.4 178.2 143.1
香川 195.7 159.1 198.6 159.9 190.8 156.8
愛媛 188.2 150.5 192.3  154.8 183.7 143.4
2009 年 3 月卒業生の 6月賃金 H21 年賃金構造基本統計調査 

 
労働時間調査 

  
総実労

働時間 

所定内労

働時間 

所定外労

働時間 

出勤日

数 

高 知 151.3 144.0 7.3 20.4

全 国 149.3 138.6 10.7 19.3

H20 年毎勤統計 

 
 高知県の賃金の状況は所定内賃金で東京の

７割、四国では最低となっている。賞与は東

京の５割。男女格差が比較的小さいのが特徴

である。 
 労働時間は全国平均と比較して所定内が長

く、所定外が短いのが特徴である。 
○今年 3月末現在の県内生活保護受給者数は、

17,932 人で前年同月より 634 人多い。H19 年

度の月平均申請件数 185 件に対して H20 年度

は 210 件と大幅に増えている。 

 

 

３）尾崎県政と自治体財政の現状              

１）尾崎県政は、産業振興計画をまとめ、０９

年度を実行元年と位置づけ取り組みを進めてい

る。 

産業振興計画は農業、林業、水産業、商工

業、観光の５部門の産業成長戦略と７地域（安

芸、物部、嶺北、高知市、仁淀川、高幡、幡

多）の地域アクションプランからなっている。 

 

「産業振興推進本部」を設置し、「産業振興

推進部」（総勢 123 名）を新設した。地域アク

ションプランについては、「産業振興推進地域

本部」の下に地域産業振興監を各地域に配置

し、地域支援企画員、出先機関と連携し支援

体制を取る。 

９月には第１回の「フォローアップ委員会」 

を開催し、「ＰＤＣＡサイクルに基づいて取り
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組みを進め、順調に歩み出しており、概ね計画

どおり進捗している」との評価を下している。 

県は国内市場を開拓していくため、官民協

働で外商に取り組む組織として高知県地産外

商公社を 8月に設立した。その一方で、県商

品計画機構は 11月 17日、臨時株主総会を開
き、解散を正式に決めた。 

 また、首都圏で高知県を売り込んでいく拠

点として、新たなアンテナショップの来年オ

ープンを目指している。費用対効果も含めた

評価が必要である。 

一方、県教育委員会は、今後 10年間を見
通した教育の振興を図るとして、「高知県教育

振興基本計画」を 9月に策定した。昨年７月
策定の「学力向上・いじめ問題等対策計画」

などの個別の計画の上位に位置づけられてい

る。教育委員会による上位下達の傾向があり、

教職員、県民参加の「土佐の教育改革」の成

果を反映させていく取り組みが求められる。 
産業振興計画と教育振興計画とが尾崎県政

の２大政策であり、これと政策提言など真正

面から向き合うことが重要となっている。 

２）高知県の財政 

 高知県の21年度予算は前年比1.2％増の

4,187 億円。普通建設事業費は前年比 4.2％増

の 743 億円となっている。財政調整基金を 99

億円取り崩しているものの基金残高は見通し

よりも上回る 136 億円を確保している。 

臨時財政対策債を除く県債残高は H12 年度

のピーク時と比べ 8割まで抑制されている。 

産振計画の実行元年、中山間が多い高知県

独自の「高知型福祉」をうたっているが、財

政は依然厳しく綱渡りの状況を続けている。 

３）市町村財政の特徴 

①県内市町村の平成21年度普通会計当初予

算は、3,611億5千6百万円と、前年度当初予算

と比較して0.7%（25億8千2百万円）の減となっ

ている。前年度当初予算より増加した団体は19

団体、減少した団体は15団体となっている。 

一般財源総額の確保や地域活性化・生活対策

臨時交付金の基金の活用などにより財源が確

保された。加えて、公債費が減少したことなど

により、財源不足額は前年度比19.7%（18.1億

円）の減となっている。 

②平成20年度決算に基づく県内市町村の健

全化判断比率及び資金不足比率の状況を見る

と、財政再生団体はゼロ、早期健全団体が１団

体（安芸市）となっている。 

県内市町村が経営する公営企業で経営健全

化会計は１会計となっている（高知市国民宿舎

特別会計）。大月町病院会計は、基準をクリア

ーした。 

市町村の職員数は、9,796人となっている（08

年4月1日）。減少傾向が続き、昨年度比で239

人減少している。主に退職不補充による定員の

削減による。 

一部事務組合など（広域連合含む）38組合の

職員数は1,825人で昨年度比で14人減少してい

る。 

数字の向こうにある住民の生活の安全や幸

せの観点から、財政再建や公務員削減を住民に

問い直す運動が求められている。 

 

４）地方分権の動きと闘いの方向              

平成の大合併により 99 年 3 月末に全国で

3,232 あった市町村は来年 3 月には 1,760 に

なる。県内では 53 市町村が 34 市町村になっ

た。 

地方制度調査会は、市町村合併の収束宣言

を行うと同時に、小規模自治体（1万人未満）

については、「広域連携」や「都道府県による

事務補完」の方向を打ち出している。 

一方、地方分権改革推進委員会は昨年 12

月に国土交通省地方整備局や厚生労働省都道

府県労働局など国の出先機関の見直しと職員

約 3万 5千人の削減を内容とする第 2次勧告

を行った。日本経団連は昨年 11 月の第 2次提

言で、2015 年までに全国を約 10 の道州にす

るよう求めている。 

分権推進委は10月7日、第3次勧告を出し、

保育所など 892 項目の基準の義務付けの廃

止・見直し、国と地方の協議の場の設置、教

育委員会、農業委員会設置の自治体選択制を

提言した。 

10月 9日には「当面の課題」と「中長期の
課題」とに区分し第４次勧告を出した。 
「当面の課題」では、平成 22 年度予算の
編成に向け、地方交付税の総額の確保及び法

定率の引上げ、直轄事業負担金制度の改革、

地方自治体への事務・権限の移譲と必要な財
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源等の確保、国庫補助負担金の一括交付金化、

自動車関係諸税の暫定税率の見直し、国と地

方の事実上の協議の開始について取り上げ、

「中長期の課題」においては、地方税制改革、

国庫補助負担金の整理、地方交付税、地方債、

財政規律の確保について取り上げた。 
今後、道州制論議の絡みで「基礎自治体」

の再編が進む危険性を残している。 

また、新自由主義的な発想から地方の生活

や国土の保全を投げ捨てる公共事業の削減に

対して毅然と対処する必要がある。 

 私たちは今までの運動の積み重ねの上に立

って、地方分権の将来像もにらみながら、人

口減少と高齢化、中山間地域の疲弊に直面す

る高知県政の課題と真正面から向き合う運動

を地域から再構築する課題に迫られている。 
 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。 

  

 

 

 

Ⅲ．１０春闘要求                        
 

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 
④高齢者の雇用と就労の場の確保 
⑤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 
⑥メンタルヘルス対策など職場の安全衛生活

動の強化 
⑦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 
⑧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即時廃止 
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生活保護制度の改善 
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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 
⑩温暖化ガス削減など環境政策の強化 
⑪９条改憲反対、在日米軍基地再編強化反対。

「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                    
 

政権交代の好機をいかして要求前進を追求

するためにも、産別統一闘争強化による職場

のたたかいと、制度改善を政府に迫り、大企

業の社会的責任を追及する地域からの運動の

連携を強め、内需拡大には雇用確保と賃金改

善が不可欠との世論形成が求められる。 

以下の重点課題での取り組みを職場と地域

で一体的にすすめ、賃金・労働条件引下げの

攻撃を強めている財界にカを合わせて反撃し、

要求前進の展望を切り開く。 
 

 

 

１．解雇、失業に反対し、「雇用守れ、仕事よこせの運動」の大運動を 

 

１）かつてなく厳しい雇用状況、中小零細

企業の経営難の中、「雇用守れ、仕事よこせ」

の要求運動を積極的に組織し、雇用不安を悪

用した賃金、労働条件引き下げを許さないた

たかいにつなげる。 
２）公的就労拡大も含めた雇用の増大や「就

職浪人を出すな」の要求運動を展開し、雇用

調整助成金拡充などによる雇用維持要求、雇

用保険の改善、中小零細企業での仕事おこし

などでの行政責任の追及と、大企業の内部留

保（貯め込み利益）の社会的還元を求める取

り組みを強める。 
これらの運動と一体で、労働者派遣法抜本

改正の運動を進める。「労働者派遣法の抜本改

正を求める国会請願署名」を継続・強化する。 
「公契約法・条例制定」の取り組みを強化

する。 
３）派遣村の教訓にも学びながら、反貧困・

反失業の取り組みを他団体とも共同して進め

る。 
 ４）具体的には 
①新春宣伝行動(1 月 8 日)を皮切りに、３月
上旬の地域総行動までの期間に、地域宣伝行

動を強化し、「雇用対策の強化」を求める世論

の高まりを作り出す。 
②政策委員会で県内の雇用政策を具体化する。

年明に県交渉、労働局交渉を行う。 
③公契約の条例化をめざし、自治体への働き

かけ、自治体決議の前進をめざす。 
④１２・２６の相談活動の取り組みも踏まえ、

地域総行動期間中に労働・生活相談の実施、

行政交渉の実施、「雇用守れ・仕事よこせ決起

集会」の開催などを地域労連主催分も含め検

討する。 
5月 1日のメーデーの中心課題に雇用問題
を位置づけて取り組む。土曜日でもあり、住

民、県民参加の取り組みをめざす。 
 

 

 

 

 



11 
 

２．雇用も賃上げもの提案春闘で不況の打開を 

 

１）財界・大企業が、世界同時不況や雇用

状況悪化を口実に、賃金抑制攻撃を強めてく

ることは必至である。90年代後半から賃金が
低下したことが内需を縮小させ、「負のスパイ

ラル」を引き起こしていることを直視して、

「賃上げで内需拡大を」のたたかいを職場・

地域で強める。 
「内需拡大・地域経済活性化要求ポスター

(仮称)」の貼り出しを商店街や、県労連未加
盟労組などに要請する取り組みを、地域総行

動などとも連携させて具体化する。 
労働時間短縮など職場の制度要求前進、協

約運動の活性化を図る。 
２）「年収 200万円、時給 1000円以下の賃
金を地域(職場)からなくせ」、「大企業は内需
拡大のために内部留保を取り崩せ」などの要

求をかかげ地域春闘の強化をはかる。 
地方自治体に対し、自治体および関連職場

に働く非正規労働者の賃金改善を迫り、地場

賃金の底上げにつなげる。 
「目に見え音が聞こえる」春闘状況を官民一

体で作り出し、それを背景に、「賃上げと雇用維

持」にこだわった職場での統一闘争を強化す

る。 

３）「誰でも○万円以上、時給○○円以上の

賃金引き上げ」、「均等待遇(同一労働同一賃
金)実現」を求める統一要求目標を確認し、底
上げ重視の賃金闘争を呼びかける。 
また、「時給 1000円以上、日額 7500円以
上、月額 16 万円以上」を統一して実現をめ
ざす最低賃金要求とし、産別・企業内最低賃

金協約締結を追求する。 
４） 具体的に次のことを行う。 

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 

「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、激励行動の実施を図る。 

要求討議を重視し、3月 10日までの要求書
提出、3月中旬(第 3水曜日の 17日で検討)の
集中回答日に向けた交渉強化、その翌日のス

トライキを含む行動を統一闘争として取り組

む。 
 

 

３．ナショナルミニマム、社会保障の確立で安心な社会の実現を 

 

１）最低賃金法の改正を含む最低賃金の大

幅引き上げや、公契約法・条例制定による「適

正人件費」保障制度実現の条件が拡大してい

る。 
これらの条件を生かし、労働とくらしの安

定、安心して暮らせるルールある社会を求め

る取り組みを民主団体と共同ですすめる。 
２）医療費本人負担の軽減や後期高齢者医

療制度の即時廃止など、「構造改革」によって

強行された社会保障改悪の流れを転換させる

取り組みを強化する。最低保障年金制度実現

や年金のマクロ経済スライド廃止、医療、福

祉・介護体制の整備、地域医療の充実などの

課題での取り組みも強化する。保育の民営化

施策が新政権のもとでも強行されようとする

など政策矛盾も起きており、制度改悪に反対

し改善を求めるたたかいを公共サービス拡充

の取り組みと位置づけ、国民共同の前進をめ

ざす。 
３）大企業優遇税制を是正しないままに、

所得控除を改悪する動きを政府税調が強める

など、庶民増税の動きが出始めている。消費

税率引き上げ反対を含む、庶民増税に反対す

る税金闘争の強化をはかる。 
４）具体的には次の行動に取り組む。 
①「最低賃金1000円実現国会請願署名(仮称)」

を展開し、民主党への公約守れの働きかけを

強める。中小企業訪問活動、地方議会請願、
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集中宣伝行動（ハローワーク前等）、労働局要

請などの取り組みを具体化する。署名は県内

１万筆の集約をめざす（全国 150万筆）。 
実態把握のために、ハローワーク前、帯屋

町などでのアンケート活動を計画する。 
地域最低賃金の 2010 年度改定に向けた取

り組みは、5 月連休明けから取り組むことで
準備を進める。 
②雇用保険改正、教育費無償化、医療費本人

負担軽減など、雇用と生活の安定、負担の軽

減(富の再配分)をせまる運動が、署名や中央

行動、国会行動（2 月中旬以外に、4 月の衆
議院段階、5 月の参議院段階の行動配置も検
討）など連鎖的に配置される。これに結集す

る。 
③後期高齢者医療制度廃止をはじめとする社

会保障制度拡充要求での取り組みを県社保協

や実行委員会に結集して進める。 
庶民増税に反対し大企業優遇税制の是正を

もとめる運動を関係団体と共同して進め、3
月 12日の重税反対行動に結集する。 
 

 

 

４．地域運動と国民共同の闘い、地域大宣伝行動 

 

 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 

教育、医療、介護、保育、郵便、農業、商

業などの要求で他の民主団体との共同を追及

する。 

住民アンケートと政策作りを検討する。で

きれば、地元の独自要求をまとめ自治体交渉

を行う。 

５月１日の地域メーデーの開催をこれらの

行動を通じて具体化する。 

２）自治体キャラバン（２月１５日・月～１

９日・金、２２日・月～２４日・水） 

○入札制度の改善、公契約条例の制定、地方

分権・国の出先機関の統廃合反対の２つの

課題で自治体要請と議会請願活動を展開す

る（未決議自治体を中心に） 

 ※地元地域労連、地元組織の参加を本格的

に組織する。 

 ３）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）春闘前段の宣伝行動を全県規模で取り組

む 

①２つの偏見を一掃することをめざす。１

つは、公務員バッシング。公務員の賃金は低

ければ低いほど良い、人員は少なければ少な

いほど良い、という世論を変える。地域を支

える公務サービスの役割と公務員の消費が地

域経済を支える重要性を訴える。２つ目は、

不景気だから我慢が大切、賃金が下がっても

仕方がないという偏見を正す。物価の下落（安

売り競争）、雇用、賃金の「デフレスパイラル」

に陥っている。「我慢ではなく雇用を守り、賃

上げで内需の拡大を」の世論を作っていく。

官民共同で取り組みをすすめる。 
また、「労働者派遣法の抜本改正、最低賃金

の大幅引き上げの公約を民主党は守れ」の世

論作りをめざす。 

②県労連の主要労組、公務労組連で共同デ

スクを作り独自ビラを作成する。また、宣伝

計画を立案する。 

③木曜、土曜のグリーンロードでの定期宣

伝。県庁前での定期宣伝。 

２月中下旬に「地域総行動日」を設定。国

の出先機関への申し入れ、友好組合への共同

の申し入れなどに取り組む。国民大運動レベ

ルでの夜の「決起集会」の開催も検討する。 

各地域での宣伝行動をキャラバン行動とも

連動して実施する。 
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５．組織拡大 

 

 昨年秋の組織拡大月間の取り組みを教訓に、

春の組織拡大に取り組み、2010 年の第 23 回

定期大会へ向け過去最高の現勢に迫る。 

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。 

①３～５月の「拡大月間」に設定する。 

 09 秋闘の「エントリー方式」を継続し、9

月の定期大会で表彰する。 

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労働共済を武器にした組織拡大の推進 

既存組織の中で、福利厚生としては勿論、

組織拡大の手段として共済を押し出す。全労

連共済、産別共済の拡大を推進する。 

未組織の組織化の受け皿として労働共済を

中心とした「緩やかな組織」を作る。 

⑤女性部、青年部活動を更に活発化する。各

加盟組織でも女性部、青年部を確立すること

をめざす。 

 そのため、県労連執行委員会できちっと論

議し、組織的に活動を支える。 

⑥高知一般、通信産業労組の争議勝利へ向け、

労働者の連帯を県労連あげて作り出していく。 

 

 
 

５．参議院選挙勝利 

 
 政権交代によって作られた国民要求実現の

チャンスをより前進させる政治状況を作り出

すために、政党支持自由を堅持しつつ、政党

選択の基準を示し組合員の政治的な自覚を高

める政治論議を呼びかける。 
 要求実現の観点から、各政党、とりわけ政

権政党にマニフェストの実現を迫る姿勢で臨

む。 
＜参議院選挙の争点＞ 

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」を進めるた

めに、新自由主義、構造改革路線を一掃し、

国民生活重視、内需拡大による景気回復、

ルールある安心社会を実現する。 
＜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）（09年 12 月～2010 年 5月） 
 
1

2 

 

月 

 

1  労働相談ホットライン、執行委員会 

5   春闘討論集会 

16 ①春闘ビラ作成共同デスク（18:00～） 

17 執行委員会 

25  ①政策委員会（18:30～） 

26  労働相談・行政何でも相談、争議支援集

会、望年の集い 

 

 

11～13  日本平和大会 in 神奈川 

 

13 女性部春闘討論集会（～14） 

 

16  教育長交渉(16:00-17:30) 

17  教育長交渉(14:00-15:45) 

 

0

9 

年 

１ 

月 

 

7  ⑧執行委員会 

8  早朝宣伝行動（7:50～）、旗開き（18:00～） 

 

16  オルグ要請講座（～17 高松） 

21 ⑧執行委員会 

24 第 2４回中央委員会 

 

 

 

 

12 春闘共闘・単産地方組織代表者会議 

13 第 45 回評議員会（～14） 

19 経団連包囲行動 

 

26 2010 年春闘決起集会 

 

 

 

２ 

月 

 

4  ⑨執行委員会 

 

18 ⑩執行委員会 

自治体キャラバン（15～19、22～24） 

 

中下旬 １日総行動 

 

3   企業包囲行動（キャノン、トヨタ等） 

12  国民春闘中央集会 

 

15～3 月 5日 地域総行動（全国各地で） 

16   国鉄闘争集会 

28 ビキニデー（～3/1） 

 

 

３ 

月 

 

4  ⑪執行委員会 

 

経営者懇談（上中旬予定） 

 

 

18 ⑫執行委員会 

 

※3 月 10 日までに要求提出 

上旬 春闘統一行動 

12   重税反対統一行動 

17  集中回答日 

18  スト含む統一行動 

 

下旬 交渉強化ゾーン   

 

 

４ 

月 

 

1  ⑬執行委員会 

 

15 ⑭執行委員会 

 

 

 

 

下旬 交渉強化ゾーン 

29～NPT ニューヨーク行動 
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５ 

月 

 

1 メーデー 

6  15 執行委員会 

 

 

20 16 執行委員会 

 

1   81 回メーデー 

3  憲法記念集会 

6～ 平和行進 

16 青年大集会（明治公園） 

第 3週 最賃署名提出など中央行動 

 

下旬 交渉強化ゾーン 

 
 
 
 
 


