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１１春闘をどういう情勢でどう闘うのか！ 
高知県労連・統一レジメ 

 

はじめに 

 

１．政治情勢 

 春闘 ⇒ ３月末の予算成立攻防 ⇒ ４月の統一地方選挙 ⇒ ６月のＴＰＰ、消費税の方向付

け・・・政局の不安定化（解散総選挙も） 

・２００９年８月３０日   衆議院選挙結果 ⇒ 構造改革路線への審判 

・２００９年９月１６日   政権交代・鳩山内閣発足 ⇒ 生活者主義と構造改革路線との二重性 

（ケンタウロス的性格） 

・２０１０年６月８日    鳩山首相辞任 「政治とカネ」、普天間問題（アメリカ言いなり）、財界寄りへ 

・２０１０年６月８日    菅内閣発足 
２０１０年９月１７日  第１次改造 ⇒ 構造改革路線に転落 

２０１１年１月１４日  第２次改造 ⇒ ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）、消費税（社会保障と税の

一体改革）推進 

⇒ 構造改革政党へ脱皮（成長！） 

・３月末の予算と予算関連法案をめぐり政局へ 

  小沢問題の処理、衆議院での再議決（３分の２の獲得）をめぐり民主党内外での駆け引き 

・２０１１年４月１０日   統一地方選挙・県議選投票日 

      ４月２４日   統一地方選挙・市議選投票日 

 ⇒ 統一地方選挙は地方選挙でありながら、国政（６月のＴＰＰ、消費税の方向付け）に大きな影響 

 

 

２．情勢を受けた基本姿勢 

 

（１）基本の見方 

○構造改革路線との対決が運動の焦点 

○０９年選挙で国民は審判を下したが、「職場と生活の場、地域は変わっていない」 ⇒ 民主党

が構造改革政党に変質 ⇒ 職場、生活、地域の危機 

※部分的改善をどう見るか？診療報酬の若干の引き上げ、社会保障 2200 億円削減のストップ、

農家の個別所得保障、子ども手当、３５人学級（来年度から少１予定）・・・・①国民生活を守る

という全体の理念が欠如している。全体（理念）の中に位置づけられた部分（政策）ではない。

②従って、矛盾する政策が並列している。その結果、一見「生活者視点」に見える政策も、政

策全体では「構造改革の大悪」に飲み込まれている。 

例）農業・個別所得保障・自給率60%目標（20年後）－ＴＰＰ、子ども手当－特別扶養控除の

廃止・保育の新システム、３５人学級－学テの継続・日の丸・君が代・・・。財源不足を消費税

で補完－金持ち減税（証券優遇税制の維持）、法人税の５％引き下げなどの税の空洞化政策

＝更なる財政悪化。 

※構造改革路線とは？①規制緩和（弱肉強食・勝者の論理）、②「小さな政府」（国民生活、地

方軽視・切捨て。大企業、軍事費、都市部への予算の重点配分） 
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（２）取り組みの２つの柱（構造改革路線との対決点） 

 ①反貧困 

   ・構造改革路線で拡大･深刻化した格差と貧困の実態を明らかにし（可視化し）、社会問題化し

て解決を迫る。 

   ・格差と貧困の原因が、構造改革路線であることを明確にし、政策転換、更には政治の転換の

世論を高める。 

 

 ②地域を守る 

   ・地域主権改革は、構造改革路線の柱。地域主権改革が、地域に何をもたらすかを明らかにし、

地域を守るため地域主権改革＝構造改革路線の転換を求める。 

・「地域主権」と言い「地方に決定権を与える」ことを建前にしながら、「義務付け・枠付け」をは

ずし、国の最低保障責任を放棄するもの。保育の新システム・・・。 

  「二重行政」「行政の無駄の削減」を「理由」に、国の出先機関の統廃合を進める。国民の安

全・安心の確保、最低サービスの保障責任を放棄するもの。 

     地方の財政裁量を広げることを「口実」に、一括交付金を創設し、地方への財政支出を絞り

込む。 

      TPP 参加は、農業の自給率を引き下げ、農業を壊滅させる。 

    ・『地域』をキーワードに横につながり、地域運動を活発化する。地方分権改革で各分野の攻撃

で地域がどういう影響を受けるか、そうなるかを出し合い、共通認識にする。 

 

（３）不況脱出の決め手 

  １）内需の拡大による景気回復 

    ※いまの不景気は、経済循環ではなく構造的なもの。 

※その原因は、供給側（企業の元気のなさ）ではなく、需要不足にある（消費者の買う力が不

足している。労働者＝消費者。人減らし「合理化」による労働者減。しかも、正規を非正規

に置き換え。本来、購買意欲の高い若者層が極端に買う力がない）。 

※一方における輸出大企業（資本金10億円以上）のカネ余り（内部留保の積み増し・09年だ

けで 10 兆円。すぐに使える内部資金 52 兆円。高額な役員報酬と株主配当の引き上げ。

年収１億円の経営者２８０人）。 

      ⇒ ①賃金引き上げ、②正職員（期間の定めのない直接雇用）が当たり前の雇用形態へ

の転換、③最低賃金の大幅引き上げ＝「全国どこでも時給 1000 円以上」、④公契約

適正化条例の制定で官制ワーキングプアの一掃。 

  ２）公務員バッシングを止めさせ、公務サービスで国民生活、地方を支え元気にする 

    ※2010 年人事院勧告は、年間 9 万 4000 円減（1.5％減。平均 41.9 歳）。 

    ※公務員の削減・賃下げ ⇒ 民間のリストラ・賃下げ ⇒ 公務員の・・・悪循環 

 

（４）職場内における提案型運動 

 ①統一要求 

○「誰でも時給１００円以上、月額１万円以上の賃上げを」 

○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 

  ②団体交渉で詰めると同時に、労使協議を実質化し、企業（行政）の理念、めざすべき方向を

明確にさせる。社会的な責任を果たしながら、企業経営を上向かせるよう経営責任を明確に

させる。そのために、組合としても提言をし、理念の共有化を図る。 

※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！ 
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（５）組合活動の活性化を図る   別紙 活動基準参照 

  組合活動に理念を（こんな職場にしたい。こんな仕事がしたい。こんな地域をつくろう）。組合活

動にマネジメントを。理念提示型組合活動（こんな職場を一緒に作ろう）・・・・。 

 

さいごに 

 外向き、上向き、前向きの春闘へ（運動することにより、組織を強くする） 

 派遣村から派遣村を越えて ⇒ あったか村の取り組みを組織戦略に（地域運動へ） 

 

 

３．具体的な計画 

 

（１）２・２５の「１日総行動」 

 ①宣伝行動 

 ②申し入れ行動 

 ③県民集会  チラシ参照 

 

（２）春闘学習会 

○講座（案） 

日  時 内  容 講  師 備  考 

２月２２日（火）18:00～ 雇用行政と実践例 

 

労 働 局 雇 用 対 策 課 

能津浩久氏（地方雇用

開発担当官） 

高知城ホール

２Ｆ 

 

３月５日（土）13:30～ 雇用創造と地域の活性化 

公契約と仕事の確保 

⇒ 講演とシンポ 

   

自治体での実践例 

県国公 

自治労連 

高知城ホール

２Ｆ（５０～６

０名の部屋） 

３月１１日（金）18:30～ 簿記 園弘子氏（高知工科大

学准教授） 

 

高知城ホール

２Ｆ 

３月１９日（土） 13:30～ 労組法・労基法 

⇒ 模擬団交も 

青年部 かるぽーと 

３月２５日（金）18:00～ ＮＰＯと仕事おこし 

 

高 知 県 ボ ラ ン テ ィ

ア・ＮＰＯセンター 

間 章氏  

県教組会議室 

 
（３）春闘期の大宣伝行動 
毎月第３金曜日のディーセントワークデーに合わせて、春闘宣伝、労働相談センターの宣伝を

行う。 
 ３月１８日（金） １７：３０～、グリーンロード 
 ４月１５日（金） １７：３０～、グリーンロード 

５月２０日（金） １７：３０～、グリーンロード 
６月１７日（金） １７：３０～、グリーンロード 
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（４）その他の取り組み 
１）全労連四国地区協 

四国総行動  ３月０８日（火）12:15～ ＪＲ高松駅前 

        国の各機関への要請行動 
２）食健連再建 

○２月 18日（金） 13:30～ 再建へ向けた③打ち合わせ会  県教組会議室 

○３月 7日（月）  18:00～ 再建準備会   県教組会議室 

３）県社保協等 

①国会議員・政党への要請（新高齢者医療制度問題） 日程調整中 

  ２月２２日（火） 午前中：国会議員事務所、政党回り 

②国保指導課との話し合い 

２月２２日（火） １３：３０～１５：００ 国保の県組織化問題 

    高知県総合保健センター（元中央保健所）５Ｆ（東側会議室） 

 

＜ 資  料 ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人口減少と高齢化 
  ２０００年 ２０３５年 2000 年比 35 年高齢化率 

高知県 814,000 596,000 73.2 35.4 

室戸市 19,472 6,617 40 56.2 

住み続けられる地域作り 

産業の振興 

３つのセーフティーネット 
①雇用、労働分野、②医療、介護、 

年金分野、③生活分野（生活保護） 

生活を支える公的サービスの確保 

－地域から「貧困」をなくす－ 
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  ２０００年 ２０３５年 2000 年比 35 年高齢化率 

安芸市 21,321 12,067 56.6 44.2 

高知市 348,979 294,363 84.3 31.0 

香美市 31,175 21,630 69.4 32.8 

南国市 49,965 47,834 95.7 30.3 

香南市 32,659 35,409 108.4 30.9 

 野市 16,595 23,036 138.8   

須崎市 27,569 14,800 53.7 41.9 

四万十市 38,784 26,894 69.3 39.3 

土佐清水市 18,512 8,520 46.0 50.8 

 

【県労連 2011 年春闘方針の県内情勢から抜粋】 

２）県内の雇用経済情勢は依然として厳しい

ものがある。 
2010年11月の有効求人倍率は全国0.57倍、高

知県0.56倍である。 

昨年春の高卒者の内定率は 82.8％で沖縄、

北海道に続いて低 くなっている（全国平均

93.9％。2010 年 3 月末現在）。 

今春卒業予定の高卒者の 12 月末現在の内

定率は 70.4％（県内 61.7%、県外 82.7％）で前年

同月で 1.62 ポイント上回っている。しかし、一方

で 2 年連続求職者数が前年比で減少している。 

高卒者に対する求人数は、県内は前年比

13.5 ポイント増となっているが、県外は 11.0 ポイ

ント減と昨年度の状況より改善したものの 20 年

度の半分程度の求人数であり、依然として厳し

い状況が続いている。 

県内の雇用調整助成金の申請は 2010 年 11

月で 207 事業所 4,868 人となっている。09 年 11

月が 228 事業所 4,841 人であるから依然厳しい

状況が続いていると言える。 

国保の滞納世帯は 17,690 世帯で 13.27％に

達している。短期証の発行世帯は 11,328 世帯、

資格証の発行は 3,270 世帯と深刻な状況となっ

ている（2010 年 6 月 1 日現在）。 

国民年金の納付率は 56.7％と四国では最低

となっている（全国平均 56.0％、東京 53.2％、

2010 年 10 月末現年度分）。 

2008 年度の就学援助率は 21.2％となってい

る。高知市は 29.9％と高率となっている。 

高知市は 12 月議会に生活保護世帯の増加

に伴う保護費７億７千万円を増額補正した。 
 2009 年の全国の自殺者は 32,845 人であり、

12 年連続して 3 万人を越えている。高知県は

262 人で自殺率が 34.2 となっており、全国平

均の 25.8 を大きく上回っている。 
 あらゆる種類の貧困が、生活の中に広がっ

ていると言える。 
３）高知県内の倒産状況（東京商工リサーチ

調べ）は、2010 年 1 月から 11 月の合計で 53
件で負債総額 75 億 9 千万円となっており、

2009 年が 77 件、2 百 3 億 6 千万円であるの

で数字的には落ち着いた形となっている。 
  
４）2010 年国勢調査によると高知県の人口は、

764,281人と 5年前と比較して32,011人の減

少で減少率はマイナス 4.02％となっている。 
 2010 年農林業センサスによると、農業の経

営体（経営耕地面積 30ａ以上）は 18,990 で

5 年前の 21,617 から 2,627 減（△12.2%）と

なっている。1 経営体当たりの耕地面積は、

0.98haで5年前の0.89haから増えた。また、

農産物の加工経営は 283 から 417 と増えた。 
 農家総数は 29,627 戸（前回比△2,890 戸、

△8.9%、全国△11.2%）、その内自給的農家数

は 11,141 戸（ 前回比△308 戸、△2.7%）で

ある。 
農業人口は 34,131 人（前回比△6,003 人、

△15.0%、全国△22.3%）となっている。 
林業の経営体（経営耕地面積 30ａ以上）は

4,091 で 5 年前の 6,593 から 2,502 減（△

37.9%）となっている。 
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失われた２０年。日本の経済、社会は政界でも特異な存在。需要不足が不景気の原因。 
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掲載した図表は、「2011 年国民春闘白書」（全労連・労働総研編。学習の友社）より。 
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単組支部運営基準（案）   

   （討議のための参考資料）  ２０１１年１月 
 

１．執行体制の強化 

 

１）執行委員会の活性化 

・執行委員会は原則として週 1回行う。 

・出来るだけ定期化した上で、開催通知、メー

ルでの連絡を毎回行う。 

・月１回は上部団体（県労連、産別組織等）の

会議の直後に行う（上意下達ということでは

なく、より広い課題、問題意識の中で自組織

の活動を位置づけるため。上部団体の決定や

報告文書を活用）。 

・また、月１回は職場の問題など十分な討議が

できる時間をとるよう工夫する（お弁当の用

意。茶菓子、飲み物の準備等の雰囲気作りに

も気を使う）。 

・ミニ学習を行うなどして、課題、行動の背景

となる情勢の動きと本質について共有できる

ようにする。 

・会議の運営を円滑にすすめるために事前に三

役等で話し合い、会議進行用のレジメ、資料

を準備する。出来れば、会議参加者に事前配

布しておく。少なくとも、議題は周知してお

く。 

なお、会議が長時間にならないよう、終了

時間を明確にし、厳守する。 

・会議報告を毎回行う（忙しい時には、重要事

項をメールで送信する等の工夫をする）。 

 
２）職場活動・組織の活性化 
・職場委員を各職場複数選出する。 

・職場委員は執行委員と協力し、組合方針の職

場での徹底と職場要求の組合方針への反映を

はかる。 

 ・重要課題が発生した場合には、必要に応じて

職場委員会を開催する。 

 ・職場の世話役活動を活発に行う。仕事や生活、

家庭のさまざまな悩みに応じられるよう工夫

をはかる。 
 ・共済、労金等の活動を活発化する。 
 ・レクレーション、交流の場を設定する 
 

３）機関会議の定期開催 

 ・定期大会は年 1 回定期開催する。役員改選、

財政報告を行う。 
 ・中央委員会、臨時大会、職場委員会を開催し、

節目節目の要求、方針決定に組合員の意見が

反映できるようにする。 
 

４）要求把握・決定の工夫 
 ・アンケートは、定型的にならないような工夫

する。 

・職場活動・世話役活動を通じての把握に心が

ける。 

 ・主に上部団体が決める政治要求、制度政策要

求についての評価、反応の把握に努める。 
 ・要求と獲得手段（方法論）をセットで議論し、

要求が単なる希望や建前にならないよう工夫

する（要求が行動につながるような討議の工

夫）。 
 

５）幹部政策、教育制度、財政確立 

・絶えず中長期的視野で論議し、役職配置等の

対策を取る。 
 ・初級組合員教育（組合加入直後の組合の基礎、

諸権利学習）、中級の学習会の開催を計画的に

行う。 
   中級については、上部団体の学習会、セミ

ナー、勤労者通信大学の活用も図る。特に、

各種集会・学習会等への派遣を計画的、目的

意識的に行う。 
・財政については、管理をしっかり行い月単位、

半期単位で推移を把握し、中長期のシュミレ

ーションを基に、運動展開との調整を図る。 
 
２．理念の設定、明確化 
 ・めざす職場像、仕事像を討議し、明確にする

（こんな職場、会社にしたい。こんな仕事が

したい。更には、こんな地域を作りたい）。 

 ・めざす賃金、労働条件の水準を討議し、明確

にする（生活や仕事との関係で、このような

条件が必要。県内水準の○○には到達させた

い・・・・）。更に、長期、中期、短期で明確

にする。 

 ・労働組合の果たすべき役割を討議し、明確に

する（職場、地域づくりとの関係で。賃金、

労働条件との関係で。幅広い利害関係者との
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関係で）。 

 
３．情報の共有化 
①「組合ニュース」を定期発行する。編集、配

布体制の確立を行う。 

 ②組合のホームページ（ＨＰ）、ブログの開設を

検討する。組合員のブログの紹介など情報の

横の連携を促す。 

③メールでの情報提供、必要事項の伝達等ＩＴ

の活用を工夫する。 

④上部団体の機関紙、ニュース等は、必ず職場

配布する。 

 ⑤上部団体等のホームページ等の閲覧を促す工

夫をする。 

 
４．組合事務所の整備 
 ・組合員がいつでも気軽にはいれるような事務

所となるように工夫を行う。 

  組合員が立ち寄りやすい（立ち寄りたい）雰

囲気を作り出す。 

・書類等については定期的に整理し、整頓に心

がける。 

・組合事務所に組合員と組合未加入者が区別で

きる職場毎の名簿一覧表を必ず作成し、毎月

１回整理を行う（毎月１日現在の職員数、組

合員数の一覧表を作成する）。 

・文書の種別ごとの配布・伝達体制を一覧表に

作成し、掲示する。 
・電話、ＦＡＸ、インターネット環境の整備を

図る。 
  
以  上  
 


