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第１号議案  

１1 年春闘方針（案） 
－すべての労働者の賃上げ・雇用確保を！実現しよう内需主導の景気回復－ 

  
 

  はじめに                              
 
 

 国民の願いに反する管政権と政治の混迷と大会以降の活動 

 
2010 年春闘は、政権交代後初の春闘として

政治の変化を労働者・国民の要求実現につな

げ情勢として期待された。 
しかし、鳩山政権は「政治とカネ」「普天間

問題」などで政権発足後わずか８ヶ月で辞任

に追い込まれた。それを受けた管政権も自身

の「消費税」をめぐる発言も影響し、７月の

参議院選挙で厳しい審判を受け、与党が過半

数を割る大敗を喫した。 
その後、普天間問題で日米合意を遵守する

姿勢を明らかにした。更に、アメリカ追随の

姿勢を強め、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連

携協定）への参加検討を表明した。 
子ども手当の新設や農業の個別補償など国

民生活を直接支える姿勢が一部見られるが、

管政権は 2008 年マニフェストを裏切ってい

るだけでなく、その根底には構造改革路線へ

の回帰がある。「地域主権改革」もその一つで

ある。 

中国漁船衝突事件への対応の混迷や、ねじ

れ国会での閣僚の問題発言などが重なり、支

持率は 20％台に急落、危機的な状況となって

いる。こういう状況の中で「大連立」構造も

浮かび上がっている。 
 
こういう情勢の中、県労連は「反貧困」の

運動を呼び掛け、県民的な運動の共同をすす

めてきた。県社保協は、「各自治体から貧困を

なくそう」と自治体首長との共同を呼びかけ

た。さらに、あったか村の運動は土佐清水市、

須崎市、安芸市へと広がり全県下的な動きと

なって大きく広がった。また、さまざまな要

求運動を束ねて国民大運動実行委員会で県交

渉を実施し、農業問題学習会を農民連と共催

で成功させ、食健連の再建への道筋を付けた。 
 2011 年春闘は、この秋の闘いを更に大きく

束ね、「反貧困」と「地域を守る」大運動へと

つなげなければならない。 
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県労連の基本姿勢－憲法をくらしと職場に生かす運動 

 

高知県労連は、全労連の提起に従い「憲法

をくらしと職場にいかす運動」を活動の中心

に据えている。「憲法闘争の３つの柱」即ち、

「県労連運動の３つの柱」である。 

具体的には、①最低賃金引き上、正規雇用

の拡大、労働時間短縮や要員確保などの「働

くルール確立の運動」と社会保障制度拡充を

重点とする「なくせ貧困運動」（「働くものに憲

法を」）、②地域での教育、医療、福祉など生

活を支える諸制度の後退を許さず、地域経済

活性化などを求める「住み続けたい・住み続け

られる地域運動」（「くらしに憲法を」）、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「戦争をしない、させ

ない」運動の３つである。 

 これまでの運動を次の取り組みに収斂する。

①雇用、労働分野のセーフティーネット、②

医療、介護、年金分野のセーフティーネット、

③生活分野（生活保護）のセーフティーネッ

トの確立が必要である。 

 構造改革路線と対決し、「反貧困」と「地域

を守る」をキーワードに、職場と地域を結ぶ

大運動を呼びかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Ⅰ．１０春闘、１０秋闘の総括                 

 

 

１・賃金・労働条件闘争 

 

１） １０春闘 

10 年春闘の回答妥結状況は、国民春闘共闘

委員会5,771円、1.89％（昨年5,926円・1.94%）、

連合 4,805 円、1.67%（同 4,848 円・1.67%）、

日本経団連 5,886 円、1.86％（同 5,758 円・

1.81%、追手）。3,824 円、1.52％（昨年 3,486

円、1.38％中小）。 

 
厚生労働省の 10 年民間主要企業の春季賃

上げ要求・妥結状況では 5,516 円、1.82％（昨

年 5,630 円、1.83％）となっている。（いず

れも加重平均） 

県労連の各組合の状況は次の通りである。 
（省略） 

 
 
２） 最賃闘争 

○政府の雇用戦略対話で「最低賃金時給

1000 円を目標に、出来るだけ早期に最低時

給 800 円」が「政労使」の合意となった。 

2010 年度の地域別最低賃金は、加重平均で

17 円上がり 730 円となった。 
最高額の東京、神奈川では 800 円を超え

た。しかし、最高額と最低額の差は 162 円

から 179 円に拡大した。 

最高額は東京の 821 円。最低額は高知な

ど 8 県の 642 円。昨年の最低額は沖縄など

4 県であったので低位での平準化が進んだ。 

高知県は 11円引き上げの 642円に留まり、

東京との格差は160円から179円に拡大した。 
中賃目安の加重平均が 15 円で実際の引き

上げが 17 円で 2 円の上積み。高知は目安の

10 円に 1 円しか上積みが出来ず、格差を広げ

た。ちなみに高知県の審議結果は、公労使 3
者合意であり、労側、公益の頑張りが求めら

れる。 
雇用戦略対話、民主党の政権公約に沿った

大幅引き上げを求める取り組みが、重要とな

っている。 
○自交総連高知地連、同県観光労組は県労連

の協力の下、最賃割れ問題について会社側と

粘り強く交渉を重ね、差額の支払いについて

合意し、詰めの話し合いを行っている。 
 

３）１０年人事院勧告と確定闘争 

○人事院は 8 月 10 日、今年度の国家公務員

一般職の月例給と一時金（期末・勤勉手当）

について、ともに引き下げる勧告を行った。 
その内容は①40 歳代以上の中高齢層の基

本給を平均 0.1％引下げ、②さらに 50 歳代後

半の職員給与について 1.5％引下げ、③一時

金について、現行の 4.15 カ月を 3.95 カ月に

引き下げるなどというもの。 
このまま勧告が実施された場合、平均の年

間給与は、勧告前より 9 万 4000 円減（1.5％
減）の 633 万 9000 円となる（平均 41.9 歳）。 
今年のマイナス勧告は、過去最大の減額幅

であった昨年に続くもので、月例給とボーナ

スの同時引下げは 2 年連続 4 回目、一時金が

4カ月を割り込むのは1963年度の3.9カ月以

来、実に 47 年ぶりという不当な中身となっ

ている。 

○高知県人事委員会は 10 月 14日、①月例給

の平均 0.17%の引き下げ（約 570 円）、②期

末・勤勉手当の 0.2 ヶ月（約 8 万円）の削減

の勧告を行った。平均で年間 8.6 万円の削減

となる。 

  

４） 一時金の状況 

 回答・妥結状況は次表の通りである。 

 （省略） 
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５）労働条件改善、雇用改善の取り組み 

○高南ハイヤー労組は、高南労組や県労連と

連携し、追手筋での取り締まり強化問題に関

連し、タクシーベイの設置の運動を大きく展

開した。高知市ハイヤー協会との懇談（9/6、

9/17）、運輸支局申入れ（9/7）、協同組合帯屋

町筋との懇談（9/9）、県警交通規制課申入れ

(9/13)を行い、不十分ながら追手筋へのタク

シーベイ設置にこぎつけた（12/3 から 30台 1

ヶ月間試行。その後本格実施された）。 

 自交総連高知地連は、高知運輸支局が設置

した「高知交通圏タクシー特定地域協議会」

に正式メンバーとして書記長が参加し、今年

1月には「高知交通圏地域計画（案）」を出し

た。 

 10 月に協議会が再発足し、自交総連の代表

も参加し、タクシーの 2割減車、タクシベイ

の設置問題（追手筋以外にも拡大して論議）

で実施へ向けた論議を重ねる。 

○10月9日、いの健センターは総会を開催し、

全国センター岩永千秋事務局次長を講師に、

「働くものの健康をめぐる情勢」と題して講

演を行った。 
 建交労高知農林支部は、じん肺キャラバン

を行い、10月6日には労働局と交渉を行った。 

 じん肺根絶・抜本的対策を求める議会決議

運動に取り組み、高知県議会をはじめ、安田、

北川、馬路、仁淀川、梼原を除く議会で採択

を勝ち取っている。 

○県労連は 10 月 18 日、県交渉を行い話し合

いでは、①若者雇用等の改善、②高齢者雇用

の改善、③働く場の確保、④官製ワーキング

プアの解消、公契約条例の制定を求めた。 

教組共闘の四国ブロックと高知県労連は、

9 月 16 日、県経営者協会と高知県雇用労働政

策課、県教育委員会へ高校生等の就職保障等

について申入れを行った。 

建交労高知県本部は、10月 5 日には、高齢

者雇用問題で局交渉を実施し、高知市や県と

も話し合いを持ち政策実現を迫った。 

 

 

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 

 県労連は6月10日と22日に高知労働局に要請

を行った。特に22日は局前で集会を行うととも

に、はりまや橋交差点で宣伝を行い、その後グ

リーンロードで631分のハンガーストライキを

行い、世論にアピールした。 

 6月26日には「中賃目安10円を越える論議を」

求める要請を労働局に行った。 

7月16日、「最低賃金の1,000円以上への引き

上げを求める」意見書を提出。7月23日には最

低賃金審議会で意見陳述を行った。  

その後、高知地方最低賃金審議会は 8月 27

日、最賃額を 11 円引き上げ 642円にするよう

高知労働局長に答申した。 

県労連は直ちに抗議の談話を発表し、9月 2

日には、異議の申し出書を労働局長宛に提出

した。その異議の申し出が審議される地賃の

審議が 9月 14 日に行われ、今年初めて公開さ

れた。しかし、答申通りとの結論が出され、

労働局長は 642 円の改定の決定を行った。 

また、県労連は審議会の議事を規則に従い

公開するよう、繰り返し強く求めてきた。今

年度は、異議審が公開されるという前進面を

切り開いたが、非公開の体質には根深いもの

があり、更なる働きかけが必要である。 

最賃委員の任期が 2年になった関係で、今

年度の選任はなかったが、専門部会の委員の

選任は行われた。県労連は田口書記長の推薦

届けを 7 月 16 日に提出した。7 月 22 日に選

任が行われたが、「総合判断」を「理由」に連

合独占となった。 

 昨年 12 月 26 日に「くらしあったか村・年

末相談会」を始めて開催したのに続き、今年

5月 1日、メーデー集会後、「くらしあったか

村・何でも相談会」を成功させた。 

 そして、昨年は土佐清水市（地域労連主催、

10 月 31 日）、須崎市（12 月 12日、実行委員

会）、高知市（12 月 25 日、実行委員会）、安

芸市（12 月 26 日、実行委員会）と運動の輪

が県下的に広がった。弁護士や司法書士含め
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高知市では 120 人、安芸市では 40 名のボラン

ティアの参加など連帯の輪は更に広がった。 

 更に、ホームレス支援組織・こうちネット

ホップが 9月 26 日設立され、夜回りなどの支

援活動が行われている。高知市のあったか村

実行委員会に、ネットホップが正式加盟し、

共同が更に広がっている。 

 ハローワーク、高知市の窓口へのビラ設置、

県のホームページでの取組み案内、マスコミ

での報道など運動と相談窓口の存在を大きく

アピールできた。 

②社保キャラバン等医療を守る取り組み 

 10 月 19 日から 11月 2 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。今

年は「各自治体から貧困をなくそう」と大き

な共同を呼び掛けた。個別課題では、国保法

44 条に基づく窓口負担の軽減、生活保護の手

続きの改善、国保証の取上げ反対、子宮頸が

んワクチンの助成拡大、公的保育を守ること

などを強く求めた。9 月には社保学校を開催

し 5 講座（8 講義）で延べ 72 人が参加した。

事前学習会にも例年の2倍近い78人が参加し

た。首長、副首長の参加は約半数の自治体に

上り、文書回答は 36％の自治体に達し、キャ

ラバン活動が定着してきた。 

 実行委員会に結集し、年金支給日にあわせ

て２ヶ月に１回、昼休み集会を開催し後期高

齢者医療制度の即時廃止を求め、新高齢者医

療制度の問題点を世論に訴えてきた。12月 15

日の学習会には 170 人が集まり、大きく成功

させた。 

 高知自治労連、福祉保育労高知県本部は高

知県保育運動連絡会などと全県実行委員会を

作り、11 月 8日～12 日まで保育キャラバンで

全自治体を訪問し、幼保一元化を含む保育の

新システム反対を訴えた。議会に対しては、

反対の意見書を提出するよう求め、中間集計

で１市 6町 1村議会で意見書が採択された。 

また、11 月 27 日に高知市内で保育パレー

ドを成功させた。 

③国民大運動等の取り組み 

 国民大運動実行委員会は 11月 18 日、対県

交渉を行った。十河清副知事と各課長らが対

応した。農業問題ではＴＰＰ反対を明確に表

明した。平和問題では香南市の自衛隊の米軍

との共同演習については強く反対すると表明。

市中行軍など市民に不安を与える事態が生じ

ないよう県、香南市、自衛隊の 3 者協議で事

前に協議すると表明。住宅リフォーム助成で

は、県産材の使用、耐震などの政策とセット

で考え、来年度予算に組み込みたいと前向き

の発言。 
しかし、公契約条例の制定問題では「民民

の契約に行政は介入できない」との従来姿勢

を繰り返すにとどまり、県は中の公共事業に

おける支払い賃金の報告義務化についても後

ろ向きの発言を繰り返した。 
 教育長とは 1 月 21 日に交渉を行う予定に

している。県教組とは学期に 1 回教育政策で

教育長が話し合いに応じるということで合意

した。 
 子どもと教育を守る高知県連絡会は、12 月

7 日、「ゆきとどいた教育を求める全国署名」

の提出集会を高知県議会前で開き、６９，６

９９筆を提出し、県議会議長などへ要請した。 

県立図書館と高知市民図書館の合築が、両

トップの合意により、十分な県民、市民論議

抜きで進められようとしている。調査費が計

上され、現在検討委員会で論議されている。 

これに対して合築に反対する団体、市民で、

「新時代の図書館をつくる高知の会」を 12
月 12日に発足させ反対運動を展開している。 

 

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 

 県労連は提案型運動の前進を目指した経営

分析講座（①11 月 5 日、②11 日、③16 日、

④18 日）を始めて開催した。４講座で延べ 77

人が参加し、基礎を学んだ。春のマネージメ

ント講座に続く意欲的な取り組みとなった。 

 県労連としての秋の組織拡大月間（10月～

12 月）の取り組みについては、大会後の執行
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委員会で論議をし、「エントリー」方式による

全組織、全組合員による組織拡大を呼びかけ

た。 

 未組織の組織拡大では、労働相談センター

が 10 月 6 日に総会を開催し、「打って出る組

織拡大」の方針を提起した。11 月 29 日、30

日の労働相談ホットラインには 36 件の相談

が寄せられるなど、センターの認知度が高ま

り、経済不況とあいまって相談件数が増えて

いる。解雇に加え、未払い賃金など経済情勢

を反映した相談が増えており、安定的な組織

化にいかにつなげるかが課題である。 

2010 年 1 月から 12 月までの相談件数は前

年比 △4 件の 281 件であった。組合結成・

加入は、福祉保育労で新規結成2組合（8人）、

高知一般労組に 26人が加入、自交総連 1人、

医労連 1 人、年金者組合 6 人がそれぞれ個

人加入した。総数で 42 人、組織率は 14.9％
であった。09 年は 3 組合 77 人、個人加盟

31 人、総数 108 人、組織率 37.9％であった

から組織率が下がったが、まとまった組織化

が出来なかったことによる。賃金未払（月例

賃金）など困難事例が増えていることも要因

として挙げられる。 

 年金者組合は年間目標 1,100人、年末まで

に 980 人を目標に取り組み、952 人まで到達

した。 

 エントリー方式を再度提起したが、提起の

出遅れもあり、成果が出せなかった。上滑り

にならない組織拡大の提起について、掘り下

げた論議が必要である。 

非正規労働者を対象とした集会を県労連女

性部の主催で 11 月 23 日に開催した。働く女

性の交流集会に全労連非正規センター前事務

局長の井筒百子さんが来高したのを契機とし

た。20 名の参加であり、今後の継続的な開催

が課題である。 
②専門部の取組み 

県労連女性部は第 22 回定期総会を 10 月

15 日高知城ホールで開催した。 

県母親大会、はたらく女性の交流集会

(11/23)など女性運動の先頭に立って奮闘し

た。また、母親運連絡会の先頭に立ち奮闘し

ている（県母親大会 9/5、母連県交渉 11/18、
赤紙配り 12/8）。 
青年部は昨年 5 月の 4年ぶりの大会開催以

降、活発な活動を展開してきた。6 月に第 16
回定期大会を開催。8 月 21 日にはバーべ・Ｑ

大会を成功させた。クリスマス・パーティー

（12/18）を成功させ、青学連による婚活パー

ティー（12/12）を行った。 

③地域オルグと地域運動 

南国労連は 5 月、土佐清水労連は 6 月、須

崎労連は 10 月にそれぞれ定期大会を開催し

た。 
須崎労連は昨年 3 月に続いて、何でも相談

会を 12 月 12 日に開催し、18 件の相談が寄

せられた。今年は須崎民商、新婦人須崎支部

と実行委員会を作って実施した。高知新聞に

ビラを折り込んだ。司法書士 2 人、うろこの

会 1 人など参加者は 21 人と広がった。 
土佐清水労連は、10 月 31 日に始めて何で

も相談会を開催し、4 名の相談を受け、清水

労連ここにありをアピールした。 
安芸市では、安芸教組、自治労連安芸市職

労も参加して、12 月 26 日実行委員会であっ

たか村年末相談会を成功させた。 
郵政職場の非正規職員の正職員化を求める

地域宣伝、地元郵便局への申入れを南国労連

（6/3）、須崎労連（6/4）で行った。 
④争議支援 

国労高知地区本部の主催の「『ＪＲ不採用問

題』和解成立！高知県報告集会」が 10 月 21
日開催され、国鉄清算事業団闘争に連帯する

高知の会や県労連傘下から130人が参加した。 

10 月 8 日には「JR 採用差別事件」和解報

告集会を県労連、建交労高知県本部、同高知

鉄道地方本部主催で開催し、100 名が参加し、

国鉄闘争の教訓を汲み取り今後の活動に活か

すことを決意しあった。 
高知一般の土佐農機解雇事件などの争議支

援を行ってきた。 
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４．憲法改悪阻止、平和擁護の取組み  

                                      

①こうち九条の会は 10 月 30日、「憲法九条と

これからの日本」と題して、東京慈恵医科大

学教授の小沢隆一氏を講師に集会を RKCホー

ルで開催し、270 人が参加した。 

県革新懇は、10月 2 日総会を開催し、品川

正治さんを講師に「人間の目で経済を見よう」

と題して講演を行い、平和の問題、人間の視

点に立った経済について訴えた。 

12月4日に実行委員会主催で笑工房漫談家

のナオユキさんを講師に「地球のすみずみに

憲法の花を」の集いを開催し、180 人が平和

の貴、戦争のおろかさについて考えた。 

②国民大運動が 11 月 18 日に行った副知事交

渉で県は、香南市の自衛隊の米軍との共同演

習については強く反対すると表明。市中行軍

など市民に不安を与える事態が生じないよう

県、香南市、自衛隊の 3 者協議で事前に協議

すると明確にした。 

「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。 

 
 
 

Ⅱ．１１春闘をとりまく情勢の特徴              
 

（１）悪化する労働者のくらし、労働条件               

 

１）唯一日本だけが下がり続ける賃金 

2009 年には前年より 23 万円（5.5％）も減

少。90 年代後半以降の状況でも、賃金が伸

びていないのは日本の労働者だけであるこ

とを OECD の調査が明らかにしている。国税

庁調査で年収 200 万円以下の労働者が 1099

万人に達している。15 歳から 34歳の青年で

自立して生活できるのは、正規労働者でも

51.6％、非正規労働者では 30.3％にしかす

ぎない状況を厚生労働省の調査が明らかに

している。 
家計消費支出も日本だけが 1997 年をピー

クに減少している。 
２）賃金低下の原因 

 このような賃金低下の原因は、大きく言っ

て次の 3 つである。 
①非正規の増大（1997 年～2009 年の間に、

非正規労働者が 551 万人増加、正規労働者

は 463 万人減少）。 

②産業構造の変化（製造業、建設業労働者の

減少。比較的賃金の低い３次産業労働者の増

大）。 
③正規職員における成果主義、一時金の削減 
 更に、一部の輸出大企業の労働組合が賃金

引上げ要求をしないことも大きな要因になっ

ていることを率直に指摘せざるを得ない。欧

米先進国では出来ている賃金引上げが日本で

は何故出来ないのか、企業の姿勢、労働組合

のあり方含め問い直すことが重要である。 
３）改善しない雇用情勢 

2010 年 11 月の完全失業率は 5.1％で、高

止まりしている（１年以上の長期失業者の

増加。前年比 23 万人増の 114万人）。有効求

人倍率も 0.57 に低迷。 

9月末時点で、今年 3月の高校新卒者の就

職内定率は 40.6％、大学新卒者の就職内定率

は 57.6％と過去最低。失業の長期化が 15～

34 歳の青年層で顕著となっている。 
４）停滞する日本経済と史上空前のカネ余り

状況の大企業 

1992年から2009年までのGDP（国内総生産）

の伸び率は 0.8％で、他の先進国の半分以下
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となっている。しかも、その中身も輸出と民

間企業設備投資が主で家計消費、民間住宅な

どはいずれもマイナスとなっている。 

経済産業省の工業統計（2009 年速報）では、

製造業の事業所数（従業員 10人以上）は前年

比 7.1％減と３年連続で減少し、1950 年以降

最大の減少率となっている。 
 その一方で、09 年だけで内部留保は 233 兆

円から 244兆円に 10兆円も積み増され、いま

すぐ使える手元資金も 52 兆円に膨張してい

る（資本金 10 億円以上の大企業）。 

上場企業の株主配当は、2010年 4 月から 9

月期の中間配当で前年同期比18％増の2兆円

強。報酬１億円以上の役員は、日産のカルロ

ス・ゴーン社長を筆頭に 280 人になっている。 

輸出大企業は、円高も口実に工場や事業

の海外移転を加速させ、中小下請け企業に

も同時移転を求めるなど、国内の雇用や地

域経済を顧みない身勝手な経営姿勢を強め

ている。政府も新成長政略などで、そのよ

うな身勝手な経営を後押ししていることも

問題である。 

国内でのコストカットが作り出した内需

の脆弱さを口実に海外シフトを更に強める

という一部輸出大企業の利益最優先の企業

行動が、日本経済全体の需要不足を引き起こ

す一方で、法外な富の蓄積をもたらすという

日本経済の病理を生み出している。 
 

 

 

 

（２）構造改革路線、対米従属への傾斜を強める民主党政権                                           

 
１）構造改革路線に傾斜する民主党政権 

政権交代時の民主党政権は下半身は「生活

者主義」、上半身は「新自由主義」のケンタウ

ロス的存在であった。それは 8年以上続いた

自民党公明党の構造改革路線への国民の批判

を反映したものであった。当然、国民の願い

は、構造改革路線からの決別であった。 

しかし、現実には民主党内で構造改革路線

が大勢となり、社会的に格差と貧困が更に進

行した。その背景には、財界、アメリカの圧

力、官僚の抵抗があり、昨年の参議院選挙で

の敗北以降顕著となった。 

 また、民主党は統一的な理念のない混合政

党であり、それが支持率低下の中で党内亀裂

を拡大させている。「政治の貧困が、国民生活

における貧困を助長していると言える。 

２）危険な構造改革路線の推進 

①政府は、TPPへの参加検討を突如表明した。

TPP が完全実施されると、政府試算でも、農

業や関連産業を中心に 340 万人の雇用が失わ

れ、GDP を 7.9 兆円減少させることになる。

自動車、電気製品の国際競争力の維持のみが

重視されるという異常な動きであり、経団連

と連合が一致して求めていることも重大であ

る。 

②地域主権改革が、6月 22 日の地域主権戦略

大綱にもとづき急ピッチで進められようとし

ている。国の予算の柱となっている住民サー

ビスや教育、福祉にかかわる補助金を一括交

付金化し、地方自治体へ責任を転嫁しようと

している。 

保育制度に至っては、幼保一元化をうたっ

て自治体の保育責任をなくし、住民が事業者

から保育を買うシステムを導入しようとして

いる。この流れは、教育にも影響することは

必至である。 

また、国の出先機関廃止と事務・権限の自

治体移譲などをねらわれており、住民サービ

スの低下、地域の崩壊につながる危険な動き

である。その先には、道州制の導入が狙われ

ている。 

特に注意が必要なことは、関西広域連合の

スタートや構造改革特区を活用した国基準を

下回る福祉基準の設定など、地方自治体が先

導する形での動きが出てきていることである。 

補助金統合による「一括交付金」への切り

替えは、地方財政を更に悪化させることは必

至である。 

これは、従来の公務リストラの質を超える

もので、地域から公共サービスを奪い、中山

間の切捨て、地方切捨ての日本社会全体の構

造転換をねらうものであり重大である。 
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３）対米従属、軍事力強化の危険な動き 

沖縄県名護市・辺野古沖への米軍・普天間

基地移設の日米合意（2010年５月）も節目に、

民主党政権が旧来の自公政治さえ容易に決定

できなかったような大企業中心、対米従属の

施策が次々に進められる状況になっている。 

 また、武器輸出三原則「見直し」や南西諸

島での自衛隊増強（「動的防衛力」という新概

念）などを盛り込んだ「防衛計画の大綱」を

取りまとめ、軍事大国化と日米軍事同盟強化

に向かおうとしている。 

更に、参議院での憲法審査会設置のための

規定づくりや衆議院比例定数削減など、改憲、

民主主義軽視の策動が強まっていることも見

すごすことはできない。 

 

 

 

（３） ２０１１年度政府予算案と春闘の政治的課題 

 

１）政府は 2011 年度予算を審議する通常国会

を 1月 13 日の民主党大会後の 24 日に召集予

定である。 

その政府案は、一般会計の総額は 92･4 兆円

で過去最大規模。国債費は 21･5 兆円、国債費

を除く歳出は 71 兆円が計上されている。「元

気な日本復活特別枠」は 2･1兆円で、当初の

１兆円程度から大幅に膨らんだ。  

 41 兆円にとどまった税収に対して新規国

債の発行額は 44･3 兆円と、2年連続で借金が

税収を上回った。税外収入は 7兆円に上って

いる。国と地方の長期債務は 900 兆円を超え

る見込みである。 

菅直人首相の指示で、国と地方をあわせた

法人税率（法人実効税率）を 5％引き下げる

ことになった。財務省の試算でも最大で 2兆

円を超える減税となる。 その財源として、財

務省は欠損金の繰越控除制度や研究開発減税

の縮小などで 8,000億円程度をまかなうとし

ている。 

証券優遇税制は業界の圧力で 2 年間延長す

ることになり、米軍「思いやり予算」を「特

別枠」に計上して米政府の要求に従って総額

を維持し、軍事費も 5 兆円近い規模を続けて

いる。 

基礎年金の国庫負担率 2 分の 1 を持する

「安定」財源がないとして、年金額を物価下

落に合わせて削減する。生活保護の老齢加算

の復活には背を向け、高齢者医療や介護保険

で国民負担増を議論する内容となっている。 

予算編成と絡め、野田佳彦財務相は消費税

増税を 2012 年度から「間に合わせる」と述

べている。 
２）春闘の政治課題は次の通りである。 

①消費税率引き上げ論議を内在しながらの

税制問題。 

②地域主権改革による公共サービス切りす

て、公務員人件費削減などの公務リストラ

の強行、公務員賃金引き下げ法案の通常国

会提出もねらわれている。 

③後期高齢者医療制度廃止を口実にした医

療保険制度の改悪、とくに保険者機能を都

道府県に集約するという国民健康保険の広

域化の動きが強まっている。また、介護保

険制度の「見直し」も課題となっている。 

④在日米軍への「思いやり予算」について、

恒久化の方向がねらわれ、米軍基地撤去、

軍事費削減を求める国民世論との矛盾を深

めている。 

⑤国民負担増の動きの一方で、教員配置基

準の見直しなど、子どもの貧困対策、教育

条件整備などの分野では、たたかいを反映

した前進的な動きも出ている。 

⑥参議院での憲法審査会設置のための規定

づくりや衆議院比例定数削減など、改憲、

民主主義軽視の策動が強まっている。 

⑦TPP 参加の論議が 6 月をめどに進められ

ることになる。 

4 月の統一地方選をにらみながら予算の 3

月末成立が焦点となる。特に、税制改正法案

や公債発行特例法案などの予算関連法案の審

議とも絡んで、「大連立」「衆議院解散」の状

況も予想される。 
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（４） 県内情勢の特徴 

 

１）尾﨑県政は今年で 4 年目を迎える。産業

振興計画、健康長寿県構想、教育振興計画の

3 大政策を掲げたこれまでの実績への評価が、

今年末の知事選挙で問われることになる。 
 高知新聞社が昨年 11月から 12月に行った

県民世論調査によると尾﨑県政に大いに満足

10.3％、まずまず満足 58.2％と合わせて

68.5％となっている。 
 評価の理由では「全国への情報発信」がト

ップで 53.6％、2 位は「県民との対話、市町

村との連携強化」で 23.4％、続いて「社会基

盤整備」13.8％、「南海地震対策等」12.9％と

なっている。一方、「産業振興計画、雇用対策」

は 5.5％と低くなっている（2 つまで回答可。

以下同じ） 
 逆に評価できない点では、「産業振興計画、

雇用対策の遅れ」がトップで 40.9％、「教育

改革の遅れ」20.8％となっている。 
県政の優先課題については、「雇用対策」

54.3％、「保健・福祉・医療対策」35.1％、「少

子高齢化対策」19.5％、「過疎・中山間対策」

14.2％、「農林水産業対策」14.1％、「教育改

革」12.0％の順となっている。 
「龍馬ブーム」を背景にした観光の好調さ

が、県政への評価を押し上げた可能性はある。 
また、産業振興計画、雇用対策に対する厳

しい評価は、現在高知県が置かれている厳し

い雇用、経済情勢を反映していると思われる。 
尾﨑県政は、先の 12 月県議会に 175 億円

の補正予算を提出。緊急雇用創出臨時特例基

金に 21 億円を上積みし、H21 年度から H24
年度までに 9,100 人の雇用を生み出すとして、

従来の 7,000 人に 2,100 人積み増した。 
実行 3 年目を向かえる産業振興計画の真価

と共に、雇用対策の効果が問われることにな

る。 
県は、12 月補正で子宮頸がん予防ワクチン、

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの緊

急促進基金のための予算を 6 億 3 千万円、市

町村への支援費を 1 億 3 千万円計上した。県

単で 3 分の 2 の補助率（国 2 分の 1）、高校 2
年から 3 年を実施することにしており、国民

大運動等の運動の一定の反映ともいえる。 
 また、尾﨑知事は TPP への反対表明なども

行っている。 
 一方、高知県・高知市の図書館の合築をト

ップの判断で進める提案については、「シキボ

ウ跡地も含め多面的に検討」という柔軟とも

取れる姿勢を示したものの今後の県民、市民

的論議が必要となっている。 
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10月の県内有効求人倍率0.57倍。前月

比＋0.03ポイント。全年同月比＋0.15ポイントとな

った。この月は全国が0.56倍で「初の全国超え」と

なったが、新規求人数が前月比で22.9ポイント伸

びたこともあるが、新規求職者数が13.1ポイント減

となったことの影響もあると思われる（11月には全

国0.57倍、高知県0.56倍となった）。 

安定所別では、高知所0.65 倍、須崎所0.50 

倍、四万十所0.58 倍、安芸所0.53 倍、いの所

0.37 倍となっている。 

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 11 月末現在の内

定率は 64.3％（県内 55.0%、県外 77.3％）で前年

同月の65.8％と比べて1.49ポイント悪くなってい

る。高卒者に対する求人数は、県内は前年比

15.2 ポイント増となっているが、県外は 10.4 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）。 
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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。 
 四国運輸局が発表した高知県内への観光客

の入り込み調査では、2010 年度上半期（4 月

～9 月）で 130 万 8,840 人となり、前年同期

比で 31.4％増となった。 
日銀高知支店の12月1日の「金融経済概

況」は、「 高知県の景気は、厳しい水準の下

で、緩やかに持ち直しているものの、一部に

弱めの動きがみられる」としている。  

個人消費のうち、自動車販売は落ち込む

一方、家電販売はエコポイント制度の変更に

よる駆け込み購入の動きがあるなど、強弱入

り混じった中で緩やかに持ち直している。住

宅投資は、低金利や住宅ローン減税等が下

支えする形で持家を中心に持ち直している。

一方、設備投資は前年を下回る計画にあり、

公共工事も前年割れの状態が続いている。  

製造業の生産は、情報関連財の在庫調整

の動きや為替円高に伴う受注環境の悪化

等から、持ち直しの動きが弱まっている、

と指摘している。 
 また、ショッピングセンター及びスーパ

ー売上高は、野菜の相場高が売上増に繋

がった側面はあるが、主力の食料品が底

堅く推移したため、全体でも前年を上回

る情況としている。 
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。

 
 
 
 

Ⅲ．１１年春闘要求                        
 

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○○円、時給額○○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 
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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医療、介護、福祉労働者の待遇改善と増員 
③幼保一元化、保育の新システム導入反対 
④障害者自立支援法、応益負担の廃止。障害

者・家族・関係者の声を生かした新法の制

定を 
⑤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 
⑥生活保護制度の改善 
⑦消費税の引き上げ反対。法人税率の引き下

げ反対 
⑧３０人学級の実現。無利子奨学金・給付型

奨学金の実現 

⑨学校、保育所、郵便局、国の出先機関等の

統廃合反対 

⑩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 
⑪温暖化ガス削減など環境政策の強化 
⑫９条改憲反対、「武器輸出３原則」の見直し

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 
⑬衆議院の議員定数削減反対。 

⑭ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）

への参加反対 

 

 

 

Ⅳ．重点課題と具体的な運動の展開                   
 

構造改革路線との対決を明確に春闘全体を

闘う。 

昨年春闘で掲げた「公務員バッシング」「我

慢の哲学」批判については、１１春闘におい

ても引き続き追求する。 

春闘の大きな柱を４つ提起する。 

 

１．地域再生（活性化）を軸とした取り組み＝

地域を守る共同の拡大をめざす。 

 ＴＰＰ問題と関連させた一次産業の振興、

教育、保育、医療、介護などでの共同の前進、

中小企業、商工業者との共同の前進（中小企

業アンケートなど）を追求し、国民大運動規

模での運動展開をはかる。 

  

２．反貧困・雇用を軸とした取り組みの展開 

 構造改革路線との対決の焦点の一つが、貧

困問題である。  
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くらしあったか村・相談活動と労働相談活

動の広がり、各団体とのネットワークの構築

の前進を踏まえ、貧困問題の可視化と社会問

題化を意識した運動を構築する。 

 また、各自治体から貧困をなくそうとの県

社保協の秋のキャラバンの呼び掛けを更に前

進させ、反貧困の自治体決議運動を検討する。 

  雇用問題の深刻さを受け、新卒、若者、

中高年、長期失業者対策などでの政策化（政

策委員会で）を進め、各行政機関との交渉、

関係団体との懇談を進める。 

 

３．公契約適正化運動、ディーセントワーク

（人間らしい労働）運動の前進をはかる 

 公契約条例の制定をめざし、議会決議の推

進、自治体懇談をすすめる。 

 また、現行入札制度の改善をめざし、最低

制限価格の引き上げ、労働者賃金の報告義務

化、高齢者雇用の入札制度の改善を追求する。 

「ディーセントワークデー」（毎月第３金曜

日）の宣伝行動を実施する。 

 

４．組織拡大・強化をはかる 

  春の組織拡大月間（３月～５月）を成功さ

せるために万全の体制を取る。 

 ①加盟組織での組織拡大、②未組織の組織

化の２つの柱ごとに計画を具体化させる。 

 

 

 

  
 

１．雇用も賃上げもの提案春闘で不況の打開を 

 

１）日本はこの２０年間ＧＤＰがほとんど

成長しておらず、先進諸国の半分以下の伸び

となっており、失われた２０年といわれる。

この経済の低迷の最大の原因は、需要不足に

ある。人口の高齢化に加え若年労働者の非正

規職員化で消費が落ち込んでいる。輸出大企

業は需要不足を「口実」に高成長を続けるア

ジア諸国に生産拠点を移し、これが「負のス

パイラル」を引き起こしている。 
賃金闘争を雇用闘争と結合し、「賃上げも雇

用も」の運動を展開する。 
また、きびしい雇用経済情勢の中で公務員

攻撃が分断策として最大限悪用されている。

「民間の賃上げも公務員の賃上げも」の宣伝

行動を強める。 
「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

約運動の活性化と結合して取り組む。 
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。 
提案型の賃金闘争を展開するため、その前

提として財務諸表の提出など情報の開示を求

める。 

また、労使協議会などで企業のめざす理念、

方向、中長期を見据えた年間計画などについて

協議を深める。 

それらを踏まえ、団体交渉で年間の賃上げ

は勿論、中期の賃金構想についても合意を形

成する。 
４） 具体的に次のことを行う。 
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①要求アンケートの実施 

②生計費調査の実施（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。 

3 月 16 日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（最低職場

集会）を統一闘争として取り組む。 
 
 

 

 

２．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）若年労働者の正職員化、正規労働（期

間の定めのない直接雇用）が当たり前の社会

的世論を喚起し、「正職員化と賃上げで内需拡

大を」のたたかいを職場・地域で強める。 
また、中高年労働者の雇用確保の運動を強

める。 
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。 
全労連が提起する毎月第３金曜日のディ

ーセントワークデーに宣伝行動に取り組む。 

３）あったか村相談会を更に広げ、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 
①２月から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月２５日の国民大運動規模での「県民集

会」の成功に全力を挙げ、「地域総行動」を実

施する。 
②政策委員会で県内の雇用政策を具体化する。 
 雇用問題での学習会を 2 月段階で実施する。 

未組織労働者の要求をつかむために「ハロー

ワーク前アンケート」に取り組む。 

雇用に関する政策をまとめ行政交渉を行う。 

メンタル面での就業相談、仕事起こしなどの

新分野に挑戦するために、NPO の研究を進め

る。 

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。 
 

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）今年の通常国会には、医療、介護、保

育、年金、障害者など社会保障のすべての分

野に亘る予算案と関連する「改革」法案が提

出される予定で、歴史的な「社会保障国会」

となる可能性が大きくなっている。憲法２５

条を全面的に活かした「人権としての社会保

障」の実現を求める大運動に取り組む。全労

連、社保協が提起する「国民署名」に取り組

む（６月まで）。 

国保法４４条による窓口負担の軽減、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

制度実現や年金の経済スライドによる減額反

対、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。 
幼保一元化、保育の新システム導入反対、

障害者自立支援法の継続に反対し、新法を作
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る取り組みを強める。 
これらの運動を地域主権改革に反対し、地

域を守る運動として統一的に進める。 
２）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強化する。「最低賃

金 1000 円実現国会請願署名(仮称)」、地方議

会請願、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）。全労連四国地区協規模での生計費調査の

実施を検討する。 
労賃や労働条件にしわ寄せをさせない入札

制度の改善や公契約条例制定の運動を進める。 
うろこの会と連携して必要な人への生活保

護の適用を進め、生活保護の補足率の向上、

制度の改善の運動を進める。 
また、求職期間中の生活保障、長期失業者

の求職活動と生活保障の運動を進める。 
これらの保障を基礎に、自立への支援策、

職業訓練の施策の充実を求める。 
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．地域運動と国民共同の闘い、地域大宣伝行動 

 

 少子高齢化、構造改革路線の下で、人口減

少と地域の疲弊、格差と貧困の広がりが加速

している。 

 高知県労連は、県政課題と真正面から向き

合う方向を提起してきたが、雇用問題の深刻

化、地域主権改革の流れの中、地域再生は待

ったなしの課題である。 

 地域運動を担う最前線は地域労連である。

須崎、安芸、高知で展開してきた「あったか

村」を労働相談、生活相談活動から各地域に

おける日常的な要求運動に発展させる。 

 そしてこの運動を全県に広げることが重要

である。 

地域労連の活性化、再確立と結合してこの

課題に取り組む。地域における要求運動のネ

ットワーク化の中心的な役割を地域労連が担

う。 

１）各地域労連での春闘討論集会を開催す

る。 

その際、「あったか村」形式で地域の他の諸

団体にも呼びかけ、反貧困、地域の再生をテ

ーマとした学習会として開催をめざす。 

教育、医療、介護、保育、郵便、農業、商

業などの実態を出し合い、国と地方のあり方、

地域の貧困問題、再生の方向などを討議する。 

地域における要求運動を総がかりで展開す

る土台作りを行い、共同の署名活動、集会、

自治体交渉などを行う。 

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１４日・月～１８日・

金） 

今年のキャラバンは地域宣伝と各団体への

申し入れを中心に行う。 
10 春闘に続き、公務員バッシングと我慢の

哲学（賃金も雇用も我慢せよ）という２つの

偏見を一掃する宣伝を強化する。 

 ＪＡや経営者団体、中小企業、地域の諸団

体の訪問、懇談活動を行う。 

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）県民集会を成功させる。 

春闘前段のキャラバン、宣伝行動を全県規

模で取り組み、それを２月２５日の県民集会

に結実させる。２つの課題での従来の枠を超

えた正に県民集会として成功させる。 

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 

 

 ３～５月を「春の拡大月間」に設定し、次の構

えで望む。 

①組織の拡大と強化を一体で取り組む。 

強い組織力、特に強い執行部のないところ

では組織拡大は進まない。強いとは、組織の

存在意義、組織の将来への展望を持ち、それ

を実現するための方法論を明確化し、やる意

思を持っていることである。 

 「こんな仕事がしたい」「こんな職場にした

い」「こんな地域を作ろう」という理念提示型

の組合員拡大を提起する。 

 組織の理念の確立、それを担う執行部の整

備と一体で組織拡大を論議し、実行に移す（こ

ういう運動をするためには、あれもしようこ

れもできるの姿勢への転換）。 

②昨年の第23回定期大会に続き、第24回定期

大会を増勢で迎えることを絶対死守すべき目標

とする。 

 各加盟組合は、１月現勢を早急に明らかに

し、月間開始の３月を前大会比増勢で迎える。 

 それを梃子に積極的な拡大目標を設定する。 

③各組織は、新採用者、職場内非正規の組織

化、関連産業・職場の組織化について従来の

枠を超えた検討を加え、拡大方針を明確にす

る。 

④各加盟組織は、執行体制の強化について検

討を加える（会議の定期開催・結集の強化、

議論の充実、各執行委員の力量アップ・・・、

そのための方策）。 

 県労連主催の春の講座をその一環に位置付

け、参加者を選定する。 

⑤労働相談センターを組織拡大の２つの分野

（組織内での拡大、組織外での拡大）の１つ

の柱に位置づけ、拡大を意識した相談活動を

更に前進させる。 

 そのために、相談活動の質の向上と攻めの

組織拡大の推進を図る。 

⑥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。 

⑦春闘前段の取り組みと結合して、地域労連

の活性化、再結成に全力を上げる。とりわけ、

今春闘では、高知市地域労連の再結成を勝ち

取る。 

⑧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。 

⑨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。 

６．統一地方選挙を地域再生への第一歩に 

 
 今年 4 月の統一地方選挙（県議会議員選挙

4 月 10 日投票。市町村議会議員選挙 4 月 24
日投票）を地域再生へ向けた転換の第一歩と

位置づけ、政党支持自由を堅持しつつ、めざ

すべき政治の方向、地域の姿を示しつつ、組

合員の政治的な自覚を高める政治論議を呼び

かける。 
 次の３つのスローガンを掲げる。 

①地域からあらゆる格差と貧困をなくし、安

心・安全にくらせる地域作りへ！ 

②地方を更に疲弊させる構造改革路線反対。Ｔ

ＰＰ、地域主権改革に反対し、地方が自立で

きる政策の推進！ 

③セーフティーネットの整備、充実、雇用の確

保の推進！ 

 今年末の高知市長選挙、高知県知事選挙に

ついては関係団体と協議し、３つのスローガ

ンの実現の方向で対応する。 

 

 

 



19 
 

Ⅴ．主な日程と行動配置                     
 

主な会議・集会・行動日程（案）（2011 年 1 月～6 月） 

 
 県  内  関  係 全 労 連 関 係 

1

1 

年 

１ 

月 

 

6  ⑥執行委員会 

7  早朝宣伝行動（7:50～）、旗開き（18:00～） 

9  みんなの郵便局を守る会第10回総会 

11 県国交春闘討論集会 

13  米揚陸艦「トーデュガ」入港反対の県へ

の要請(13:30～) 

14  革新県民連合常任代表者会議、食健連準

備会 

15  オルグ要請講座（～16 高知） 

18 県教組教育長交渉 

19 県社保協運営委員会 

20 ⑦執行委員会 

21 国民大運動教育長交渉（15～17） 

  ディーセントワークデー（17:15～） 

  高知市地域労連再建問題対策会議 

（18:30～） 

22  消費税学習会(13:30～、ソーレ) 

30 第２５回中央委員会 

 

 

 

12 春闘共闘・単産地方組織代表者会議 

 

14 春闘宣伝行動（日本経団連包囲行動） 

20  第 45 回評議員会（～21） 

 

27 春闘総決起集会 

 

 

２ 

月 

 

2  全労連四国地区協、郵政申入（松山） 

3  ⑧執行委員会 

5  県教組中央委員会 

17 ⑨執行委員会 

18 ディーセントワークデー 

自治体キャラバン（14～18） 

25  １日総行動、県民集会 

 

 

10  国民春闘中央行動 

 

22   単産・地方組織担当者会議 

23  国民大運動 2011 年度総会 

 

27～28 全労連共済 組織拡大全国交流集会 

28  ビキニデー（～3/1） 

 

 

３ 

月 

 

3  ⑩執行委員会 

8  四国総行動（高松） 

 

11 春闘統一宣伝行動日 

 

17 ⑪執行委員会 

18 ディーセントワークデー 

 

※3月 10 日までに要求提出 

3  中央行動 

5～6 全労連青年部ユニオンアカデミー 

11   重税反対統一行動 

16  集中回答日・「１日総行動」 

17  スト含む統一行動 

 

下旬 交渉強化ゾーン   
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４ 

月 

 

7  ⑫執行委員会 

 

15 ディーセントワークデー 

21 ⑬執行委員会 

 

 

10  県議会議員選挙投票日 

14  統一行動 

 

24  市町村議会議員選挙投票日 

下旬 交渉強化ゾーン 

 

 

５ 

月 

 

1 メーデー 

12  ⑭執行委員会 

 

20 ディーセントワークデー 

 

26 ⑮執行委員会 

 

1   82 回メーデー 

3  憲法記念集会 

6～ 平和行進 

14～15 全労連青年部合宿 

 

下旬（25日頃） 最賃、夏季課題、制度要求で

の中央行動 

27  春の争議総行動 

下旬 交渉強化ゾーン 

 

 

 

６ 

月 

 

2   ⑯執行委員会 

 

11～12 第 13 回働くものの学習交流集会 in

愛媛 

 

16 ⑰執行委員会 

17 ディーセントワークデー 

 

 

4～5 第 19 回非正規労働者全国交流集会 

（長野） 

 

26～27 第４回幹部セミナー 

 

 

 

 


