
1 
 

 
 

 ２０１２年国民春闘方針案 
 

第２６回中央委員会議案 
 
 

 
 
 

と き  2012年1月22日(日)午前 10時～午後5時 

ところ  高知市東部保健福祉センター(高知市・高須) 

 
 
 

高知県労働組合連合会（高知県労連） 



2 
 

 

目      次 

 

 

１．第 1号議案 ２０１２年春闘方針案・・・・・・・・・・・・・・・P3 

 

   はじめに 

   Ⅰ．11春闘、11秋闘の総括・・・・・・・・・・・・・・・P4 

   Ⅱ．11春闘をとりまく情勢の特徴・・・・・・・・・・・・ P9 

   Ⅲ．12 春闘の要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13 

   Ⅳ．重点課題と具体的な運動の展開・・・・・・・・・・・ P14 

   Ⅴ．主な日程と行動配置・・・・・・・・・・・・・・・・ P18 

   Ⅵ．行動補足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 

 

 

２．第２号議案 １１年度県労連会計中間決算（案） ・・・・・・・・別紙 

 

 

３．第３号議案 １１年度予算の修正（案）・・・・・・・・・・・・・P21   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

第１号議案  

１２年春闘方針（案） 
雇用と仕事の確保、賃上げ、社会保障拡充で、内需中心の経済、震災復興を 

－TPP 参加、消費税・庶民増税反対！原発依存のエネルギー政策からの転換を！－ 
  

 

  はじめに                              
 
 

 政治の年－さまざまな「一点共闘」を地域でつなげ、政治を変えよう 
 
この間、高知県労連は「国民に冷たい政治

は、震災に弱い」「震災復興のためにも労働者、

国民の生活の底支え、底上げが必要」との立

場から、震災復興と職場闘争、地域闘争とを

結合して取り組みを進めてきた。 
当面の政治の焦点であるＴＰＰ（環太平洋

経済連携協定）参加、消費税引き上げ、原発

再稼動問題の根底には構造改革路線が横たわ

っている。 
それぞれの課題での「１点共闘」を追求す

ると同時に、地域を守る視点でそれらを横につ

なげ、共同を広げる努力をしてきた。 
 2012 年は、内外ともに「政治の年」となる。 

この秋の闘いを更に大きく束ね、「反貧困」と

「地域と国民生活を守る」大運動へとつなげな

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 

 

高知県労連は、「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きた。「憲法闘

争の３つの柱」とは即ち、「県労連運動の３つ

の柱」でもある。 

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。 

 全労連は、これをめざすべき国家像として

次のように提起している。「良質な雇用としっ

かりした社会保障に支えられた福祉国家」。 

これを地域に落とし込むと３つのセーフテ
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ィーネット（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）の確立と産業振興、公的

サービスの確保による自律型の地域づくりと

なる。この中には、小水力など地域に密着し

た自然エネルギーの振興も含まれる。 

 構造改革路線と対決点である「貧困の可視

化」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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．１１春闘、１１秋闘の総括                 

 

 

１・賃金・労働条件闘争 

 

１） １１春闘 

2011 年春闘は、東日本大震災という未曾有

の国難の中での取り組みとなった。 
「国民に冷たい政治は、震災に弱い」「震災

復興のためにも労働者、国民の生活の底支え、

底上げが必要」との立場から、震災復興と職

場闘争、地域闘争とを結合して取り組みを進

めてきた。 
11 年春闘の回答妥結状況は、国民春闘共闘

委員会5,610円、1.87％（昨年5,771円・1.89%）、

連合 4,924 円、1.71%（同 4,805 円、1.67%）、

日本経団連 5,842 円、1.85％（同 5,886 円、

1.86％、大手）。4,262 円、1.64％（同 3,824

円、1.52％中小）。 

厚生労働省の 11 年民間主要企業の春季賃

上げ要求・妥結状況では 5,555 円、1.83％（昨

年 5,516 円、1.82％）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 

○今年度の全国最低賃金は、47 都道府県の加

重平均で 737 円と前年より 7 円のアップとなった。

「ゼロ改定」にこだわる使用者側の反撃を押し返

し、中賃「目安」に+1 円を勝ち取ったとは言え、

生活改善にはほど遠い改定となった。高知県は、

全国最低の 645 円。 

 また、1 円から 18 円の格差の大きい改定となっ

たことも問題である。東京の 837 円と高知、岩手、

沖縄３県の 645 円との格差は、192 円（23％）に

拡大し、底上げの点では問題の大きい結果とな

った。 

「早期の全国最低 800 円を確保し、景気状況

に配慮しつつ全国平均で 1000 円をめざす」とし

た雇用戦略対話の合意を反故にさせない全国

的な世論の形成、生活保護費とのまやかしの比

較基準の改善を勝ち取ることが急務である。 

 

３）１１年人事院勧告と確定闘争 

○5 月 23 日、政府は連合公務員連絡会と、国家

公務員賃金の平均 7.8％賃下げで「合意」し、賃

下げのための特措法を閣議決定した。公務員

制度改革を先取りするものとの触れ込みである

が、法改正が実現していない段階で人事院勧告

住み続けられる地域作り 

産業の振興 

生活を支える公的サービスの確保 

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） 
－地域から「貧困」をなくす－ 
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制度を無視し、賃下げを強行するという法違反

を犯したことになる。連合の対応も問題であっ

た。 

人事院勧告は、東日本大震災の影響から遅

れたが、9 月 30 日に平均 0.23％のマイナス勧告

を行った。政府は、法違反の大幅なマイナス改

定優先の立場から、勧告の実施を見送ったが、

人事院からは｢憲法違反｣との異議が出された。 

全労連、国公労連は、賃下げ特例法案の撤

回、人事院勧告制度を守った上で、マイナス勧

告には反対し、早期の労働基本権の前面回復

を求め運動した。 

勧告は定年延長問題について、60 歳代の年

間給与水準の一律引き下げ、定年前の短時間

勤務制度や本省を中心にした役職定年制の導

入等を提起した。 

○高知県人事委員会は 10 月 27日、「月例給、

ボーナスともに改定の必要なし」との報告を

行った。 

また、健康管理、特にメンタルヘルス対策

については、社会的課題であり、重点的な取

り組みが必要と指摘した。定年延長について

は、「検討を進めていく」という表現に留めた。 

  

４） 一時金の状況 

 回答・妥結状況は次表の通りである。 

 （ 省 略 ） 

 

                                          

 

５）労働条件改善、雇用改善の取り組み 

○いの健センターは昨年 10月 25 日、総会を開

催し、県の南海地震対策課から講師を招き、

労働者の命を守る観点から「事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）」について学習した。 

 建交労高知農林支部は、22 回目のじん肺キ

ャラバンをこない、10 月 5 日には県、労働局

と交渉を行った。 

 また、振動病の不支給取り消し裁判を高知

地際に起こし、闘いを進めている。 

○県労連は 11 月 8 日、県交渉を行い、雇用確

保と働く場の確保、入札制度の改善、公契約

条例の制定を求めた。その際、総務省が建交

労の要望などを受け、地方自治法施行令の一

部改正の意向を固め、高齢者雇用の確保など

のための随意契約基準の整備の方向を打ち出

したことを受け、施策の推進を求めた。 

 高知市は、今年 2月までに基準をまとめ、4

月から実施する意向を示している。 

教組共闘の四国ブロックと高知県労連は、昨

年に続き就職選考解禁日にあわせ9月１3日、

15 日と県工業会、県経営者協会、県商工会議

所、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。 
11 月 22 日に生活密着型の公共事業の推進、

入札制度の改善、公契約条例の制定などを目

指す「生活関連公共事業推進高知県連絡会」

（高知県生公連）が結成され、県労連も加わっ

た。 

 

 

 

２．格差と貧困の解消、社会保障の確立、県民要求実現 

 

①「くらしあったか村なんでも相談会」を県下各

地で行った。 

昨年は、香美市（11月26日）、土佐清水市（12

月11日）、須崎市（12月18日）、高知市（12月24

日）、安芸市（12月25日）と運動の輪が更に全県

下的に広がった。弁護士や司法書士、労働金庫

の協力を得た。合計の相談件数は、63件であっ

た。 

 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、高知新聞へ

の折込みなど運動と相談窓口の存在を大きくア

ピールできた。反貧困の共同が大きく広がった。 

 

②社保キャラバン等医療を守る取り組み 
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 10 月 17 日から 11 月 7 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、

「自治体から貧困をなくし地域を守ろう」「消費税

増税をやめ社会保障の充実」をスローガンに掲

げだ。 

個別課題では、各議会での決議を受け国保

への国庫補助金の増額（補助率 45％の復活）、

国保法 44 条に基づく窓口負担の軽減、生活保

護の改革反対、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 7 講座で延べ 41

人が参加した。事前学習会には、6 会場 53 人が

参加した。いずれも、昨年に比べ参加者が少な

く、位置づけの徹底が必要である。 

後期高齢者医療制度の廃止を求める 2 ヶ月

に 1 回の昼休みを中心とした行動は、実行委員

会の名称を「後期高齢者医療制度廃止・社会保

障と税の一体改革に反対する高知県実行委員

会」に変更し、運動を発展させてきた。 

12 月 3 日には篠崎次男氏を招いて一体改革

の学習会を開催した。80 人が参加した。 

高知自治労連、福祉保育労高知県本部、高

知県保育運動連絡会などは全県実行委員会を

作り、昨年に続き 10 月 24 日の週から保育キャラ

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。議会決議運動を

引き続いて取り組んだ。 

 

③国民大運動等の取り組み 

国民大運動高知県実行委員会は、11 月 17

日に来年度の県予算に関わる要求交渉を行っ

た。知事部局は十河副知事、教育委員会は中

沢教育長、そして各担当課長らが対応した。要

求項目は 84 項目。 

十河副知事は、ＴＰＰへの反対姿勢を改めて

表明。同時に農業の大規模化の限界に触れ、

県内農林漁業を県の実情に合った形で発展さ

せる決意を表明した。 

住宅リフォーム助成制度では、須崎市が昨年

4 月から実施しており、地元中小業者を対象とし

た経済対策として実施するよう強く求めた。 

南海地震対策について副知事は、最優先課

題として取り組む姿勢を表明。伊方原発問題で

は、ストレス・テストの結果を県としてそのまま受

け入れることはしない。県民の安全を守る立場で

合理的な説明を四国電力に求めていくと表明し

た。 

国民大運動では、これとは別に南海地震対策

問題で 2 度に渡り県と話し合いを持ち（6 月 16

日、9 月 14 日）、四国電力へも申し入れた(6 月

21 日)。 

10 月 22 日には、愛媛の原発連の和田事務局

長を向かえ、学習会を開催した（60 人）。更に、

12 月 16 日には、平和委員会、食健連等との共

催で、「放射能学習会」を開催した（54 人）。 

子どもと教育を守る高知県連絡会は、12 月

12 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いた。不採択に

はなったものの 69,893 筆を提出し、県議会議長

などへ切実な要求を要請した。 

食健連は 11 月 2 日、グリーンウエーブの学習

会として、高知大学の岩佐和幸教授（食健連会

長）を講師にＴＰＰの学習会を開催した。 

11 月15 日には、消費税をなくす高知の会、消

費税反対高知県各界連絡会、高知県食健連の

共催で、自動車パレードを開催し、40 台あまりが

参加。高知市内を３コースに分かれ宣伝を来な

い、マスコミ報道されるなど、世論にアピールし

た。 

 

３．組織拡大、強化の取り組み 

 

①組織拡大の取組みの状況 

 10 月から 12 月を組織拡大月間に設定して取

り組みを進めた。 

 県教組は郡教組単位で歓迎会、ボーリング大

会、教育研究集会など多彩な催しと結合して、

組織拡大に取り組んだ。 
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 県医労連は、単組ごとに組合学習会、共済の

説明会などを開き、月報体制を取り組織拡大に

取り組んだ。 

 年金者組合は総合 6 ヵ年計画を策定し、2,000

名を組織目標としている。統一行動を積み重ね、

秋の月間目標 1,067 名に対して 1,048 名まで到

達した。 

未組織の組織拡大では、労働相談センターが

10 月 17 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。12 月 6 日、7 日の労働相

談ホットラインには17件の相談が寄せられた。今

回は初めて、高知新聞への折り込みを地域限定

ではあるが行った。 

2011 年 1 月から 12 月までの相談件数は前年

比 9 件増の 290 件であった。 

組合結成は 1 組合・自交総連 2 人。加入は、

高知一般 12 人、自交総連（さくらハイヤー労組

以外で）2 人、私学教組 2 人、医労連 4 人、年金

者組合 8 人の合計 28 人。合わせて組合加入は

30 人（昨年 42 人）。組合加入率は、10.34％（昨

年 14.9％）であった。 

困難事例が増えていることも要因として考えら

れるが、より突っ込んだ分析と対策が必要であ

る。 

 11 月 25 日の秋の統一行動日に、2 コースに分

かれ、未加盟７労組を訪問し、要請、意見交換

を行った。 

県労連は秋の労働講座として、①労働組合と

宣伝活動（10 月 7 日）、②労働組合とＷeb(10 月

14 日)、③解雇事件と雇用保険(10 月 28 日）を開

催した。現在、08 年春から取り組んできた春、秋

の連続講座の取り組みを総括し、組合員教育の

体系化に取り組んでいる。 

 組織の活性化方針の確立に向け、「組織調

査」を行い、「組織活性化の討議資料」を提起し

ている。 

②専門部の取組み 

県労連女性部は第 23 回定期総会を 8 月 26

日、高知城ホールで開催した。 

県母親大会(7/3)、はたらく女性の交流集会

(11/23)、赤紙配り(12/8）など女性運動の先頭に

立って奮闘した。 

青年部は 10 月 1 日、第 17 回定期大会を開催

した。 

11 月 23 日には「平友祭」を 6 年ぶりに開催。

12 月 4 日の「12･8 平和のつどい」では、開会と

閉会あいさつなどを担い、平和の取り組みにも

力を入れている。 

12 月 17 日には、前年に続き、クリスマス・パー

ティーを 37 人の参加で成功させ、青年の「つな

がりたい」という要求に応える活動も強化してい

る。 

③地域組織の確立と地域運動 

地域運動の前進基地として地域労連の活動

強化を目指してきた。特に、香美労連再建を目

指し、交流会を重ねてきた。 

あったか村なんでも相談会は、土佐清水、須

崎、高知市、香美、安芸で開催された。これを地

域労連、地域運動強化の起爆剤にし、地域の諸

団体の運動を束ねる役割をめざしている。 

④争議支援 

私学教組の土佐女子支部の不当解雇撤回闘

争は、昨年 8 月に学校側が控訴を取り下げ、そ

の後の団体交渉で今年 4 月からの現場復帰で

合意しました。 

高知一般の土佐農機解雇事件は、12月13日

に高知地裁で不当判決が出され、控訴して闘い

を進めています。 

 

 

 

 

４．憲法改悪阻止、平和擁護、政治革新の取組み  

                                      

１）こうち九条の会は 11 月 3 日、「憲法公布 65

周年の集い」を「政権交代と憲法の行方」と題し

て名古屋大学名誉教授の森英樹氏を招いて開

催した（220 人）。 

12 月 4 日に実行委員会主催で「12･8 平和の

集い」を無言館の窪島誠一郎館長を招いて開催

した（200 人）。 

「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。 
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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。 

２）「原発ゼロ」を目指す取り組みを進めてきた。

「郷土の軍事化に反対する県民連絡会」の構成

組織が呼びかけ、「社共統一」＋市民運動＋個

人参加型の幅広い組織をめざしてきた。 

 10 月 29 日には、「原発いらない県民集会」を

250 人の参加で成功させ、また、12 月 26 日には

県交渉と四電への申入れを行った。 

 連絡会の正式発足、そして「３・１１県民集会」

の開催をめざし、準備を進めている。 

３）革新県民連合に結集して、昨年 11 月の知事

選挙に対応してきた。革新県民連合では、尾﨑

県政の 4 年間を評価するための学習会と討論を

重ね、候補者を立てないという結論に至った。見

解をまとめ記者発表で態度表明を行った（10 月

25 日）。今後の対応は次の 3 点。 

①尾﨑県政に対しては、良い面は伸ばし、そう

でない側面については厳しくチェックする立場で

今後 4 年間臨んでいく。 

②今後も県政の浮揚、地域を守る立場から積極

的な要求実現のための運動と提案を行ってい

く。 

③将来の知事選挙については、情勢と運動の

進展に応じて柔軟かつ原則的に対応していく。 

 

 
 

Ⅱ．１２春闘をとりまく情勢の特徴              
 

【国内情勢】 

（１）新自由主義・構造改革路線を突き進む野田内閣               

 

民主党・野田政権は、09 年の政権交代に示さ

れた国民の期待を裏切り、輸出大企業の国際

競争力強化を最優先とする新自由主義・構造改

革路線に完全に先祖返りした。 

財界とアメリカの意向を最優先にし、ＴＰＰ参

加と消費税の引き上げ、原発再稼動、普天間基

地の辺野古移転を政権の至上命題としている。 

加えて、「一票の格差是正」を「口実」にした比

例定数削減などの選挙制度改悪や、国の地方

出先機関の地方移譲など、民主主義軽視や公

務公共サービス切り捨てにも前のめりになってい

る。 

野田内閣は財界主導の国家戦略会議（10 月

設置）を「司令塔」と位置づけ、経団連などの要

望に沿う①震災復興を大企業のもうけの場とす

る、②消費税増税と社会保障給付削減を同時に

進めて企業負担を軽減する、③農業、医療、環

境などを新たな成長分野として市場化や自由貿

易を促進する、ことの３点を柱に「日本再生のた

めの戦略」を取りまとめるとしている。 

 

 

（２）「成長神話」に固執し、攻撃を激化させる財界                                           

 
「企業が成長すればいずれは労働者の生活

も良くなる」という破たんした「成長神話」にしが

みつき、デフレ不況や「異常」円高を「口実」に、

更なる「海外移転」の脅しを掛け、大企業への富

の取り込みを一層進めようとしている（資本金 10

億円以上の大企業の内部留保 257 兆円。上場

企業の手持ち流動性資金 60 兆円＝既に金余り

状況）。 

現在の円高は、人減らし「合理化」、利益最大

化のための海外シフトなどが輸出大企業の国際

競争力を高めたことによる。それを「口実」に更

に競争力強化のための「合理化」や労働法制の

規制緩和を進めれば、それが更なる円高をすす

める悪循環となることは火を見るより明らかである。
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場当たり的な「為替加入」では解決できない。 

問題は、雇用者報酬の落ち込み（1997 年がピ

ーク）など内需の冷え込みにあり、景気を回復す 

るためには内需を暖め拡大することが必要で

ある（ＧＤＰに占める輸出の割合は 15％、国内消

費は 54％。2008 年）。 

 

 

 

 

（３）震災復興の遅れや福島原発事故－国民生活に冷たい政治は震災にも弱 

 

東日本大震災の復興と福島原発事故の処理

の遅れは、国民生活に冷たい政治は震災にも

弱いということを明らかにした。 

復興の遅れもさることながら、復興を大手ゼネ

コン中心に進め、「特区構想」などで被災地を

「構造改革の実験場」にしようとしていることも問

題である。 

このようなやり方が、企業倒産や雇用不安を

拡大させている。帝国データバンクの調査では、

震災から半年の 9 月 11 日時点で、震災関連倒

産は 337 件で 95 年の阪神淡路大震災時の 2.7

倍のペースとなり、雇用状況は一向に好転して

いない。 

復興需要で、被災地域の個人消費は一定回

復しているが、都市部に集中して、津波被害地

域での回復が遅れるという格差も顕在化し始め

ている。 

 ３次補正、復興庁設置法も成立したが、あくま

でも被災地域、被災住民主体で、「産業」「雇用」

「生活」の総合的で迅速な復興が求められてい

る。 

 

 

【世界情勢】 

（１） 世界が動き始めた格差是正－「ウォール街占拠」運動 

 

今年 9 月に、カナダの活動家団体が、1％の

富裕者が優遇される社会への抗議の行動として

呼びかけた「ウォール街占拠」運動は、貧困、格

差に苦しむ人々の心をとらえ、世界に広がって

いる。アメリカ大統領をはじめ、世界の指導者の

一部からも支持が表明され、行動の目標も行き

すぎた投機資金への規制強化へと向かい始め

ている。 

「99％のための社会」との主張への共感は日

本でも広がっている。大企業や大金持ちに富が

偏在し、貧困と格差が拡大する社会、雇用、賃

金、社会保障などが切り刻まれる社会、被災者

支援よりも大企業の国際競争力強化が優先され

る政治への不満と怒りを運動に組織できる条件

がさらに高まっている。 

 

 

（２） 世界同時不況の再発さえ懸念される EU の金融不安 

 
ギリシャを契機とする財政破への懸念は、10

月のＧ20 後も収束せず、アイルランド、ポルトガ

ルに続き、ＥＵで第 3 位の経済規模を持つイタリ

アにまで広がっている。 

かろうじて財政協定は締結されたものの、ＥＵ

安定化基金への増資やユーロ共通債発行の目

処は立たず、フランス、ドイツの国債の利回りの

上昇も見られ、危機はＥＵ全体、世界全体に広

がる様相を呈している。 

これを機にＩＭＦの介入が強まり、構造改革的

な国内政策の押し付けの懸念が強まっている。 

世界の金融を動揺させる投機資金の規制の
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課題が突きつけられている。  
 
 

【労働分野の情勢】 

(１) 労働者の状態－雇用者報酬は 1997 年がピーク 

 
①民間企業の賃金は、2010 年で前年比 1.5％

（6 万 1000 円）増の 412 万円となった。2009 年が

過去最大の下落率（5.5％減）であったことの反

動や、一時金が持ち直し傾向を示したことが反

映している。しかし、2000 年と比較すれば、49 万

円も減少し、年収 200 万円以下の労働者数も引

き続き 1000 万人以上であり、改善傾向にはな

い。 

②雇用状況は、8 月の完全失業率 4.3％、前月

比 0.4 ポイント低下し、有効求人倍率は有効求

人倍率 0.66 倍、前月から 0.02 ポイント上昇して

いる。製造業をはじめ、東日本大震災の影響か

ら回復し始めていることが伺える。 

2010 年 10 月時点の厚生労働省調査では、非

正規労働者の割合がさらに増加し、38.7%に達し

ている。企業が非正規労働者雇用を増やしてい

る理由は、「賃金節約のため」が 4 割に達してい

る。 

③経済指標は、8 月の鉱工業生産指数は前月

比 0.8%上昇し、業況判断もマイナス幅が縮小し

ている。円高への懸念はあるものの、景気が回

復傾向にあることを伺わせている。 

 

 

（２） 公契約適正化運動の到達点 

 
千葉県野田市、神奈川県川崎市での公契約

条例制定や東京新宿区での入札制度改革で、

対象業務、職種では800 円台後半か 2,000 円台

という最低賃金規制が実現し始めている。 

東京都多摩市では昨年の 12 月議会で、公契

約条例が制定された。 

これに続き、国分寺市、神奈川県相模原市、

北海道札幌市での条例案策定作業が進んでい

る。 

 日弁連や労働弁護団が、公契約条例制定の

意見書を出し、国会でも議連ができるなど新しい

動きも起きている。厚生労働省でも担当課での

検討が開始された。 

 また、東日本大震災のガレキ処理とかかわって

成立した「ガレキ処理特別措置法」で労働者の

賃金・労働条件の最低規制の文言が入り、政令

で現場労働者への設計労務単価の賃金保障が

実現する動きとなっている。 

 

 

（３） 労働者派遣法、パート労働法改正などをめぐる動き 

 
一昨年の通常国会に出されていた労働者派

遣法改正案は、自民、公明、財界の攻勢に民主

党が譲歩する形で、「登録型派遣の原則禁止」

や「製造業派遣の原則禁止」の削除が合意され

たが（11 月 15 日）、全労連を始め労働者の反撃

で継続審議とさせた。 

また、今年の通常国会に向け、いくつかの制

度課題での検討が進んでいる。 

① 60 歳以降の希望者全員の雇用確保を柱と

する報告書の取りまとめに向け、労働政策審

議会で９月から法改正審議が始まっている。

このこととかかわって、2011 年人事院勧告で

は、定年年齢を段階的に 65 歳に引き上げる

意見申し出が行われた。 
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 ② 労働政策審議会労働条件分科会は昨年

12 月 21 日、有期雇用規制について、「入口規

制」を見送り、事実上有期雇用の「乱用」を

温存する「報告」をまとめた。 
 ③ 厚生労働省の「今後のパートタイム労働

対策に関する研究会」の「報告」（昨年 9 月

15 日）を受けて、パート労働法改正論議が開

始されている。このことにも関連して、短時

間労働者の社会保険適用論議も進められてい

る。 
 ④ 政府が、医師による従業員のメンタル

ヘルスのチェックを義務付けるなどの労働安

全衛生法改正法案を労働政策労制審議会に諮

問した。職場の全面禁煙もしくは空間分煙の

義務づけも盛り込まれ、一部議員の反発もあ

って臨時国会提出は断念された。 
 

【県内情勢】 

（１） 賃金、雇用、県民生活の状態 

 

①２０１０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。 

②2009 年度の就学援助率は 22.40％（昨年

21.2％）となっている。高知市は 30.87%

（29.9％）と高率となっている。 

2011年3月現在の高知県の生活保護率は平

均で 26.3、高知市は 36.0、室戸市は 53.6 と

なっており、全国平均の 13.8％と比較して約

2倍となっている。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。 

③高知県の賃金の状況は所定内賃金で東京の

７割弱、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。 

④来春の大卒内定率は 10 月 1 日現在 59.9％

で昨年より 2.3 ポイント改善したが昨年に続

き過去 2番目の低さである。「就職氷河期」と

いわれた 2003 年の 60.2％より低くなってい

る。高知県は 38.7％と厳しい状況である。 

 高卒者予定者は（9月末）、0.9 ポイント改

善して 41.5％。高知県は 38.7％で 1.3 ポイン

ト改善したが、以前厳しい状況である。10 月

末時点では、55.7％と昨年同期比で 0.9ポイ

ント低下した。 

 

 

 

（２）２期目を迎える尾﨑県政の特徴と課題 

 
尾﨑県政は昨年 12 月、無投票で再選を果た

し２期目をスタートさせた。 

産業振興計画、健康長寿県構想、教育振興

計画、中山間地対策、南海地震対策の 5 大政

策を掲げ、具体的評価が問われることになる。 

尾﨑知事は 12 月議会で、少子高齢化・人口

減少の中、「時代を生き抜く処方箋」を全国に先

駆けて示し、「課題先進県」を目指す、そのため

に「絆のネットワーク」を構築すると所信を述べ

た。 

県が昨年行った「県民世論調査」によると、産

業振興計画で進んできたと思う取り組みについて

は、①「地産外商の加速化」52.2％、②「観光の推

進」51.0％と、この２項目の比率が特に高く、③

「地産地消の徹底」30.4％、④「県内での『ものづ

くり』の推進」19.7％と続いている。一方、「わから

ない」とする回答が20.2％であった。 

また、産業振興計画の推進のために充実させ

るべき取り組みについては、①「新エネルギーを

産業に生かす取り組み」30.0％、②「６次産業化の

取り組み」29.8％、③「ものづくりの地産地消の取

り組み」29.6％、④「県外での高知フェアの開催や

商談会への出展による外商の取り組み」28.6％、

⑤「観光客誘致の取り組み」27.0％となっている。 
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一方、高知新聞社が一昨年末行った県民世

論調査で県政の優先課題を見ると、「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。 

ＴＰＰ参加問題と関連して農林漁業の高知県

の特性に合った振興は待ったなしであり、一次

産業や医療・福祉分野など高知県の強み、成長

産業で雇用を具体的にどう生み出すのかが課

題となる。 

それらの課題に加え、南海地震対策が最優

先課題となる。内閣府の検討会は 12 月 27 日、

東海、東南海、南海地震が連動した場合の想定

震源域を従来の約２倍に拡大し、地震の規模を

東日本大震災と同じマグニチュード（Ｍ）９・０に

引き上げる中間報告をまとめた。 

県民の命を守るため、最大限の被害想定を基

に避難計画、対策等を早急に見直すことが求め

られる。 

この 1 月には伊方原発の全機が停止する。再

稼動への対応、過酷事故を想定しての避難計

画など、従来方針にとらわれない見直しが厳しく

問われる。原発依存から脱却し、自然エネルギ

ーに転換することも求められる。 

 

 

 

Ⅲ．１２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「時間額 100 円以上、月額1 万円以上」

の賃金引き上げを 

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・・・）、有期雇用の規制強化、パート労

働法の抜本見直し 
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 
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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 

⑮住民を主体とした震災復興、原発事故の

情報全面開示、原発被害の全面補償 

⑯原発の再稼動反対、自然エネルギーへの

転換を 

 

 

 

Ⅳ．重点課題と具体的な運動の展開                   
 

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）参加、消費税

引き上げ、社会保障制度改革、沖縄の普天間

基地移転問題など年末から年明けの通常国会

へ向け国政の焦点となる。 

一方、欧州の信用危機の深まりが世界経済に

どのような影響を与えるのか注視を要する。今、

世界経済は０８年のリーマン・ショックで浮き彫り

となった投機マネーの世界の信用取引に与える

かく乱作用の規制、各国財政の民主的な運営が

課題となっている。 

 財界やアメリカ依存の政治と距離を取り、国民

の目線で、日米安保条約の枠に縛られない対

等な外交の推進が求められる。 

 また、東日本大震災を受け、震災復興、原発

対応、防災やエネルギー需給のあり方を通して、

日本社会のこれまでを総括し、これからを奥深

いところで論議し、政治を変える取り組みが求め

られている。 

 

 

  
 

 １． １２春闘でめざすもの 

 

１）私たちの周りに押し寄せ、あるいは潜んでい

る様々な形の貧困を可視化し、構造改革路線に

終止符を打つことをめざす。 

２）「利益最優先の亡国の論理」「公務員バッシン

グ」と対決し、良質な雇用としっかりした社会保

障に支えられた内需主導型の経済、「安心社

会」への転換をめざす。 

３）当面する４課題、①ＴＰＰ参加阻止、②消費税

引き上げ（社会保障の改悪）反対、③原発再稼

動反対、原発ゼロ・自然エネルギーへの転換、

④核兵器廃絶、安保条約破棄、普天間辺野古

移転反対・在日米軍基地撤去を求める運動を中

心課題として進める。 

４）職場、地域からの賃金底上げと生計費原則
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に基づく賃金引き上げの運動を展開する。最低

賃金の大幅引き上げ（時給 1,000 円以上）の取り

組みを強める。 

５）各地域労連で春闘討論集会を開催し、地域

宣伝、行政交渉を行い、地域の再生をめざす、

地域運動を大いに進める。 

６）これらの運動を進めながら、組織の拡大、強

化に目的意識的に取り組む。 

 
 

 

２． こんな行動を展開する（めざす行動の特徴） 

 

１）職場と産別、地域で共同を広げ、要求と組織

の影響力を拡大を追求 

  「引きこもり」の春闘をやめ、縦に横につなが

る春闘をめざそう。 

  地域での春闘討論を重視しよう。顔と名前で

つながろう。そして要求、行動でつながる春闘

へ。 

２）労働者要求のアピール―「目に見え、音が聞

こえる」行動 

  地域宣伝、行政、中立組合への申入れ行動

など「内で団結、外に打って出る」春闘をめざそ

う。 

３）職場労働者が元気になり、組織が活性化す

る春闘を 

幹部が自分（たち）を忙しくするための行動は

やめよう。とにかく周りの一人を誘おう。そしてもう

ひとまわり。（自分も集会などに先輩に誘ってもら

い育って行ったことを思い出そう。） 

 
 

 

３．賃金、労働条件に関わる主要な課題と運動 

 

 次のことを全職場で取り組もう。 

１）春闘期に、全交渉単位での要求を提出し、交

渉を持つ。 

２）非正規労働者の処遇改善と交渉行動参加の

働きかけを重視し、当事者を先頭に立てた運動

を追求する。 

３）制度闘争として最低賃金時給 1000 円以上の

実現、パート労働法改正による均等待遇実現、

有期雇用規制による雇い止め・解雇規制の強化

を重視する。入札制度改善、公契約条例制定の

運動を進める。 

毎月第３金曜日の「ディーセントワークデー」

を集中日に、宣伝、団体要請、署名行動を展開

する。 

４）賃金闘争については、産別統一要求を基本

に、「誰でも時間額100円以上、月額1万円以上

の賃金引き上げ」の水準引き上げ要求と、「時間

額 1000 円、日額 7500 円、月額 16 万円」の到達

要求の 2 本立てを基本に、論議を進める。 

春闘アンケート、職場単位の要求書き出し運

動、本音の要求討議を行い、執念を持って追及

する要求を練り上げる。 

なお、今春、全労連四国地区協で取り組む

「最低生計費調査」の結果もふまえた「生活でき

る単身者の賃金」などの目標提示についても論

議を進める。 

５）全職場で安全衛生委員会の設置と毎月の会

議開催、委員会への議題（時間外労働の削減、

年休取得など）の積極的な提起を行ない、過重

労働をなくす取り組みを進める。 

  労働安全衛生法改正法案もふまえ全労連が

作成する「メンタルヘルス職場チェックリスト」を

活用し、メンタルヘルス・パワハラ問題の解決を

はかる。 

じん肺、アスベスト、振動病被害の解決を求め

るたたかいへの支援を強める。 

６）全職場で南海地震時の避難計画の見直し、

策定と訓練の実施などを求める。県労連の統一

要求書を基本に要求書に盛り込み、春闘基に

交渉する。 
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４． 「安心社会をめざす大運動」に取り組む 

 

2012年春闘を通して、良質な雇用と社会保障

による「福祉国家」を展望し、雇用・仕事の安定

と賃上げ、社会保障拡充による「安心社会をめ

ざす大運動」に取り組む。 

次の３つの課題での取り組みを総合的に展開

する。 

 

１） 第１の課題に、「内需拡大で地域経済守

れ」の要求課題での取り組みを位置づける 

「企業利益最優先」「公務員バッシング」の考

え方を見直し、内需主導型の経済への転換を

呼びかける宣伝活動を活発に行う。 

賃金引き上げのたたかいを相互に激励し、デ

ィーセントワーク署名、社会保障拡充署名の２

つの署名への賛同、協力要請を県労連未加盟

組合に行う。 

「内需拡大で地域経済守れ」の要求課題を掲

げた総対話と共同に取り組む。「地域の中小企

業の振興と労働条件改善への賛同署名」（仮称。

独占禁止法、下請け２法の改善、最低賃金引き

上げ・公契約法制定などの内容で具体化）を携

え、中小零細企業・事業者、事業者団体への申

し入れ行動を行う。 

若者、中高年の雇用の確保の運動を強める。 

 

２) 第２の課題として、「原発依存、エネルギ

ー浪費社会に決別を求める取り組み」を展開

する 

職場、地域で防災・避難計画の見直し、学習

活動を強化し、高知県や各自治体に南海地震

対策の抜本的な見直しを求める。 

伊方原発の再稼動に反対し、廃炉を求める運

動を「原発をなくす高知の会」（仮称）に結集して

進める。原発依存から自然エネルギーへの転換

を求め、県や四国電力への申入れや調査研究

を進める。 

全労連がすすめる「原発ゼロ」署名を進め、

「原発をなくす高知の会」が計画する３・１１県民

集会に結集し原発なくせの世論形成を図る。 

 労働時間短縮、「ノー残業デー」などの職場の

取り組みと結合して、「２４時間型社会」「エネル

ギー浪費型社会」の見直しの学習会や討議を進

める。 

 

３） 第３の課題として、住み続けられる地域作

りの運動を位置づける。 

ＴＰＰ参加、消費税引き上げ反対、社会保障

の充実、産業振興・雇用の創出、自然エネルギ

ーの推進を「地域を守る主要課題」として、地域

での総合的な共同を追求する。 

高知県食健連に結集し、ＴＰＰ参加反対の県

民共同の取り組みに結集し、「農林漁業の再生、

活性化は地域経済復興の要」との世論と運動づ

くりに取り組む。 

県社保協に結集し、社会保障改悪に反対し、

年金給付削減や医療、介護負担増に反対する

地域での共同を具体化する。 

  消費税率引き上げ反対を含め、「『99％』のた

めの安心社会めざす総行動」と位置づけ、集会

や宣伝、申入れ行動などを地域、職場段階から

具体化し、世論形成を図る。 

 

 

５．平和と民主主義擁護の課題での共同の取り組み 

 

①沖縄・辺野古沖基地建設反対、在日米軍基

地強化反対、日米地位協定の改定の運動強化、

議員定数削減反対など平和と民主主義擁護の

運動の強化を位置付ける。 

②「核兵器禁止のアピール」署名の県内１５万

筆の達成をめざす。 

③香南市の自衛隊第 50 普通科連隊の市中行

軍、演習強化反対、宿毛湾への米艦船の寄港

反対など県土の軍事化に反対する取り組みを

進める。 
④県平和委員会と連携して「平和」講座の開催

をめざす（組合員教育の体系化とも絡め） 
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 ６．組織の拡大強化を図る 

 

１）組織内拡大 

①「理念提示」型の拡大：メリット論を超えて、こ

んな職場にしたい！こんなことを一緒にやろう

よ！こんなことをやってもらいたい！を真正面か

ら訴える。 

②「３つの近い」の法則による拡大：３つの近い

（ⅰ.年齢が近い、ⅱ.席が近い、ⅲ.好みが近

い）人による組合加入の声掛け運動をすすめる。

幹部請負の拡大からの脱却。最近加入した人

が、最も強力な「セールスマン・ウーマン」（自分

は何故組合に加入したのか＝組合の魅力を一

番良く知っている）。 

③「職場の世話役活動」の復活：気軽に相談で

きる頼れる組合活動をめざす。 

相談活動、全労連共済、労金活動を３つの柱

として取り組む。 

④職場の多数派、影響力のある組織をめざす。

組織拡大は、要求実現の最高の手段。また、組

織が増えれば、加速して拡大が進む。 

組織拡大は、活動量に比例する。対話が仲

間を呼び、拡大につながる。 
⇒拡大計画を計画倒れにしない。手立てを具

体的にする。 

２）中立組合の加盟促進 

･定期的な資料の送付（機関紙、学習会ビラ等） 

 ※その際、送付希望等のアンケート用紙を同

封。 

・要求団体、地域での要求、運動を通じたつな

がりを深める（食健連、地域労連・・・・）。 

・関係単産・単組と県労連が一緒に申入れを行

う（高大生協：県労連・こうち生協労組・・・） 

３）未組織職場の組織化 

・組織作り型相談活動を更にすすめる（相談者

の２０％を組織化する目標）。 

･攻めの宣伝･組織化に取り組む。  

４）組織強化 

①職場活動の活性化を県労連作成の「組合活

動活性化討議資料」に基づき討議し、具体化

する。 
   ②県労連として組合員教育の体系化を図る。 

５）ＪＡＬ、社保庁、県内争議の解決をめざす

運動を強める 

 ２月２１日に争議支援集会を開催するなど、

支援行動を強化する。 
 

 

 

７．政治革新をめざす取り組み 

 
 今年は「政治の年」である。3 月の年度末

を節に、5 月以降政局の流動化は避けられな

い。いつ解散総選挙になってもおかしくない

政治情勢であり、１票の格差是正を「口実」

に、衆議院の比例定数削減などの動きも活発

化するものと思われる。 
一致する要求での共同を広範に追求しつつ、

労働者の生活と権利擁護、社会保障の拡充を

めざす政治の実現、構造改革路線からの転換

をめざす政治闘争の強化をはかる。 

賃下げからの転換、雇用破壊からの転換、

社会保障改悪からの転換、戦争する国づくり

からの転換の「四つの転換」を掲げ、新保守

主義、構造改革路線の転換をめざす。 

 そのために、政党支持自由の立場を堅持し

つつ、政党選択の基準、政党の政策・実績を

明らかにする。 

 四課題での「１点共闘」を追求しつつ、そ

の前進を政治変革への世論の高揚につなげる。 
全労連がめざす「安全・安心社会」「良質な

雇用と社会保障に支えられた福祉国家」と「す

み続けられる地域作り」の実現へ向けて奮闘

し、政治と真正面から向き合い、組合員の社

会を変える意識を高める。 
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Ⅴ．主な日程と行動配置                     
 

１．国会をめぐる動き 

 
1）成立した法律 

①３次補正 

②復興庁設置法 

２）継続となった法案（１２年通常国会でも焦

点に） 

①国家公務員の給与引き下げ法案 

②郵政改革法案 

③労働者派遣法改正案 

④公務員制度改革法案 

⑤国会議員選挙・一票の格差是正（更には議

員定数削減） 

３）１２年の通常国会に提出予定の法案等 

①１２年度予算案 

 ②11 年度予算 4 次補正 

 ③社会保障と税の一体改革関連の法案：税制

関連法案、被用者年金拡大法案、年金特例

水準の解消法案、子ども・子育て新システム

関連法案、障がい者総合福祉法案 

④地域主権一括法案（第 3 次） 

⑤有期契約労働法案、高齢者雇用安定法改

正案、沖縄振興法改正案、原子力安全庁設

置法案 

 

 

２．春闘に関係する政治日程と統一行動 

 
○１２月末まで １２年度予算案、１１年度

予算４次補正を決定 
       １２年度税制改正大綱決定 

 
＜２０１２年＞ 

○１月     
 ６日（金） 新春宣伝行動（7:50～、 

県庁前） 
       新春旗開き（18:00～、高知城

ホール４Ｆ） 
 ６日（金） 社会保障と税の一体改革の素

案の策定（政府・与党社会保

障改革本部決定） 
２２日（日） 中央委員会・春闘方針決定 
下旬    通常国会召集 

       １２年度予算案、１１年度第

4 次補正予算案を国会提出 
 
○２月中下旬 春闘前段行動 

 ※各地域労連で春闘討論集会 
 ※各地域で統一宣伝行動（ビラ配布、マイク

宣伝等） 
 ２月２１日（火） 「１日総行動」～争議支

援・学習決起集会 
○３月１１日（日） 「なくそう原発 3･11

高知集会（14:00～、丸ノ内緑

地） 
３月１４日 回答指定日（第１陣） 
３月下旬  １２年度予算成立？ ⇒ 政

局の可能性！ 
 ３月末   消費税関連法案を国会提出 
３月２１日 第 1 次行動 
４月中旬  第２次行動 

 
○２０１３年 
８月２９日 衆議院の任期満了 
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３．具体的な日程 

 
①第２６回中央委員会   

日時  １月２２日（日） １０：００～  

場所  高知市東部健康福祉センター

（高須） 

 ②統一行動と争議支援決起集会 

   ２月２１日（日） 「１日総行動」、早朝宣

伝～申し入れ行動 
18:00～ ＪＡＬ争議団の報告をメイン

にした争議支援集会（高知城ホール２Ｆ） 
 

 
 

主な会議・集会・行動日程（案）（2012 年 1 月～6 月） 

 
 県  内  関  係 全 労 連 関 係 

1

2 

年 

１ 

月 

 

6  早朝宣伝行動（7:50～）、旗開き（18:00～） 

8  みんなの郵便局を守る会第11回総会 

10 県国交春闘討論集会、共産党旗開き 

11  県社保協事務局会議(10:00～) 

12  食健連事務局会議(18:30～) 

14  オルグ要請講座（～15 徳島） 

17 農林支部振動病不支給取消裁判 

(13:00～) 

20 ⑥執行委員会 

22 第２６回中央委員会 

24  いの健理事会(18:30～) 

25 国民大運動世話人団体会議（10:00～） 

27 県社保協宣伝行動(16:00～) 

28 高保連総会(14:00～) 

 

 

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） 

 

18  第 4 回評議員会（～19） 

 

 

 

２ 

月 

 

2  ⑦執行委員会 

4  自治労連医療部学習会 

5  全労連四国地区協女性部交流会 

6  全労連四国地区協、原発申入（松山） 

15  国民大運動世話人団体会議（10:00～） 

16 ⑧執行委員会 

18 後期高齢者医療制度廃止集会（12:20～）

社会保障と税の一体改革学習会 

(14:00～、県立大) 

21  １日総行動、争議支援集会 

25  県食健連宣伝行動（13:00～14:00） 

 

 

10  国民春闘中央行動 

17  国民大運動 2012 年度総会 

22   単産・地方組織担当者会議 

 

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） 
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３ 

月 

 

1  ⑨執行委員会 

6  四国総行動（高松） 

 

11 春闘統一宣伝行動日 

  「なくそう原発 3･11 高知集会」 

13  重税反対県民集会 

15 ⑩執行委員会 

21 国民大運動世話人団体会議（10:00～） 

 

※3月 10 日までに要求提出 

3  中央行動 

 

13   重税反対統一行動 

14  集中回答日 

15  スト含む統一行動 

 

下旬 交渉強化ゾーン   

 

 

４ 

月 

 

5  ⑪執行委員会 

 

18 国民大運動世話人団体会議（10:00～） 

19 ⑫執行委員会 

 

 

 

 

下旬 交渉強化ゾーン 

 

 

５ 

月 

 

1 メーデー 

10  ⑬執行委員会 

 

 

24 ⑭執行委員会 

 

1   83 回メーデー 

3  憲法記念集会 

 

 

下旬 交渉強化ゾーン 

 

 

 

６ 

月 

 

7    ⑮執行委員会 

9-10  中四いの健セミナーin愛媛 

 

16 ⑰執行委員会 

 

 

16  過労死１１０番 

 

 

 
 
 
 


