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２００８年度 高知県労連 

第 21 回定期大会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

と き  2008年９月７日(日)午前１０時～午後４時 

ところ  高知城ホール４Ｆ 

 

高知県労働組合連合会 



- 1 - 

第 1 号議案 

２００８年度運動方針案 
 

Ⅰ．１年の活動総括（こうやってきた）            
 
われわれ高知県労連は、昨年の第 20 回定期

大会で、次の４点を基本姿勢、基本的視点とし

て打ち出した。 

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。 

 われわれは、この基本線に沿って運動を組み

立て組織の構築を図ってきた。 

 運動の軸足を「職場」と「地域」に定め、組

織と運動の見直しを提起してきた。職場内では

提案型の運動、非正規を視野に入れた運動を提

起してきた。地域では県政課題と真正面から向

き合うことを提起し、「地域再生」と「若者雇

用問題」を機軸に据えた。また、最賃闘争を強

化し、貧困問題を視野に運動を展開してきた。 

 組織面でも執行委員会の団結を強化してき

た。労働相談センターの専任化を行い、「組合

作り型労働相談」活動を積極的に展開してきた。 

 以下具体的に総括するが、各分野で端緒とな

る成果を挙げてきた。しかし、これはあくまで

「端緒」である。だが、同時に飛躍的発展につ

ながり得る端緒である。 
 

 
 

 １．賃金改善、働くルールを確立し、格差と貧困の解消をめざすとりくみ 

 

１）賃金闘争の総括                

 
①秋の自治体キャラバン等 

11 月 16 日に総行動を実施し、高知県、県経

営者協会、労働局に最低賃金の周知徹底、公契

約条例の制定、入札制度の改善、雇用創出など

で申し入れを行った。また、この日ハローワー

ク前で宣伝、ビラ配布を行なった。 

 11 月 27 日、28 日には、公契約条例の制定、

最低保障年金制度の創設を求める意見書決議

要請のため自治体キャラバンを行い、年金者組

合、公務労組連絡会とともに７自治体を訪問し

た（08 年 6 月議会現在、最低保障年金の確立

を求める意見書決議は、県含め 35 議会中 30

議会に達している）。また、このキャラバンを

通じて公共事業、入札問題での課題を明確にす

ることができた。 

 年金者組合は、11 月 3 日に「年金一揆」と

銘打って宣伝署名行動を展開した。 

 年末一時金の妥結状況は、別表の通りである。

統一闘争の強化が求められる。 

 
②０８春闘の取組みの経過と教訓 

「貧困撲滅春闘」と位置づけ取組みを進めた。

また、県政課題として地域の再生と若者雇用問

題を掲げシンポジウムの開催、関係機関、団体

への申入れなどを積極的に行った。最賃闘争と

あいまって、現代の貧困問題の大きな原因の１つ

に労働分野の規制緩和があることを社会的にア

ピールすると同時に、県行政への制度政策闘争
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の足がかりを築くことができた。 

賃金闘争では経営分析をはじめとする企業政

策、産業政策の必要性が増している。この点では、

加盟組合の経営者との懇談が実現し、若者雇用

シンポにもパネラーとして参加を得たことは、提

案型運動の本格的な展開に道を拓くものといえ

る。 

また、成果主義賃金の導入等の動きが強まっ

ており、提案への対処が重要であり県労連として

のイニシアチブが求められる。 

○12 月 15 日に全労連坂内議長を向かえ、春闘

討論集会を開催し、60 名が参加した。 

１月 27 日に第 22 回中央委員会を開催し「春闘

方針」を決定した。 

＜春闘前段の申入れ行動＞ 

○2月14日：①ハローワークプラザ、②ジョブ

カフェ、③帯屋町ニ丁目商店街振興組合、④ネ

ットカフェ体験。 

○2月27日：①県教育委員会（高卒者の就職問

題）、②県労働政策課等申入れ（若者雇用）、

③宇治電化学経営者申入れ（経営の理念、方向

性等） 

○2月28日：①四国運輸局高知運輸支局（タク

シー最賃問題）、②ハイヤー・タクシー協会（規

制緩和、労働条件問題） 

○2月29日：①高知県商工会議所（商店街、地

域振興問題）、②高知市商工観光部商工労政総

務課（若者雇用問題） 

○3月4日：①高知労働局申入れ（労基法、最賃

問題）、②労働局職業安定部申入れ（若者雇用、

派遣法の問題） 

3 月 1 日に地域再生シンポを開催した。 

3月 7日には四国総行動で高松にある国の出先

機関などへの要請を行った。 

3 月 13 日には、労働相談講座の一環として「経

営分析講座」を開催し、労組としての経営分析

の視点と基礎を学んだ。県労連としては初めて

の取組みであったが、加盟民間企業の経営分析

も行い賃金闘争に生かすとともに、提案型賃金

闘争の端緒となる取組みであった。 

5 月 17 日に若者雇用シンポを開催した。 

 

 

一時金の妥結状況 

０８年 ０７年  

夏 冬 夏 冬 

ミロク労組 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 

 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  2.0 ヶ月 2.5 ヶ月 

健保 2.1 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  1.85 ヶ月 2.5 

医生協 正 1.0 ヶ月。臨・嘱 0.4。

パート 0.1 

 1.0 ヶ月 1.0+10,000 

高陵 1.8 ヶ月 2.2 ヶ月 2.0 ヶ月 2.0 ヶ月 

同仁 1.7 ヶ月 2.2 ヶ月 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 

 1.7 ヶ月 

1.0 ヶ月 

0.65 ヶ月 

0.55 ヶ月 

郵産労 2.15 ヶ月＋15000 円    

ＪＲ四国（建交労鉄道）     

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  1.815 ヶ月 1.985 ヶ月 

くすのき園 1.5 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） 

 2.1 ヶ月 2.3 ヶ月 

高知市民間保育 2.11 ヶ月  2.11 ヶ月 2.1 ヶ月 

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

ぐりんぱセネカ 労使協議中   1.0 ヶ月 

国 2.125 ヶ月  2.125 ヶ月 2.375 ヶ月 

県 2.11 ヶ月  2.125 ヶ月 

2.11 ヶ月 

2.325 ヶ月 

2.31 ヶ月 

注）ミロク労組は、ベースが基準内賃金。国、県は、基本給と一部が基本給＋扶養手当。 

注）県の一時金の支給基準は、上段が総原資による支給基準。下段が標準の支給基準。県職、県教委の場合、99 年夏か

ら成績率が導入されている。自治労連傘下では、導入されていないが、総原資基準のところと標準値基準の自治体があ

る。今年はさらに 2.375 で一律支給の自治体も出てきた。 

 

賃上げの状況 

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 労使協議中   

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 労使協議中   

（社福）てくとこ会 定昇（3,000 円）   

しゃくなげ荘職労 定昇   

 
２）働くルール確立の取組み           

①労働安全衛生にかかわる取り組み 

働く者のいのちと健康を守る高知県センタ

ー（通称：いの健センター）を中心に取り組み

をすすめてきた。10 月 6 日にいの健センター

の総会を開催し、11 月 17 日には「過労死１１

０番」を実施した（相談件数 3件）。5月 18 日、

アスベスト相談会を実施。会場のふくし交流プ

ラザには 3 組の相談と１件の電話相談が寄せ

られた。6月 14 日には、いの健センターと過

労死弁護団などの共催で「過労死１１０番」

が取り組まれた（相談件数 5 件）。 

 3月26日、建交労農林支部は県内2例目で支部

としては初めてとなるアスベストの労災認定

（「石綿肺による肺ガン」）を勝ち取った。専

門医の不足や行政対応の問題などある中での

認定獲得であり大きな価値がある。支部では特

設電話も設置し本格的に「アスベスト難民」救

済に乗り出している。 

高知自治労連、高知県教組は6月4日、自治労
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高知県本部、日教組高知と共同で公務災害の不

服審査の中央一本化に反対し、地方公務員災害

補償基金高知県支部へ申し入れを行った。組織

の違いを超えた共同の実現は、全国的にも注目

されている。 
医労連のいくつかの職場では、月１回の安全

衛生委員会の開催など日常的な取組みがなさ

れている。全医労では4ヶ月に１回の職場パト

ロールが実施され、1年間で全職場の見回りを

行っている。今後、各職場での労働安全衛生活

動の強化が求められるが、そのためにも学習の

強化などいの健センターに結集して活動強化

を図っていく必要がある。 

 

②非正規の処遇改善 

 医労連精華園労組では、50 名の介護職の正

職員化を勝ち取った。１年更新の雇用契約を

「期限の定めのない雇用」に変更させたもので

本格的な条件はこれからだが、労働組合の十数

年来の処遇改善闘争が実ったもので大きな成

果といえる。 

福祉保育労・土佐希望の家、愛仁園、かがみ

の育成園で臨時職員の正職員化を実現した。ま

た、てくとこ会では、期間 1年の契約職員の継

続雇用をさせた。 

 県国公、高知自治労連では非正規の処遇改善

と組織化をめざし、実態調査を行った。県労連

も独自に県下自治体の非正規実態調査を独自

に行った。今後の本格的な運動展開の基礎がで

きた。 

人事院は今年の勧告に向け非常勤職員の賃

金、処遇の改善指針の策定に動き出した。事務

補助職などの非常勤について、高校卒常勤職員

の初任給相当額を時給換算した約 780 円を最

低基準とし、諸手当の支給も促す。「官製ワー

キングプアをなくせ」の全労連の運動の反映と

言える。 

 宇治電、特殊、ミロクの各労組では、非正規

から正規への転換の制度を整備させている。 

 県教組は長年にわたり臨時教員の処遇改善

や本採用化の取組みを行い、全医労も非常勤職

員、パート職員の処遇改善に取り組んできてい

る。全医労はパート職員の正職員採用試験の受

験資格をかちとった。 

 派遣労働者の処遇改善では、労働相談センタ

ーに 4件の相談が寄せられ、高知一般に加盟し

労使紛争の解決を見た。しかし、本格的な組織

化はこれからである。 

 派遣法の労働者保護法への改定に向け、5月

には日本共産党高知県委員会と懇談を行った。 

非正規の劣悪で不安定な賃金、労働条件が、

現在の貧困問題の大本になっているという社会

的批判の中で、処遇改善、組織化の本格的取組

みへの足がかりができた。派遣法の抜本改正へ

の機運も高まっており、飛躍をかちとるため取り

組みの強化が求められる。 

3 月 1 日に若者雇用のシンポを開催した。若

者雇用の量質両面にわたる悪化が、現代的貧困

を引き起こしている状況の中で、県労連として

真正面からこの問題と取り組んだ。前段の申入

れ行動での資料収集と整理。加盟組織の経営者

と県雇用労働政策課長をパネラーに迎えての

シンポジウムは、今後の雇用問題での政策化と

運動化の基礎を築いたと言える。 

 

３）最賃闘争                    

「生活保護との整合性」を定めた改定・最賃

法を生かし、最賃の大幅引き上げを獲得する取

り組みを進めた。 
3 月に最賃体験を実施。７名が挑戦した。4

月 25 日には最賃体験発表会・討論会を実施し

た。4 名が発表し、「最賃額では健康で文化的

な生活は送れない。単に生存を維持するだけ」

という実態を身を挺して明らかにした。討論会

では、自治体のケースワーカーが、最賃が生活

保護を下回る現実を明らかにした。労働局は出

席を拒否。改定・最賃法実施後の 7 月 17 日に

も再度計画したが、労働局はこれも拒否。地賃

審議会も拒否をした。 

最賃問題での労働局との話合いは、3月4日、

4 月 18 日、6 月 20 日の 3 回行った。最賃と生

活保護との比較基準を追求し、委員の公正任命

を求めた。基準問題ではあくまで「本省待ち」

の姿勢に終始し、深刻な県内の雇用情勢を本省

に反映させようという姿勢に欠けた。 
委員選任問題では、今年も５名全員連合独占

となった。4 月 22 日付けで「審査請求」を厚

労大臣に対して行った。その結果次第では、任
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命取り消しの裁判を提起することを執行委員

会で確認している。また、専門委員の推薦も行

った。 

 意見陳述を 8月 6日に行なった。5日に中賃

専門委員会が極めて不十分な目安報告をまと

めたなかでそれをきびしく批判し、田口書記長、

高知一般の前野さん、高橋委員長が大幅引き上

げの必要性を陳述した。 

 全労連が提起する第 1次最賃デーには「最賃

体験発表会・討論会」を実施した。第 2次の 5

月 30 日には、市内を宣伝カー2 台で宣伝する

とともに、ハローワーク前で宣伝を行った。6

月 20 日の第 3 次行動では、労働局前で集会を

行い、労働局との交渉を実施した。その後グリ

ーン・ロードで 622 分のハンスト座り込みと宣

伝行動を行った。第 4 次の 6 月 17 日には、最

賃討論会を再度計画したが局ならびに審議会

が出席を拒否したため取りやめ、ワーキングプ

アの解消をめざす「非正規・派遣下請けホット

ライン」を実施した。13 人から相談が寄せら

れた。 

 最賃の大幅引き上げを求める意見書決議は、

17 の市町村議会で挙がり政府機関や高知労働

局に意見書が送付された。 
 委員の選任問題、生活保護との整合性問題で

も攻めの運動を展開した。運動の飛躍のために

は、委員獲得が大きなカギである。 

 
 

 ２．格差と貧困の一掃、社会保障の確立、地域を守る共同の取組み 

 

 構造改革路線により格差が拡大し、絶対的貧

困ラインを割り込む層が増大し、「貧困」が大きな

社会問題化する中、セーフティー・ネットとしての

社会保障を守り再構築する取組みが重要となっ

ている。 

 また、構造改革路線、三位一体改革による都市

と地方との格差拡大、地域の崩壊がいわれる中、

地域を守る共同の取組みが重要さを増している。 

 県労連は共闘組織に結集し、多くの前進面を切

り開いてきた。 

 
①医療・福祉を守る取組み              

県社保協に結集し全県キャラバンに参加し、

後期高齢者医療制度の廃止・撤回、療養病床の

削減反対などの取り組みを行ってきた。県社保

協は憲法 25 条を念頭に毎月 25 日に宣伝・署名

行動を行ってきた。 
この間、高齢者医療制度の廃止撤回を求める

運動が大きく広がった。 
高知市の老人クラブ連合会が中止決議を挙

げ、県医師会が撤回を求める声明を出した。特

に、県社保協、高齢者運動連絡会（高運連）、

県革新懇、県母親運動連絡会（県母連）、県労

連、年金者組合など 21 団体 2 個人で「後期高

齢者医療制度の廃止を求める実行委員会」を結

成したことで、取組みの広がりを作り出してき

た。署名は 1万筆を超え、中止・撤回、抜本見

直しを求める議会決議は、県下 21 市町村議会

（県含む 35 自治体中）に広がった。 

 県社保協総会は6月29日に総会を開催した。

高運連は 6月 5日に総会を開催した。医療分野

の運動を担うこの 2団体を柱に、実行委員会形

式で幅広い要求と運動を組織してきたことが

この間の教訓である。 

後期高齢者医療制度の撤回を求める取り組

みの経過 

1 月 21 日 広域連合との交渉 

2 月 25 日 撤回を求める昼休み集会 

3 月 15 日 撤回を求める県民集会（ＲＫＣ、

300 人） 

4 月 １日 中止撤回を求める昼集会・広域連

合への申入れ 

4 月 15 日 中止撤回を求める昼集会（150 人。

第 1回目の保険料天引き） 

5 月 28 日 尾崎知事との話合い 

6 月 13 日 中止撤回を求める集会（保険料天

引き 2回目） 

 また、介護・保育・障害の分野において、保

育制度に認定子ども園の制度が導入され、最低

基準の空洞化がすすみつつある。障害施策にも
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応益負担が強化されている。介護保険制度の改

悪がすすみ自己負担が急激に増え、利用できな

い人たちも出ている。これらの制度改悪に立ち

向かう各団体の改善を求める取組みが活発に

行われた。 

 高知自治労連や福祉保育労などの「公的保育

制度を守る全国署名」は、高知県内で定着し 5

万名を越して集約、請願署名は衆参両院で可決

された。 

 
②国民大運動の取組み                                   

国民大運動高知県実行委員会（軍事費を削っ

て、くらしと福祉・教育の充実を国民大運動高

知県実行委員会）は、昨年 10 月に副知事交渉

を行い、切実な県民要求を県政に反映させる運

動に取り組んだ。 

今年に入り、要求を政策化・体系化し要求実

現運動を強化しようと、月１回の世話人団体会

議の際に県政課題の勉強会を行ってきた。「地

域経済を見る視点」と題して 2回に渡り福田善

乙高知短大名誉教授による講義。「地域再生と

中山間地対策」と題して県の武内孝幸地域づく

り支援課課長、「県財政の現状と０８年度県予

算」と題して松谷朗県財政課課長に講義を受け

た。現在、要求と政策を作るためのプロジェク

ト・チームを編成して、討議を行っている。そ

の原案を基に8月には集中的な学習会を2日間

開催することにしている。 

各組織で要求闘争を強め、そこで要求課題を

浮かび上がらせ、大運動で政策化・体系化し、

秋の知事交渉で政策判断を迫り要求実現をめ

ざす計画である。 

県労連が掲げる「県政課題と真正面から向き

合う」「県政に影響力を持つ県労連運動の構築」

という点で、国民大運動の取組みは重要である。

国民大運動に結集し、知事交渉の実現とそれを

踏まえた雇用、入札問題での部課長交渉の設定

など、秋の行動の工夫が必要である。 

 

③地域を守る共同の取組み             

 県労連運動の柱の１つは「地域」である（もう１

つが「職場」）。地域運動を本格的に展開する上

で共闘組織の運動をしっかりと視野に納め、地域

で横につながることが重要である。 

○県労連主催で地域再生シンポを 3月 1日に開

催した。県労連として初めて地域再生問題を真

正面に据えた取組みであった。地元新聞記者、

県の医療政策課長、農民連、自治労連の代表を

向かえ、地域の維持に必要なもの、再生へ向け

た課題を探った。また、梼原町の企画課長を迎

え講演をしてもらった。この地域再生シンポを

各地域でも開催することを申し合わせた。 
○みんなのための郵便局を守る高知の会は、昨

年 10 月 1 日の民営化以降、民営化の見直しを

求める運動を旺盛に展開してきた。県内の自治

体の首長へのアンケート、議会請願運動（凍結

15 議会、見直し 10 議会）、政党・国会議員要

請行動（7 月 10 日）などである。郵便局は、

地域を支える多様な役割を期待されており、サ

ービス低下、郵便局の将来的廃止が、地域の衰

退につながるとの大きな懸念の声が示された。

1月 13 日には総会を行っている。 

○農民連は食料自給率の低下、米の価格暴落の

中、１月 26 日に「トラクター・デモ」を実施

した。米価格の暴落で稲作農家の時間給は生産

費を大きく下回る 256 円にしか過ぎない。減反

と小規模農家切捨て政策の中止を求めた。また、

食料自給率の向上、食糧安保の確立、価格保障

制度などの制度政策課題も掲げた。6 月 15 日

に開催された県革新懇の総会では、農民連食品

分析センターの石黒昌孝所長を迎え、食の安全、

日本の食糧問題の将来について考えた。 

 この間、日本共産党が同党が発表した「農業

再生プラン」（2008 年 3 月 7日発表）に基づき

シンポジウムを開催している。5 月 31 日に南

国市で開かれたシンポには 350 人が集まった。 
 農業政策の転換は、日本の将来にとっては勿

論、中山間を多く抱える高知県にとっては死活

にかかわる課題である。大きな共同の広がりが

求められる分野である。 

○子どもと教育を守る高知県連絡会（子連）は、

教育条件整備、学テ反対の取組みなどを行って

きた。 
昨年の 12 月県議会に教育の充実を求める署

名と私学助成の拡充を求める署名とあわせ

78,617 筆を提出。請願は可否同数、議長採決

で否決というところまで運動を盛り上げた。 

文部科学省は昨年 4 月 24 日に小学校 6 年生
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と中学校 3年生を対象に「全国学力・学習状況

調査」を実施したが、受験学力中心の競争をよ

り一層あおるものとして大きな問題点を持つ。

子連では 3 月 15 日に総会を持つと同時に「学

テシンポ」を開催し、県教委も招きこの問題で

幅広い論議を行った。今年 4 月 22 日には 2 回

目の学テが実施されたが、子連では前日の 4

月 21 日に県庁前で宣伝行動を行った。また、4

月 30 日には教育長と懇談を行い、子どもの多

面的な発達を保障する立場から学テの問題点

を指摘すると同時に中止を申し入れた。3月 23

日には、南国市の子連が大篠小学校児童虐待死

問題でシンポジウムを開催した。 

県立高等学校教育問題検討委員会で学区制

撤廃が協議されているが、県教組、高教組は「さ

らなる高校の序列化」「統廃合の加速化」等に

つながるとして、広く県民に議論を呼びかける

シンポジウムを 7月 28 日に開催した。 

○高知県視覚障害者の就労を促進する会が、2

月 10 日に結成され、行政における点字試験の

実施と年齢制限の緩和を求める署名運動を展

開し、高知県議会と高知市議会で請願が採択さ

れた。県は、秋にも点字試験を実施する方向を

示している。 

○母親運動連絡会は戦後 54 年間、「生命を生み

出す母親は 生命を育て 生命を守ることを

望みます」をスローガンに各地の集会と県集会

を重ね、要求を持ち寄り要求実現の運動を組織

してきた。今年は 7 月 6 日に県集会を 13 の分

科会と 3つの特別講座を設け、現状を出し合い

要求を討議し、10 月に県との話し合いをする

ことになっている。 

 
 

 ３．憲法改悪を阻止し、平和、民主主義を守り、政治を転換するとりくみ 

 
 

１）平和の取組み                       

①憲法会議に結集して平和闘争に取り組んで

きた。憲法会議は 1 月 28 日に総会を開き、憲

法擁護の諸活動の方針を決定した。 

○「９の日」宣伝行動を憲法会議に結集して行

ってきた。署名については全労連の提起に応え、

「組合員一人５筆」を目標としてきたが、7月

8日現在「１１，９２０筆」となっている。自

治労連女性部では、“ピースチャレンジャー”

として積極的に登録し、定例の会議の後、街頭

での宣伝署名行動を展開してきた。 

○憲法会議を中心に講演会等に取組み、世論を

喚起してきた。１１・３集会（200 名）、「９条

を守る音楽と講演の夕べ」、革新懇文化祭の成

功へ向け取り組んできた。「２．１１建国記念

の日に反対する集い」（沖縄タイムス編集委

員・謝花直美さん）に 320 名、「輝け日本国憲

法 ５．３県民のつどい」（水島朝穂早稲田大

学教授）に 450 名が参加し、それぞれ成功させ

た。 

アメリカがイラク戦争を始めて 5 年目とな

る 3月 20 日には、「アメリカはイラクから撤退

せよ」のプラスター宣伝を行った。 

○自治労連と共催で全労連が提起する「憲法キ

ャラバン」に取り組み、県知事をはじめ「首長

への申し入れ」を行ってきた。憲法９条や地方

自治の問題で意見を交わし、合意を作り出して

きた。 

○宿毛湾への米イージス駆逐艦オカーンの寄

港に反対する集会を 5 月 16 日高知市役所前で

開催し、300 名が集った。主催は、高知県平和

委員会、高知県原水爆対策協議会、平和憲法ネ

ットワーク高知、高知平和運動センター、原水

爆禁止県民会議の５団体。県労連、連合の委員

長、会長も連帯あいさつする共同の集会として

成功させた。また、入港日の 21 日には現地で

200 名の抗議集会を行った。この寄港は、非核

３原則を形骸化し、ひいては宿毛湾の米軍港化

につながるものであり容認できない。この取組

みを通じて幡多で西部平和委員会が結成され

た。 

○原水協が提起する平和行進や原水禁四国大

会、世界大会への参加の取組みを進めてきた。 
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２）政治革新の取組み                   

①高知県革新懇（平和・民主・革新の日本をめ

ざす高知県の会）は、革新 3 目標（平和・民主

主義・生活向上）に基づき政治の革新と革新統

一の前進をめざし運動を進め、県下に 20 の職

場･地域革新懇を持ち、政治革新をめざす共同

の輪を広げている。6月15日に総会を開催し、

政治革新への多彩な共同を広げている。 

②知事選挙を取組み浮かび上がってきた課題 

1)県労連と各加盟組合が自分たちの職場や生

活要求に根ざして日常的に県政にかかわって

いく重要性である。県労連としての県政政策を

明確にし、県政全般と真正面から向き合う活動

スタイルを築く必要がある。カンパニア主義か

ら職場と地域に軸足を置いた活動スタイルに

発展させることが重要である。その延長線で 4

年に 1 度の選挙戦を迎えることにすべきであ

る。 

2)「政治的中立主義」の克服へむけたお互いの

努力の必要性である。政党支持の自由は、特定

政党への支持の押し付けやカンパの強要を行

わないということと同時に、要求実現のために

政治に関心を持ち、共通課題での政治的な共同

行動を積極的に組織することでもある。押し付

けではなく、自主的闊達な論議と実践が求めら

れる。 

3)革新県民連合の活動の日常化が求められる。

また、活動内容の見直しと関連組織との区別と

関連の整理が必要である。 

 平和運動は県労連として特に立ち遅れた分野

である。その点で自治労連との共催で行った「憲

法キャラバン」は有意義であった。9 条は勿論、25

条、地方自治含めた幅広い観点で、むしろ「憲

法」を労働運動の基礎におくこと、憲法の視点で

の労働運動の構築という視点が重要である。 

 また、政治革新の取組みも県労連として弱い分

野である。「県政課題と真正面から向き合う」。そ

のために地域運動を抜本的に強化することを通

じて、「政治を組合員の身近に引き寄せる」ことが

重要である。 

 

 

 

 

 ４．織拡大、強化の取り組み 

 

 

１）各加盟組織での取り組み               

10月 19日に組織拡大強化代表者会議を開催

し、11 月～12 月を組織拡大月間に設定、組織

拡大に取り組んだ。また、月末の執行委員会で

組織現勢を集約し、執行委員会全体の責任で組

織拡大を推進することを意思統一した。 

 県労連全体でこの10年間で18％組合員が減

った（実数の一覧は別紙）。公務は 24.3％減。

民間は 3.8％減であった。しかし、年金者組合

がこの間組織を 3 倍化した数値が民間の数字

には含まれている。それを除くと民間は

19.9％減である。 

 公務の場合は、主要因は定数削減と定年退職

である。そこに組織運営上の不十分さが重なっ

ている。 

 こういう中で、民間では福祉保育労が前回大

会比で 150％の組織を築いた。ぐりんぱセネカ

では 4分の 3の組織を築いた。その教訓は、月

単位での組織数を把握し、単組・組合員に組織

拡大の必要性を徹底させるなど執念を持った

取り組みが展開された点である。特に過半数を

とることが組合員を守り、職場を守る生命線で

あるとの認識が、組織拡大の原動力になってい

る。また、この間、労働相談を通じて 2つの組

合を組織したが、「相談者の問題解決」に終わ

らせず「組織」につなげるという視点である。 

 また、高知一般のはた県民病院の清掃支部は、

この間労働条件の改善と雇用の引継ぎを求め

て使用者と発注側である高知県とねばり強く

話合いを持ってきた。この運動を通じて下請け

労働者全員 18 人の組織化を達成した。 

 まさに、「紛争解決型」から「組合作り型」への

転換。さらには、「1 人から組織」への運動展開

の典型である。福祉保育労、高知一般に典型的
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に示されたこの組織拡大の方向性を大きな流

れにしていく必要がある。 

 年金者組合は、6月には組織数 600 人を達成

し 800 名組織をめざし奮闘中である。支部も 4

つ増えて 9支部になり、地域での活動基盤を強

化している。 

 自治労連では組織拡大の専任者を配置し、組

織拡大の課題での各単組オルグや各自治体の

ける臨時職員などの賃金・労働条件調査を進め、

自治体における不安定雇用労働者の組織化に

本格的に着手しようとしている。 

 県国公でも非正規の実態調査を実施し、組織

化に乗り出した。 

 公務民間問わず、非正規の組織化をいかに本

格化させるのか、今後の課題である。 

 

２）労働相談センターの活動                 

 また、10 月 20 日に労働相談センターンの総

会を開催し、専任センター長をはじめ相談体制

の強化を図った。 

 12 月 11 日、12 日に「派遣・下請け、なんで

も労働相談」（26 件）、7 月 17 日に「非正規・

下請け派遣労働相談ホットライン」（12 件）を

特設し、集中的な労働相談を受け付けた。これ

らも合わせた相談実績は、次の表の通りであっ

た。 

 センターの独自目標として「年間の労働相談

200 件」「組織化 100 人」を掲げた。200 件にはほ

ぼ届く相談件数である。組織化については、相談

を通じた直接加盟が 21 人、組合作りは 3 組織、

その後の組織拡大で総数 100 人となった。 

 オルグ団・争議対策委員会を開催し（07 年

10 月以降 10 回開催）、積極的な組織拡大を推

進すると同時に、県内争議の集団指導体制を確

立した。また、6月 21 日には高知弁護士会が

呼びかけた「非正規労働・生活保護ホットラ

イン」が取り組まれ、県労連からは 2 名が参

加した。 
救援規定を 1 月の第 22 回中央委員会で新設

し、現在まで 2件の給付を行った。 

労働相談講座（6 回の連続講座）を開催し、

高知労働局の監督課長を迎え労働契約法の学

習を行うなど、延べ 100 名以上が参加。相談員

の養成に努めた。 

 専任化以降の取組みは、初期の目標をほぼ達

成し、来年度以降の飛躍の土台を築いたといえ

る。今後は、組織化を本格化するための「攻め

て出る」組織化の具体化が課題である。

 

０７年 10 月から０８年７月までの労働相談実績 

男性 69 解雇 38

女性 73 退職の強要・勧奨 4

不明 0 賃金・残業等未払 35

小計 142 労働契約違反 0

正社員 13 社会・雇用保険 6

パート・契約等 16 配転・出向・転籍 3

臨時・嘱託 6 労働条件切リ下げ 2

派遣・請負 3 労働時間・休暇 18

その他 20 セクハラ・いじめ 4

不明 86 倒産・工場移転 0

小計 142 労災・職業病 4

  組合結成・加入 21

  その他 27

  不明 2

  小計 166

 

３）争議支援の取組み                  

＜和解が成立した事件＞ 

高知一般関係ではホームラン名誉毀損損害

賠償請求事件が和解で解決したのに続き、ファ

クトリー前野由美子さん不当解雇撤回地位確
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認裁判も 6月 24 日解雇撤回とその後の円満退

職という内容で和解が成立した。 

建交労の轟組のＹさんの公益通報を理由と

する不当解雇問題は、4月 17 日合意書を交わ

し解決した。 

＜係争中の事件＞ 

高知一般 
１．エースワン㈱割増賃金(未払い)請求事件(争議人員 2 名) 06 年 8 月提訴 
２．駅前観光関連事件 
①田口さん割増賃金未払い金請求裁判  
②駅前観光名誉棄損裁判（会社から訴えられている。提訴 07 年 8月） 
③駅前観光路線バス労働者未払い裁判（提訴 07 年 12 月） 
④㈱高知駅前観光不当労働行為救済申し立て事件（申し立て 08年 1 月） 

３、アイエス紙業㈱前野健二氏従業員地位保全請求事件（争議人員 1 名） 
自交総連 
高知県観光労組の山崎さんの不当解雇事件（最低賃金との差額請求に対する報復解雇） 
倉庫運送の山崎さんが会社を相手取り、労災事故の損害賠償を求めている裁判 

私学教組 
 土佐女子高等学校における就業規則の一方変更による解雇事件 
福祉保育労 
 ぐりんぱ・セネカにおける森田氏解雇事件 

 

国鉄闘争 

JR による不当解雇から 21 年目。1 月 23 日、

全動労が鉄道運輸機構を相手に起こしていた

ＪＲ不採用事件の判決が東京地裁民事第 11 部

で行われた。判決はＪＲによる採用差別・不当

労働行為を認定し、国に損害賠償を命じた。07

年 11月 30日の4者4団体による全国集会の成

功を受け、今年 2 月 16 日にはこれまでの共同

を発展させ建交労、国労など 5団体による「採

用差別の全面解決を迫る２・１６四国集会」が

高知で開催され、355 人の参加で成功した。建

交労高知鉄道支部は、3月 13 日 08 春闘スト集

会をＪＲ高知駅前で開催し、春闘勝利と採用差

別事件の全面解決をアピールした。 

7 月 14 日、東京高裁・民事第 17 部で開かれ

た鉄建公団訴訟の控訴審におい、南敏文裁判長

は原告・被告双方に、裁判外での話し合い解決

を促した。これに対して 4者 4団体、国土交通

大臣ともに受け入れる意思を表明しており、国

鉄闘争は新たな局面に入っている。 

 

■質的拡大                                                   

 

＜女性部＞ 

 毎月第 4 火曜日に役員会を定例化してきた。

各加盟組織での組織確立と運動の前進を背景

に、県労連女性部の組織と運動の発展をめざす

ことが課題となっている。 

 11 月 2 日に第 19 回定期大会を開催した。 

 1 月に四国ではじめての地区協レベルでの

女性部の交流会を高松で行った。 

2 月 29 日に春闘学習会を行った。 

3 月 8 日、国際女性デーに取り組んだ。  

4 月 22 日、「改正パート労働法の学習会」を

高知労働局荒木治美雇用均等室長を迎え行っ

た。 

 7 月 6 日の第 54 回県母親大会成功に実行委

員団体の１つとして奮闘した。 

＜青年部＞ 

 部会としての定例化ができなかった。しかし、

7 月 26 日、27 日の働くものの交流集会を 83

名の参加で高知で成功させ、組織確立の足がか

りを築いた。そのためにも各加盟組織での青年

部の確立が課題である。 

 増大する組織内外の非正規労働者の組織化

の先頭に立つことが期待される。 

■県国公との懇談をこの間 3 回行ってきた

（12/26、2/6、 3/5）。労働行政、公務分野で

の取り組みについて意見交換を行った。3月 22

日の県国公主催の「何でも行政相談」を県労連

も協力して成功させた。3月 5日には、共同で 
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社会保険事務局に社保庁解体に伴う雇用確保

に関して申入れを行った。 

■公務労組連絡会総会は、人事院勧告問題等で

取組みを行ってきた。9 月 20 日に人事委員会

交渉を行った。また、県教組、高教組は数度に

わたる人事委員会、教育委員会交渉を行い、査

定昇給制度の導入や 3％カットの中止を求め

た。自治労連は、地域振興課との交渉を行うと

ともに各自治体での確定交渉を粘り強く展開

した。昨年 10 月 22 日に総会を開催し、運動強

化を確認した。 

メーデーの開催状況                   

第 59 回メーデーは高知県中央集会を初め、

県下で嶺北統一メーデー、安芸市地区統一メー

デー、佐川町メーデー、越知町メーデー、四万

十市地区統一メーデー、土佐清水メーデー、四

万十市西土佐江川崎メーデーの 8 会場で開催

され、1500 名が参加した。 

 

＜前大会で提起された組織的な懸案事項＞                                   

 

 前大会の論議の中で提起された組織的な課

題は次の 3点であった。 

 ①2009 年度大会以降における役員人事問題 

 ②県労連専従者賃金の見直し問題 

 ③高知一般への県労連書記次長派遣にかか

わる高知一般の債務の免除問題 

（経過） 

 10 月 4 日開催の第 2 回執行委員会で役員検

討委員会の設置を確認した。賃金問題について

は、「年内に書記長試案を４役、執行委員会に

提示し、必要な検討、措置をとる」こととした。

債務問題については「書記長の責任で４役、執

行委員会に諮りつつ、高知一般との調整を行

う」こととした。 

役員検討委員会は、5 回開催した（12/13、

1/18、2/26、5/14、7/2）。 

 賃金見直し問題については、役員問題との関

連があることから、別に検討委員会を設けず、

役員検討委員会の中で検討することとした。 

 高知一般の債務問題は、2 回話合いを持ち

（1/15、2/14）、7 月に高知一般からだされた

文書に基づき相互の話合いを継続している。 

（結論） 

①2009 年度大会以降の委員長については、非

専従で対応する。その任務、役割、活動スタイ

ルについては執行委員会で確認の上、当該組織

の了解を得るよう努める。 

 書記長人事については現行で行き、書記次長

候補者を新たに採用する。 

②現行の規定に基づく専従者の賃金について

は、他県労連、加盟組織の専従者賃金、公務員

の賃金水準と比較して高い水準ではなく、かつ、

人事のローテーションさえ確立すれば納入人

員を厳しく見積もっても 2 人専従体制の維持

は可能なことから、現行水準を維持する。 

 ただし、活動形態の変化もあり行動費、必要

経費の実費弁済については考慮する。 

③高知一般の債務免除問題は、県労連と高知一

般との協定で 2014 年の 8 月末まで債務の返済

を凍結し、その中間年である 2009 年に協議す

ることになっていることから、そのことも踏ま

え今後も協議を継続する。 

 その前提の認識として高知一般は県労連の

ローカルユニオンとしての位置づけを明確に

し、組織の拡大強化に努める。その役割発揮の

中で県労連として債務返済問題での組織的な

合意を形成していく。 
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Ⅱ．情勢の特徴（こう見る）                   
 

(１) 参院選敗と福田政権の本質と構造                                 
 

昨年 7月の参議院選挙で、消えた年金問題や

貧困と格差是正が争点となり、「構造改革」へ

の批判も反映して、自公両党の議席が過半数を

切る結果となった。この結果、9月には安倍首

相は政権を投げ捨て、福田内閣が誕生した。 

福田内閣は、小泉、安倍内閣の「構造改革」

路線を基本的に継承し、アメリカの世界戦略へ

の従属、財界・大企業の利益優先の姿勢を基本

にしながらも、衆・参の「ねじれ状況」と構造

改革路線への批判の増大のもとで一定の修

正・譲歩を余儀なくさせられている。 

また、民主党との大連立で事態の打開を模索

しつつ、党利党略的に解散総選挙の有利な時期

を探りつつある。 

 

福田政権のアメリカの世界戦略への従属とそ

れに対する国民世論の反撃 

 07 年秋の臨時国会では、アメリカのイラク

戦争継続とかかわる「テロ特措法」の継続が最

大争点となった。アメリカの世界戦略への従属

を第一義的課題とする福田首相は、インド洋の

自衛隊艦船を一時撤退させた上で、衆議院で議

席の 3分の 2を占める状態を利用し、新テロ特

措法案を 08 年１月に再議決、成立させて再派

遣した。 

これに対し今年 4月には、イラクでの自衛隊

の活動を違憲とする名古屋高裁の画期的な判

決が出された。また、今年 3月の読売新聞の世

論調査では 1993 年以降でははじめて憲法改正

反対が 43％に達し、賛成を上回る結果となっ

た。 

参議院選挙での敗北や世論のこのような

変化を受けて、明文改憲のスケジュールの

『手直し』を余儀なくされ、自衛隊の海外派

兵恒久法の制定など迂回戦術が模索されて

いる。 
しかし、「改憲手続法」が成立し憲法審査会

が設置されているもとで、明文改憲の動きが急

浮上する危険性は薄まっていない。3 月 4 日、

民主党の鳩山由紀夫氏、前原誠司氏の幹部も

含めた「新憲法制定議員同盟」の役員体制が

発足し、「『九条の会』に対抗して拠点となる

地方組織づくりを」の方針を決定するなど予

断を許さない。 
改悪教育基本法に基づく新学習指導要領

では、国家目標にそう教育をめざし、「愛国

心」の押し付け、道徳教育の強化の方向がよ

り強く打ち出され、教育の方法にまで細かく

指示をしている。併せて警戒が必要である。 
 

財界の意向を受けた消費税引き上げ路線と選

挙を意識した一部修正 

2008 年『骨太方針』が、6 月 27 日閣議決定

された。2006 年『骨太』が敷いた社会保障の 5

年間毎年 2200 億円削減などの方針の転換が焦

点だったが、結局継続された。 

その一方で、1957 年の閣議決定以来 30 年間

つづけた医師養成の抑制策の見直しを盛り

込んだ。 

また、国民の批判の声が大きい後期高齢者医

療制度についても、修正を余儀なくされている。

しかし、あくまで制度の存続が前提である。「説

明不足」と居直り、消費税率引き上げ論議にす

り替える対応を行っている。 

道路特定財源問題でも国民の批判を浴び、09

年度以降は一般財源化することを閣議決定せ

ざるを得なかった。しかし、ガソリン税などの

暫定税率を復活させる租税特別措置法なども

財界の意向を受けて再議決した。 

国民的運動の前進の反映の側面と同時に、

「構造改革」への固執、財界の利益最優先、選

挙を意識した修正という両面をきちっと捉え

る必要がある。 
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（２）格差の拡大とすすむ貧困化・社会的排除とたたかいの前進             

 

総務省が 7月 3日まとめた 2007 年の就業構

造基本調査では、パートやアルバイトなど非正

規就業者の割合が 35.5％と過去最高となった。

男女別では男性 19.9％、女性 55.2％となって

いる。 

政府・国税庁の「民間給与実態統計調査」で

は、06 年、1 年間を通じて働いた給与所得者

4485 万人の内、1020 万人（22.8%）が 200 万以

下の年収となっている。平均給与は 1998 年を

ピークに9年連続減少し年収435万円であるが、

年収2000万円以上が前年に比べて13万人増加

しており、「所得の二極分化」が顕在化してい

る。政府が公表した 05 年の所得格差（ジニ係

数）は再配分前所得で「0.5263」と過去最大と

なり、格差の拡大を示している。 

 生活保護世帯は、2005 年度で 100 万世帯を

越え、高齢化による生活保護率の上昇にともな

い就労や保護辞退の強要事例も後を絶たない。

国民健康保険料滞納世帯 4,746,032、資格証明

書交付世帯数 340,285、短期被保険者証交付世

帯数 1,156,381（2007 年 6 月 1 現在）となり、

日本医療政策機構の調査では、「具合が悪いの

に過去１年間受診を控えた」人が 31％、年収

300 万未満では 39％に達している。 

文部科学省の調査では、授業料の免除・減額

を受ける高校生は 23 万人を超え、全生徒の 1

割となっている。大阪・27.9%、東京 24.8%な

ど、都市部での状況も深刻である。 

都市と地方の格差も拡大している。大和総研

の調査でも、2001 年度を底に、県民所得の格

差が拡大傾向となっている。2004 年度の県民

所得（一人当たり）は、東京の 455 万円に対し

沖縄の 198 万円と 2.29 倍の格差がある。 

これら貧困と社会的排除の進行に対して、反

撃する動きも高まっている。07 年 5 月には青

年大集会が開催され、OECD など国際機関も異

常さを指摘する状態となっている非正規労働

者の増大と、人間性否定の働かせ方への怒りや

不満が表明された。また、全労連も参加した「反

貧困ネット」結成や 08 年 3 月の「貧困」フェ

スタの成功は、貧困解消の社会的運動を大きく

発展させる契機となった。 

 最低賃金引き上げの取り組みと、農民、漁民、

自営業者などのくらしと営業を守る運動との

連携、共同が全国的に発展し、憲法第 25 条の

実現を求める運動として前進しはじめたこと

も重要である。 

 後期高齢者医療制度の廃止を求める運動は

医師会も巻き込んだ大きな運動となっている。

劣悪な労働条件などを原因に介護・福祉労働者

の人材難が深刻化しているが、「介護人材確保

法」を今年 4月に制定させ、介護報酬の引き上

げなど国民要求実現への足がかりを築いた。 

2008 年 4 月現在、1788 市町村にまで進んだ

「平成の大合併」に続き、2010 年代前半の道

州制導入に向けた動きも加速し、08 年 5 月に

は地方分権推進委員会が第１次答申をおこな

った。4 月には財政健全化法が施行され、「公

立病院改革プラン」とあいまって一層の自治体

リストラと地方切捨てが推し進められようと

している。 

 これに対して「こんな地域をつくりたい」の

運動がすすめられ、憲法をくらしの中に生かし

地方自治を広げながら、自立的・内発的な地域

の再生をめざす運動を進めている。 

 

 

（３）労働分野における規制緩和の見直しの動き                           

 

○07年春闘では最低賃金時給1000円要求でナ

ショナルセンターの足並みが揃い、07 年の地

域最低賃金は平均 14 円の引き上げ改定につな

がった。また「生活保護との整合性」を明記し

た最低賃金法改正法が 07 年 11 月に成立した。

前厚労大臣は、「生活保護との整合性」につい

て「生活保護水準を上回ることである」と国会

答弁を行った。 



- 14 - 

 「成長力底上げ戦略推進円卓会議」は 6月

20 日、中長期的な目標について、小規模事業

所の高卒初任給の最も低い水準を勘案し、今後

5年程度で時給755円に引き上げることで合意

した。時給 1000 円に遠く及ばないだけでなく、

表現も「均衡を勘案する」にとどまっており、

前進面と同時に問題点を持っている。 

○労働基準監督署が 2006 年 4 月からの 1 年間

で指導した「サービス残業」是正件数は、1679

企業、対象労働者約 18 万人、是正支払額 227

億円となっている。 

東京地裁が今年 1月、日本マクドナルドに対

し「管理職」店長の残業代支払いを命じる判決

を出した。コンビニ大手のセブン－イレブンは

2月、管理職扱いの店長に残業代を支払うと発

表した。「名ばかり管理職」の残業代支払いを

求める告発が続いたことから、厚労省は全国の

労働局に、企業に対して適切な監督指導を行う

よう求める通達を出した。 

○派遣会社グッドウィルは、ついに自ら廃業を

決定した。大阪高裁は 4 月 25 日、松下プラズ

マ茨木工場の偽装請負事件で、偽装請負を認め、

継続して働かせていたことについて「黙示の労

働契約（直接雇用）」にあったと、「雇用契約上

の権利を有する」と認定した。雇い止めについ

ては、契約は多数回更新され仕事も継続してお

り「更新拒絶の濫用（らんよう）として許され

ない」と断定。事実上の常用雇用の契約関係に

あったと認める画期的な内容となっている。 
厚労省の研究会は７月 28 日、日雇い派遣の

禁止、「もっぱら派遣」の規制強化、違法派遣

先企業（禁止業務への派遣、無許可・無届出、

期間制限違反、偽装請負）に対する「雇用契約

申し込み」制度の導入検討を求める報告書をま

とめた。これを受け現在、労働政策審議会で議

論が行われているが、経営者側の巻き返しが予

想される。舛添厚労大臣は日雇い派遣原則禁止

の意向を表明し、改正法案を秋の臨時国会に提

出予定である。  

○労働契約法が今年 3月から、パート労働法

が 4月から施行された。労働契約法は、これ

までの労働契約に関する判例法理を法律の

形にまとめたものである。整理解雇の 4要件

や 9条では、使用者による就業規則の一方的

変更によっては労働条件の不利益変更はで

きないことを定めている。また、有期契約に

関しては 17 条 2 項で、「契約期間を必要以上

に細切れにしないよう配慮しなければなら

ない」と規定している。 

改正パート労働法では、正社員と同視すべ

きパート労働者については、差別取り扱いを

禁止した。その他のパート労働者についても

均衡考慮が努力義務化された。また、正社員

への転換を推進するための措置を講じること

が義務化された。 
前進面を確かなものにするため、正規雇用、

常用雇用を原則とする働くルールの確立、均等

待遇を求める運動のなお一層の発展が求めら

れる。 
○タクシーの規制緩和見直し 

国土交通省は 2009 年の通常国会に台数の制

限を柱とした道路運送法改正案を提出する方

針を固め、その前段の措置として 7 月 11 日、

全国で区域を指定してタクシーの増車と新規

参入の規制に乗り出した。2002 年に規制緩和

した政策の変更となる。これに対して規制改革

会議は批判をしており、運動の一層の強化が求

められる。 

 格差と貧困の広がりの主要因となっている

労働分野における規制緩和に歯止めをかけ、ル

ールある働き方を基調とする社会の構築をめ

ざす取組みが重要になっている。 

 

 

 

(４)総選挙勝利で政治の転換を                                          

  

7 月の洞爺湖サミットでは、米国発の世界的

金融危機、投機マネーの横行による原油や穀物

価格の高騰、地球温暖化の進行、世界的な貧困

と格差の拡大などいずれも重要な世界的課題

に対して、主要先進国がイニシアチブを発揮す

ることが期待された。しかし、結果は不十分な
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もので、アメリカの思惑を優先した議長国首脳

としての福田首相の責任が問われている。とり

わけヘッジファンドによる投機マネーの規制

が重要課題であったが、何の対策も示されなか

った。 
 ワーキングプアに象徴される貧困の深刻化

が見られ、原油をはじめとする物価高が生活難

へ追い討ちをかけている。7 月 15 日に全国の

漁民 20 万人が一斉休業をして政府の無策に対

して抗議した。8月31日には全国の酪農家2300

人が東京で窮状を訴え改善を求める総決起集

会とデモ行進を行った。 

 政府は年金からの各種保険料の天引きを続

ける一方で、消えた年金問題に関して「お手上

げ」宣言を近じかするといわれている。消費税

引き上げの機も伺っている。 

 今年は解散総選挙必至の年である。格差と貧

困、投機マネーによる物価高に歯止めをかける

ためにも、7年間続いた自公による構造改革路

線に終止符を打ち、アメリカと一定距離をおき

国民の立場に立った政治への転換が必要であ

る。 

 

(５) 県内情勢の特徴                                                

 

１）尾崎県政５つの基本政策と県財政の現状 

 昨年 12 月に就任した尾崎知事は、5 つの基

本政策を掲げ 08 年度の予算を編成した。①経

済の活性化（産業振興と雇用の創出）、②イン

フラの充実と有効活用、③教育の充実と子育て

支援、④県民の安全・安心の確保に向けた地域

の防犯、防災の基礎づくり、⑤日本一の健康長

寿県づくり、である。また、5つの基本政策に

横断的にかかわる事業として、①中山間地域へ

の総合的対策と②環境立県の推進を掲げてい

る。 

2008 年度予算の規模は、4136 億円で 10 年前

と比べマイナス 34.8％となっている。普通建

設事業費は 713 億円でピーク時の 1995 年と比

べマイナス 69.4％。普通交付税と臨時財政対

策債の合計を見るとこの5年間で304億円もの

減少。県債残高は7876億円で 2004年度の 8002

億円をピークに減少させている。県は、中山間

地域における生活や地域経済への影響にも配

慮し、県民サービスにかかわる事業と投資的経

費の確保に努める一方で、人件費の削減や公債

費負担の平準化などで財源不足額の圧縮にも

取り組んだと説明している。 
高知県では、これまで 1995 年、1998 年の 2

度にわたって行政改革大綱を策定、実施してき

た。しかし、地方税財政の三位一体改革の影響

などで深刻な財政危機に陥ったため、2005 年

12 月に「高知県行政改革プラン」を策定し、

2009 年度までの 5 年間に行政改革に集中的に

取り組むことを決めた。その主な中身は人件費

の削減で、① 平成 22 年 4 月までに知事部局

を 3,400 人体制にする。（平成 17 年から 5

年間で 14.4％、約 570 人削減）、② 平成 22 年

4 月までに県職員数を教員、警察官を含めて約

14,200 人にする。（平成 17 年から 5 年間で

8.8％、約 1,360 人削減）、③ 平成 22 年度以

降も継続して職員数の削減を行い、今後 10 年

以内には知事部局を 3,000 人体制にするよう

に努める。④ 臨時的任用職員及び非常勤職員

についても、大幅に削減する。また、非常勤職

員の勤務条件や職のあり方を抜本的に見直す、

というものである。 

２）2008 年度市町村予算の特徴          

県内市町村の 2008 年度普通会計当初予算は、

3,641 億円と前年度予算と比較して 12%増とな

り、1999 年度以来 9 年ぶりの増額予算となっ

た。しかし、財源不足額は 92 億円で、前年度

と比較して 1.1%(1 億円)の増となっている。 

地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実

質的な地方交付税総額は前年度比 2.3%の増と

なっている。これは地方再生対策費(総務省試

算額 138 億円)を新たに見込んだためである。 

地方債は、前年度比 12.9%の増となっている。

合併特例債が前年度比 52.8%、過疎債が前年度

比 54.8%と大幅増。これは、そうした有利債を

活用した大型事業を実施する市町村が増えた

ためである。普通建設事業費は抑制傾向に歯止

めがかかり、前年比 8.5％、37 億円の増となっ
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た。 

 一方、各市町村は 2005 年度から 2009 年度ま

でを行政改革の集中改革期間にあり、職員数削

減により人件費は前年比 3.7％、26 億円の減と

なっている。 

３）依然厳しい県経済と雇用情勢          

県内の企業倒産状況は、2008 年上期が 35

件 9,517 百万円。2007 年が 87 件 25,552 百

万円。2006年が100件 46,697百万円であった。

ちなみに、2006 年の普通法人倒産発生率の全

国平均は 0.38％、高知県は全国トップで

0.67％だった（東京商工リサーチ調べ）。 

2007 年 5 月の香長建設、７月の四国土建に

続き、今年 5月に四国開発株式会社が倒産した

（負債額約 56 億円）。 

 建設業の大型倒産が続く一方で今年 5 月に

は、室戸漁業（協）が 41 億円の負債を抱え倒

産した。 

 県内の有効求人倍率は08年 4月時点で0.50

倍。全国は 0.93 倍となっている。最新の 5 月

現在で 0.52 倍となっている。 

厚労省は、2007年度から改正地域雇用開発促

進法に基づく地域再生に取り組む市町村に対

する支援の一環として、「地域雇用創造推進事

業（新パッケージ事業）」を実施している。  

2008年度第一次採択分として、全国で30地域、

高知県では2地域が採択され、高知県内では合

わせて8地域で本事業の実施がなされることと

なった。  

４）県内の非正規の状況                

①県内のパート労働者数は 2007 年で 56,911

人。パート比率は 23.7％（全国平均は 26.1％。

毎勤統計）となっている。 

月の労働時間は平均で 92.4 時間、出勤日数

は 17.2 日となっている。全国平均と比べ労働

時間は短く、出勤日数は多くなっている。 

時間給は 887 円で全国平均 979 円の 90.6％

となっている。 

賞与については、なしが 45.7％となってい

る。 

②派遣労働者事業報告によると 2006 年度で全

国の派遣労働者数は 321 万人となっている。高

知県内は、5,338 人である。 

 派遣事業者数は全国が 41,966 事業所、県内

が 120 事業所となっている。 

③県内の雇用状況を概括すると、労働力人口

（15 歳以上の就業者と失業者の合計）は 40 万

人。そのうち完全失業者が 3万人。雇用労働者

は 26 万人。そのうち 8万人強が臨時･パート・

派遣などの非正規労働者と見られる。 
５）県政の課題                      

国立社会保障・人口問題研究所は、2006年12

月に2005年国勢調査をふまえた「日本の将来推

計人口」を発表した。それによると高知県の人

口は2035年には60万人を割り込み、59.6万人に

なる。静岡大学の土居英二名誉教授の研究グル

ープの人口推計によると2050年には高知県の

人口は50万人を割り込むと推計されている。人

口減少に歯止めをかけ、県政をどのように浮揚

に導くのかが最大の課題である。そのためには、

地域の自立性を高め内発型の循環社会を築く

ことが課題となる。 

 尾崎知事は、過疎化や高齢化の進行で活力を

失いつつある中山間地域の厳しい現状や、産業

振興の展望が開けないままに低迷している地

域経済の状況を打開すべく、産業振興計画の策

定に着手し、10月下旬までに中間まとめを発表

するとしている。計画は、産業別の「産業成長

戦略」、地域別の「地域アクションプラン」か

らなる。しかし、行革推進による「財政立て直

し」イコール県政浮揚ではない。その真価が今

後問われることになる。 

 尾崎知事は、橋元前知事がすすめた開かれた

県政の継承を表明している。また、「対話と実

行」を唱えて聞く姿勢を示している。行政手法

のあり方自体の今後も問われている。 
 また、教育の面では「土佐の教育改革」の見

直し作業と全国学力テストに基づく「学力対

策」が重なり、開かれた教育、教育の平等から

の方向転換が行われようとしている。 
私たちの側も「こんな高知県を作りたい」と

いう具体的ビジョンと要求を掲げた提案型の

要求運動、「土佐の教育改革」の総括に基づき

その積極面を継承・発展させる運動の強化が求

められている。 
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Ⅲ．方針（こう闘う）                        
 

 １．運動の基本方向            

 
１）「もうひとつの日本をめざす大運動」を発展

させ、「憲法をくらしと職場にいかす運動」とし

て展開する。 
運動は、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）の「三つの柱」を軸にすすめる。 

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。 

  
２）大企業に社会的責任の履行を求めるキャ

ンペーン運動を展開 

大企業の身勝手な経済活動が労働者と国民

の苦しみの大本にある。 

弱肉強食の経済競争が続けられるもとで、地

球温暖化の原因となるＣＯ2などの温室効果ガ 

スの排出が急増し、後戻りできない臨界点に至

ることさえ懸念される状況に至っている。 

投機マネーによる食料・原材料価格の高騰が、

世界経済を混乱に落としいれ、貧困問題をより

深刻にしている。 

大企業の横暴を規制することが重要となっ

ている。大企業に社会的責任の履行を迫るキャ

ンペーン型の取り組みをさらに強める。グロー

バル化のゆがみをただす国際運動と連帯した

取り組みをすすめる。 

３）「環境にやさしい働き方」をキーワードに環

境問題の取り組みを強化 

地球温暖化が深刻な問題となり、被害も続出

している。そのような被害の増大は、持続可能

な経済社会の阻害要因となり、貧困を深刻にし

ている。地球温暖化問題は人類の存亡ともかか

わる待ったなしの課題との認識で、行動を起こ

していくことが求められている。 
「環境にやさしい働き方」を検討する。規制

緩和路線の見直し・規制強化など、「働くルー

ルの確立」と結合して産業政策的な視点での検

討も行う。 
当面、「24 時間社会」や長時間労働の環境リ

スクを明らかし、是正を求めるキャンペーン

運動などを検討する。 

 
４）情勢をふまえた対話と共同を徹底して追

求し、組織拡大を 

 2009年の 22回定期大会を最高現勢で迎え

るための組織拡大の大運動を展開する。 

 運動の軸足を「職場」と「地域」に下ろし、

目に見える職場活動、地域運動を展開し、運

動と組織拡大の拠点として再構築する。 
 組織拡大のもう一つの柱として「労働相談

センター」の活動をこの間の成果を踏まえて、

飛躍させる。 
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 ２．重点課題と具体的な運動 

 
 

１．生活できる賃金、ベア獲得をめざす賃金闘争の重点課題とたたかい 

 

(1) 生計費原則にもとづくベア要求を積極 

的に掲げた産別統一闘争の強化をめざす 

 

賃金闘争の軸として、①職場のすべての労

働者の賃金底上げと積極的な賃上げの獲得、

②当面「時給 1000 円」以上の早期達成、全

国一律最低賃金制度の実現、③企業内及び産

別の最低賃金協定の締結、③男女賃金格差の

是正、非正規労働者の均等待遇実現、④自治

体公契約条例や非正規労働者の賃上げなど

の実現、⑤成果主義賃金打破・生計費原則に

基づく賃金改善の 5点をすえる。 

08 年以降、物価上昇が顕著になり、低所

得者ほど被害が集中しはじめていることに

も目を向けた賃金闘争の活性化はかる。「生

活危機突破」という位置づけを行う。 

パートや臨時、派遣、請負など非正規労働

者を組合に迎え入れ、要求を組織しともに賃

金闘争をたたかうことを追求する。 

①「たたかう提案型」の賃上げ闘争をめざす。 

  民間労組の経営、企業分析をすすめ、職場

政策を確立しつつ「たたかう提案型」の賃金

闘争をめざす。 

②最低賃金闘争とも連携させた「賃金底上げ」

を重視してとり組む。 

  「○○○職場からワーキングプアをなく

せ」、「○○地域からワーキングプアの一掃

を」などの要求スローガンを掲げて、賃金底

上げのとり組みを進める。 

  国公職場、自治体職場の非常勤職員などの

時給単価引き上げを求める運動の具体化を

はかる。 

 

(2)当面「時給 1000 円」以上の実現、全 

国一律最賃制の確立の運動を強める 

  

「なくせ貧困」運動の中心課題の一つに最低

賃金引き上げを位置づけ全国闘争を強める。 

生活保護制度の改善、下請け単価改善や農

産物価格最低保障の確立、最低保障年金制度

の創設運動など諸階層の要求と運動とを結

合し、労働者、国民、中小事業者などとの共

同を広げ、憲法第 25 条の具体化をめざす運

動とも位置づけた運動に発展させる。 

 地方最低賃金審議会の委員獲得に向け、裁

判闘争を含め運動を進める。 

 

(3)公契約運動をさらに強める 

 

競争入札制度の改悪や、指定管理者制度、

市場化テストの導入などで、人件費さえ確保

できない落札価格のダンピングがおきてい

る。 

08 春闘での実態調査を基に入札、公契約

問題での制度要求をまとめ、国民大運動の取

組みに結集して独自の部課長交渉を行い、大

運動の知事交渉につなげる。 

 

(4)成果主義賃金の導入・拡大反対、生 

計費原則に基づく賃金制度の確立を追 

求する 

 

成果主義賃金が、労働組合の連帯を破壊し、

労働者の個別支配で総額人件費を削減する

とともに、メンタルヘルス問題の温床になる

など、その弊害が明らかになっている。民間

職場では見直しに踏みきる企業もあらわれ

る一方で、公務職場では制度導入が本格化し

ている。 

 実態を把握し春闘討論集会などで集中的

な論議を行い、県労連としての統一した対応

を強化する。 

 

(5)大企業による「儲けの独占（ぼろ儲 

け）」を批判する 
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キャンペーンを強め、すべての労働者の賃

金、労働条件改善の実現を迫る取り組みをお

こなう 

  労働者の視点から、企業の社会的責任をチ

ェックする取り組み（雇用や労働時間管理、

安全衛生など）、下請けいじめ、偽装請負や

サービス残業などの違法行為の告発をうけ

る「110 番」運動、ＣＳＲ（Corporate Social 
Responsibility，企業の社会的責任）、ＳＲＩ

（Socially responsible investment，社会

的責任投資）の国際基準も参考にした「チェ

ックリスト」運動を全労連に結集してすすめ

る。 

 
 

２．働くルールの確立、雇用を守るたたかい                

 

(1) 非正規労働者の雇用、労働条件改善の 

取り組みを強める 

 

直接雇用を基本とするまともな雇用の確立

をもとめ、労働者派遣法の派遣労働者保護法へ

の抜本改正や、非正規労働者の正規雇用への切

り替えを求めるたたかいを強める。 

 安易な非正規労働者への切り替えに反対し、

均等待遇の実現を求め、改正パート労働法など

を積極的に活用する職場、地域での取り組みを

強める。 

 非正規から正規への雇用転換の制度の拡大

を職場で求める。 

 

(2)労働時間の短縮や労働時間管理の徹底 

を求める運動を強める 

 

1) 政府・財界は、労働時間管理の枠外に置く

労働者の範囲拡大を引きつづき狙っている。ま

た、24 時間社会を口実にした効率優先の深夜

労働も深刻化している。このような働き方が家

庭生活にも影響し、少子化の一因ともなってい

ることを産業、職場実態をもとに社会的な共感

を広げる取り組みを重視する。 

 

2) ①所定内外の労働時間短縮（当面総実労働

時間 1800 時間の達成）と休暇の完全取得、要

員の確保、②長時間通勤の緩和、③くらしに配

慮した労働時間の短縮、④ただ働き残業の根絶、

⑤所定外労働時間割増率の引き上げ、などの要

求実現をめざす。 

 

3) 安衛委員会の毎月開催、産業医による面接

指導の実施など労働安全衛生活動の強化によ

って、過労死、過労自殺をおこさない職場づく

りを呼びかける。「いの健センター」への結集

を強めて、職場の労働安全衛生運動の活性化を

めざす。そのために学習を強化する。 

各職場における労働安全衛生活動の抜本的

な強化をめざす。そのために「いの健センター」

で準備中の実態調査に取り組む。 

建交労や「いの健センター」が進めるじん肺

被害の補償と根絶を求める運動、アスベスト被

災者の救済を求める運動の前進に力を尽くす。 

労働時間短縮や次世代育成支援、均等待

遇などをもとめる協約締結のとり組み前進を

図る。 

 

(3)営業規制を含む労働時間規制強化の取 

組みを強め、「環境にやさしい働き方」 

の追求を当面の運動課題に位置づける 

 

 全労連が開催する 24 時間社会告発や元旦営

業中止を求める運動などに結集し、県内での運

動を具体化する。 

 

(4)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取り組みをすすめる 

 

改正男女雇用機会均等法を職場に生かし、妊

娠・出産に関わる不利益取り扱いの禁止、母性

保護拡充、セクハラ根絶、男女賃金格差や昇

進・昇格差別の是正をめざす。次世代育成支援

対策推進法改定もふまえた計画策定を事業主
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に求める。保育・社会保障制度の拡充を求める

運動にとりくむ。 

 

(5)労働基本権確立、国鉄闘争、労働委員 

会民主化など労働基本権拡充の取り組 

みをすすめる 

 

 公務員の労働基本権問題の先送りを許さ

ず、ＩＬＯ勧告にも沿った内容での早期実現

を求めて、政府への追及を強める。 

 国鉄闘争の早期解決に向け、四国における

５団体共闘の発展を引き続き追求する。「全

動労争議団を勝たせる会」の会員拡大の取り

組みを強める。 

高知一般、自交総連をはじめすべての争議

の勝利をめざした取り組みを強める。労働相

談センターの争議対策委員会の機能強化を

図る。 

  県労連推薦の県労委、労働審判員の活動を

組織の中で位置づけ、個人任せにしないよう

にする必要がある。執行委員会での報告と必

要な対策を取る。 
 
(6)憲法に立脚し、改悪教育基本法の具体 

化を許さず、民主教育を前進させる取組 

みを進める。 
  
子連の運動に結集し教育条件の整備、学

テ・体力テストの中止を求める運動を行う。 
 「土佐の教育改革」の総括を行い、その積極

面を具体化し、「開かれた学校づくり」を子ど

も・保護者・地域参加ですすめる。 
 新学習指導要領のねらいと本質の学習をす

すめ、子どもの立場に立った教育をすすめる。 
 

３．社会保障の充実、消費税率引き上げ反対など国民共同のたたかい  

 

(1)「骨太の方針 2006」による 2200 億円の 

社会保障費削減の撤回を求める 

 

軍事費聖域化や無駄な公共事業を中止して

社会保障財源に回すことを求める取り組みを

強める。 

 生活最低保障（ナショナル・ミニマム）を確

立するたたかいとして位置づけ、社会保障闘争、

増税反対闘争を賃金・労働条件と車の両輪に据

えてたたかう。 

 生活保護制度の後退を許さず、社会のセーフ

ティー・ネットとして充実をめざす。そのため

に「生活と健康を守る会」（生活保護を中心と

した運動団体）や「うろこの会」（サラ金被害

者の会）との連携を強化します。 

 

(2)後期高齢者医療制度の廃止運動など医療 

介護を守る取組みを強める 

 

後期高齢者医療制度廃止の運動を先行させ

つつ、療養病床の削減反対、医療、介護体制の

充実を求める取り組みを「住み続けたい地域運

動」の中心課題に位置づけて取り組む。「後期

高齢者医療制度の廃止撤回を求める高知県実

行委員会」と県社保協に結集して運動を進める。 

2009 年通常国会に向け、税負担による最低

保障年金制度の実現をめざす取り組みを継続

強化する。年金者組合とともに議会決議や署名

行動を推進する。 

 

(3)消費税率引き上げに反対し、大企業優遇 

税制の是正を求める 

 

「各界連」に結集して国民的運動を展開する。 

 生活費非課税の原則に立ち、低所得者の税負

担軽減を求める立場から、課税限度額の引き上

げと累進課税強化を求める課題を含めた「なく

せ貧困・税金署名（仮称）」を取り組む。 

 

(4) 災害時対策、公害、アスベスト被災、食 

糧を守る運動などで諸団体と共同する 

 

 災害時対策の拡充と復興に向けた被災者支

援拡充を求める取り組みを進める。災害発生時

における「災害対策マニュアル」を各組織で積

極的に活用する。 



- 21 - 

 アスベスト被災の完全救済を求め、「いの健

センター」、建交労と協力して労災認定闘争、

被災者救済に取り組む。 

安心・安全の食糧と農業を守る食健連への結

集をはじめ、食料自給率の向上を求める運動、

地産地消運動などを農民連、消費者団体と連携

して取り組む。 

 

 

４．憲法改悪の策動をはね返し、守りいかすたたかい            

 

改憲勢力の策動に抗して、憲法を守るたた

かいを強化する必要がある。 

(1)画期的な名古屋高裁判決や、草の根から広

がっている改憲反対の世論の高まりに依拠し、

イラク、インド洋からの自衛隊の撤退や、憲法

9条違反の在日米軍基地強化反対、日米安保条

約廃棄などの積極的要求も掲げた運動を展開

する。 

すべての課題と結んで、憲法がいきる職場と

地域の実現をめざす取り組みを展開する。そ

のために「９条」だけではなく、「２５条」、

「２８条」など、「くらしと労働に憲法を活

かす」 運動を強化する。「憲法闘争の３つ

の柱」を基本に取り組みをすすめる。 

(2)職場、地域、分野から「九条の会」のアピ

ールに応えた幅広い共同を広げる。 

職場過半数、住民過半数の憲法署名の達成を

めざして取り組みを継続する。 

「ピースチャレンジャー（署名 100 筆に

挑戦）を 100 人組織する」の方針を本格的

に追求する。 

(3)国民保護法が施行されたことにともなって、

危機管理の名のもとに自衛隊の管理下に入る

住民訓練などが頻発しており、住民の自主的な

行動の規制に反対する運動にとりくむ。 

(4)宿毛湾の軍港化、県内の自衛隊基地の強化

反対、平和行進、四国大会の成功へ向けた取組

みの一層の発展をめざす。 

(5) 「日の丸・君が代」・「愛国心」教育の押し

付け、侵略戦争の「歴史改ざん」などに対する

監視と是正を求める行動を組織する。 

 

 

５．政治の民主的転換をめざすとりくみ                 

 

 政治を転換させる衆議院選挙の実施が確実

な状況にあることをふまえ、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を

めざす政治闘争の強化をはかる。 

 職場・地域から革新懇運動をひろげ、政治の

民主的転換を求める世論を喚起し、運動の前進

をはかる。 

 国民大運動の県政政策・要求作りを基に、県

政要求実現の運動を通年的に取り組む。また、

地域闘争を強化し、県政、自治体の政治を変え

る取組みを強化する。 

 

６．地域運動の展開（住み続けたい・住み続けられる地域運動）            

 

軸足を「職場と地域に」の１つ地域運動の

位置づけを行い、運動の前進を図る。 

 

１）自治体に目を向けよう                

 ＜議会の開催状況＞ 

 ３月   来年度予算の決定 

 ６月    

 ９月   補正 

 １２月  補正 
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＜地域課題＞ 

・農林漁業の振興 

・景気、雇用対策 

・教育、保健・医療・福祉（学校の統廃合、

医師・看護師不足・・・） 

・少子高齢化、人口減少、集落機能の維持、

地域の活性化 

 

２）地域でもつながり、地域課題に向き合おう    

 県労連傘下組合が地域でつながるだけで

はなく、民主諸団体と地域でつながり、要求

闘争を本格的に展開する。その接着剤の役割

を地域組織と加盟組合が果たす。 

①まず、名前と顔でつながろう。組織でつなが

ろう。 

②要求でつながろう。 

③行動でつながろう。 

「子連」、県社保協、高齢者運動実行委員会

などと連携し、教育、医療、福祉などの民営化

や切り捨てに反対し、「子どもの教育権確保」、

「地域医療守れ、医師・看護師の確保」、「まと

もな介護の実現」、「一次産業の振興」などの要

求をかかげ、公共サービス実施にかかわる国の

実施責任を追及し、集会、シンポジウム、署名

行動、自治体交渉、議会請願などを継続的、通

年的に取り組む。 

そのために県教組の郡教組会館を地域闘争

の砦にして運動展開をはかる。 

中山間地域の生活を守り、中心市街地の活性

化を図る運動を進める。 

そのために国民大運動に結集し、また、高知

自治体問題研究所との協力関係を強化し、県政

政策、地域・産業政策を掲げて地域再生、雇用

確保の運動を展開する。 

 また、条件のある地域では民主・革新自治体

の実現をめざす取組みを進める。 

 

７．組織拡大と強化－すべての運動の基礎に                      

 
年間を通じて「非正規、労働相談センター、職

場と地域組織、情報の一元化・双方向化」の４つ

のキーワードでの組織拡大・強化運動の具体化

を進める。 

 

 戦略と意思のないところに成果なし！ 

 拡大の成果は、準備と足を出す回数に比例す

る！ 

 組合員数と組織の力（影響力）、組織の力（影

響力）と組合員数を不可分に追求する！ 

 

①量的目標：早期に１万人組織を回復する。１０年間を目途に１．５万人県労連の建 

設をめざす。 

②質的目標：社会的影響力の拡大とそれにふさわしい力量と活力を持った県労連執行 

 部と産業や職場をリードできる加盟組織執行部の確立。 

 

 

■量的拡大                                                   

 

１）目に見える組織と運動を職場に構築する 

⇒ こんな職場を作りたい運動との結合 

 

＜月間と目標の設定＞ 

①７月－８月  定期大会へ向けた拡大月間 

最低限目標⇒前大会比で増勢。可能な組織

は、１割増勢。 

②１１月-１２月  秋の拡大月間（１０月は準備

月）  全組織で１割増勢をめざす。短期目標

と長期目標（過半数突破）の討議と設定 

③４月-５月  春の拡大月間（３月は準備月） 

新採用者全員への働きかけ、組合説明会、

歓迎会等の開催を行う。 

 

＜拡大のための準備＞ 

・各職場ごとの人員（正職員、非正規等別）、
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組合員数の把握。毎月ごと。 

・拡大対象の把握。これまでの働きかけの

状況。そして、今後の加入呼びかけの計

画（いつ・だれとだれが・どのように） 

・相手の気持ちに添う訴えの内容、仕方、

場面設定、資料の検討と準備。 

 ※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) 「非正規労働者の本格的組織化」の具 

体化をめざす。 

 

 組織内外の非正規労働者の組織化に本格的

に着手する。非正規の組織化の意義について組

織内で討議する。組織内では、規約上の加入制

限がある組合ではその撤廃を検討する。 

組織外では最賃闘争、公契約闘争などの制度

政策闘争を軸に、多様な接近の仕方について工

夫をする。ジョブカフェ前、ハローワーク前宣

伝を行う。秋に計画する若者雇用講演会を最大

限活用し、県労連をアピールし若者層への浸透

を図る。 

また、県内における研修生・実習生を含む外

国人労働者の実態把握に努める。 

 

３）労働相談センターを軸に宣伝や行動の集 

中をはかる。 

 

①「問題解決型労働相談から組合作り型労働相

談」をめざしたこの１年間の成果の上に立って、

今年は「１人から組織へ」を加えて運動・活動

をさらに飛躍させる。 

また、戦略的積極的な組織拡大に本格的に着

手する。拡大計画を大会後早急に立案する。 

②争議対策委員会を軸に県内争議の支援と１

日も早い解決をめざす。 

国鉄闘争、ＮＴＴ闘争などあらゆる争議の勝

利解決をめざす。 

高知一般や自交総連、福祉保育労等が抱える

争議の早期解決のため、支援・指導の体制を強

める。 

 

 

■質的強化                                                    

 

１）単組支部活動指針                  

 加盟組織、単組・支部活動の建て直し、活発

化をはかる。 

＜活動基準＞ 

・諸会議、機関会議の定期開催 

・要求提出、団体交渉の開催 

・機関紙、ニュースの定期発行 

・組合員教育、情勢学習の実施 

・政策活動、提案活動の推進 

・文化・レク活動の推進 

・相談活動、共済活動の推進 

 

２）教育方針                        

 組合員の初級教育から中堅幹部教育まで県

労連として体系的に取り組む。また、組合運動

を改善、飛躍させるための実務型研修を行う。 

 県学習協との連携を強化するために、県労連

として役員派遣を行う。また、必要に応じて協

議を行う。 

①講師登録を行う。 

・労働問題、労働組合運動に関して加盟組合の

幹部を講師として登録する。求めに応じて講

師派遣を行う。⇒ 初級組合員教育 

・医療、福祉、教育、自治体財政等個別課題ご

とにも同じような登録、派遣を行う。 

・講師団用養成のための研修会について検討す

る。 

②県労連として秋の幹部養成講座、年末の春闘

討論集会を位置づけて取り組む。 

③実務型研修会を開催する。 

ＰＣ、ＨＰ、経営分析、地方財政、政策作り

等の実務講座を開講する。  

④小規模の学習会（寺子屋型）の開設を検討す

る。 

 

３)専門部活動の強化                  

①青年部の再確立と活動の推進をはかる。県労

連の大会後早期に総会を開催し、体制の確立を
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図る。組織内外の非正規の青年の組織化に取り

組む。 

②女性部活動の活性化。毎月１回（第４火曜日）

への結集を強める。諸権利の取得の取り組みを

各職場で進める。母親運動等の運動で中心的役

割を果たす。 

 

４）地域組織の再確立と地域での砦の建設     

関連単産（県教組、自治労連、県医労、県国

公、そして年金者組合）の協力も得て具体化を

図る。郡教組の会館を中心に地域での交流と組

織拡大の拠点を築く方向で調整をはかる。 

地域組織を軸に民主諸団体の結節点になり、

地域を守り地域を再生する運動を展開する。 

 

５）新たなつながりを作るためのＩＴの活用     

IＴによる情報の県労連への集中化と、加

盟組織、組合員と直接そして双方向でつな

がるネットワークの構築をめざす。   

県労連ＨＰの充実・アクセスの向上とメ

ーリングリストの拡大を軸にする。 

ＨＰは、当面１日 100 アクセス、来年の

大会までに 200 アクセスをめざす。そのた

めに、傘下組合員に県労連ＨＰの宣伝を行

う。また、組合員参加型のＨＰをめざす。 

 県労連組合員専用ページを設け、県労連

方針、通達の閲覧ができる機能を設置する。 

 各加盟組織においてもＩＴの活用について

研究、検討する。 

メーリングリスト 100 名登録をめざす。各組

織の協力で登録運動を進める。 

 

 

 

８．０８秋闘の取組みと行動計画－生活危機突破の０８秋闘へ            

 

 秋の臨時国会では次の 3 点が需要課題とな

る。①新テロ特措法延長法案と自衛隊海外派兵

恒久法、②後期高齢者医療制度廃止法案、③労

働者派遣法抜本改正。 

 08 秋闘の重要課題を次の 5 点とし、課題の

設定、行動の具体化をはかる。 

 ①「なくせ貧困」、生活危機突破の国民的運

動の展開をめざす、②「職場の働くルール確立」

の運動をすすめる、③「住み続けたい・住み続

けられる地域運動」を展開する、④「戦争をし

ない・参加しない日本」を貫く憲法闘争、⑤組

織の拡大強化と 09 春闘の準備。 

これらの取組みを通じて組織を強く大きく

－職場と地域に根を張る県労連組織の建設を

めざす。 

また、来る解散総選挙に備え政治論議を深め、

政治革新の方向性を全組合員に呼びかける。 

 

 

 

 １．（県教組の）郡教組単位のオルグを成功させ、地域労連を地域運動と組織拡大の拠点に 

 

 

この秋の最大の課題として、県労連執行部、

産別本部、各地域の当該組合が一体となって下

表の各オルグを成功させる。 

日   程 場  所 対象地域労連 

９月２５日（木） 安芸教組 安芸芸西労連、室戸労連 

９月３０日（火） 土長教組 南国労連、嶺北労連 

１０月１日（水） 香美教組 香美労連 

１０月３日（金） 高知市 高知市地域労連 

１０月８日（水） 幡多教組 幡多中央労連、大月労連、清水労連、北幡労連 

１０月９日（木） 高岡教組 日高労連、佐川労連、土佐市春野労連、須崎労連、窪川労連 
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 参 加  県労連役員、産別組織役員、地元地域労連役員、対象地域労組役員 

 議 題  ①自己紹介、組織紹介、活動・悩み・課題交流 

②地域労連の活動状況 

      ③県労連の「地域組織を拠点とした運動、組織方針（案）」 

      ④討議と今後の申し合わせ 

 

２．組織強化・拡大の学習交流会  

 

 

自らの運動と組織の再点検を行い、職場で

も地域でも存在感のある運動と組織を構築す

る契機とする。これも県労連執行部と全加盟

組織の努力で成功させる。「嘆いていても打

開できない」。まずは「参加」！そこから、

道は拓ける。

 

 日 時  10 月 25 日（土）14：00～ 26 日（日）12：00 

 場 所  国民宿舎「土佐」 

 参加費  10，000 円（交流会費込み） 

 講 師  埼玉労連議長 原富悟氏（埼玉土建出身） 

 目 的  ①運動の総点検を行い、運動、組織拡大の飛躍を作り出す契機にする。特に、職

場活動の抜本的な見直しと強化。次に「掛け声」だけにしない拡大運動の具体

的実践的推進。最後に、将来的な県労連運動の方向性を論議する。 

      ②県労連の幹部間の交流 

  規 模  50 名（宿泊 30 名） 

       県労連役員、各産別の幹部、単組の幹部（委員長、書記長を中心に） 

 

 

３．地域ごとの地域再生シンポの開催 

 

 

３月１日に開いた「地域再生シンポ」を各地

域で開催し、職場を通して地域の活性化、再生

を考える。地域の維持にとって、欠かすことが

できない「公的な機能」（＝職場）がある。自

らの職場を通して、地域とつながる。 

 

 開催時期  10 月下旬～11 月、ないし 12 月上旬（さらに 09 春闘につなげる） 

 開催目的  ○地域から学校、保育所、郵便局、病院、役場、国の出先機関、商店街、さらに

は集落が消えていく。そしてやがて人さえいなくなる。 

         地域の維持、再生、元気な地域をどう作っていくのかを各職場を通して考え

てみる。そして横につながる。地域を維持していくためには、最低限必要な公

の機能がある。それを柱にして地域再生問題を一緒に考え、できることを探る。 

 開催内容  シンポジウム、学習講演会 

       （課題）学校の統廃合、いじめ・不登校問題、学力問題、学テ等々。自治体病院

再生プラン、療養病床つぶし、後期高齢者医療制度。保育所の統合・民営化。

郵便局がなくなる、郵便サービスの低下。自治体の財政再建法、財源難、臨時

職員増、民営化。公共事業の削減、働く場がない、若者流出。国の出先機関の

統廃合。地元商店街の疲弊。農林漁業の危機・・・。 
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 ４．国民大運動の県交渉を軸とした取組み 

 

 

 県政政策を掲げ、国民大運動に結集して要求

実現をめざし県交渉に取り組む。 

 県労連としては国民大運動の交渉（知事交

渉）前に若者雇用問題を中心に商工労働部・雇

用政策課と交渉を持ち、知事交渉での政策判断

を迫っていく。 

 

①10 月上中旬に若者雇用問題での県政要求の発表、商工労働部への提出・交渉を行う。 

②雨宮処凛氏（予定）を迎え、「現代の貧困と若者雇用」の講演会を 10 月中下旬に計画する。 

③国民大運動で 11 月上旬に知事交渉を行う。（各団体による部、課との交渉は 9月～10 月段階で

行う） 

④国民大運動規模で生活危機突破の県民集会を 11 月 14 日に開催する。 

 

 

 ５．秋の組織拡大 

 

 

月   間  11 月-12 月 （10 月は準備月） 

目   標  全組織で１割増勢をめざす。 

短期目標と長期目標（最低過半数突破）の討議と設定 

意思 統一  大会での論議を経て 9 月 18 日の執行委員会で更に具体化。 

翌 9 月 19 日（金）に組織拡大代表者会議を開催し、意思統一を行う。 

10 月 25 日、26 日の組織強化・拡大の学習交流集会で理論的実践的学習を行

い、意思統一を深める。 

9 月下旬から 10 月上旬に地域オルグの実施。 

具体的行動   各加盟組織：拡大計画の立案と実施体制の確立 

       県労連：全体方針の明確化と意思統一の徹底。適宜の組織オルグ（加盟組織と地

域組織）。拡大ニュースの作成。必要な宣伝物の作成。 

未組織向けに宣伝カー等多様な方法による宣伝。ホットラインの設定。 

 

 

 ６．０９春闘準備 

 

 

①春闘討論集会    １２月 6日（土）に開催する。 

②第 23 回中央委員会 1 月 25 日（日）に開催する。 

③経営者懇談  08 秋等段階でも可能なところから実施をする。 
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主な会議・集会・行動日程（案）（08 年 9 月～09 年３月） 

 

 高知県労連 県労連加盟組織日程等 全労連・集会および行動等 

 

 

９ 

 

月 

 

 

4  第 24 回執行委員会 

7  第 21 回定期大会 

18 執行委員会 

19  組織拡大強化代表者会 

    議 

25 安芸地区オルグ 

30 土長地区オルグ 

 

 

 

 

26-27 高知自治労連大会 

 

 

3  後期高齢者医療制度廃止中央行動

4  中央社保学校（～６） 

13 青年部第 21 回大会（～14） 

18 組織拡大・強化対策会議（～19） 

19 拡大強化第 1回会議 

20 女性部第 19 回大会（～21） 

30 賃金労働条件交流集会 

 

 

 

1

0 

 

月 

 

 

1  香美地区オルグ 

2  執行委員会 

3  高知地区オルグ 

8  幡多地区オルグ 

9  高岡地区オルグ 

  

16 執行委員会 

25 組織拡大強化幹部交流 

集会（～26） 

 

 

 

4  県医労連第 37 回定期大

会 

5  「いの健」総会 

 

 

3 単産・地方組織代表者会議 

4   「生活危機突破、貧困解消を求め

る」代表者会議（国民大運動） 

4 パート･臨時労組連第 8回総会 

5 青年雇用大集会（明治公園） 

11 第 3 回健康で安全に働くための 

交流集会 

19 反貧困行動 

25 働く女性の交流集会（～26） 

下 「告発、24 時間型社会シンポ」 

29 09 年国民春闘共闘委員会総会 

 

 

 

1

1 

 

月 

 

 

＜11～12 月  

組織拡大月間＞ 

 

6  執行委員会 

 

14 生活危機突破県民集会 

 

 

20 執行委員会 

 

 

 

上 国民大運動知事交渉 

（予定） 

 

 

 

上 公契約運動・学習交流集会 

中 働く続ける職場づくり交流集会 

13～23 「なくせ貧困、生活危機突破」

全国行動 

13  中央行動 

中 秋闘全国統一行動日 

21 争議総行動 

下 共済運動交流集会（又は 12 月 

上旬） 

27 ０９年国民春闘討論集会（～28） 

1

2 

 

月 

 

 

4  執行委員会 

6   春闘討論集会 

 

18 執行委員会 

  

5  いの健センター第 11 回総会） 

 

13 女性部春闘討論集会（～14） 

0

9 

年 

１ 

月 

 

8  執行委員会 

9  宣伝行動・旗開き 

 

 

22 執行委員会 

25 第 23 回中央委員会 

 

 

 

 

 

中 春闘共闘単産地方代表者会議 

15  新テロ特法期限切れ 

 

中 春闘闘争宣言行動 

 

22 第 43 回評議員会（～23） 
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第２号議案 

２００７年度決算報告 
 

会計監査報告 
 
 
 
 
 

第３号議案 

２００８年度予算案 
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第４号議案 

高知県労連規約改正案 
 

 下記各条文を下記の理由で改正する。 
旧規定 新規定 
第 1 章 
第 1 条（名称と所在地） 
１．略称県労連、・・・・ 
２．「県労連」の本部は、高知市本町 5 丁目

3－8 ヒカリャビル２F におく。 

 
 
１．略称を高知県労連、・・・・ 
２．高知県労連の事務所は、高知市丸ノ内 2－1
－10 高知城ホール３F におく。 

（改正理由） 
１．略称に高知を加えたのは、他県労連との区別をするため。 
２．住所変更に伴う措置。「本部」を「事務所」にした理由は、本部の規程は事実空文化したも

のであって、今次改正で削除を提案するため。 
 
「県労連」（規約中のすべての同標記） 高知県労連（「 」を取り、高知を加える） 
（改正理由） 
「 」を付ける必要性がなく、外形上も煩雑な印象を与えるため。 
 
第 5 条 (補助組織) 
1.「県労連」は、補助組織として、地区協議

会、青年・婦人組織、部会、専門委員会等を

必要に応じて設置することができる。 
2.補助組織の基準等は別に定める。 

第 5 条 (補助組織) 
1.高知県労連に、青年部、女性部をおく。 
2. 大会、中央委員会の決議を経て部会、地区協

議会、専門委員会等を設置することができる。 

（改正理由） 
別に定めるとした設置基準はこれまで定めていない。 
青年部、女性部は既設で重要な役割を持つため、規約で明記する方が望ましい。役員検討委

員会等の専門委員会は、これまでも大会の決議を経て設置してきた。機動性を考慮すれば、規

則で定めるより、大会、中央委員会の決議を持って設置することが望ましい。 
 
第 6 条 (加盟の申請等) 
書面で執行委員長に申し込み、中央委員会の

承認を得なければならない。 

 
大会または、中央委員会の承認 

（改正理由） 
 中央委員会は年 1 回のため、大会を加えることにより機動性を持たせる。 
 
第 7 条 (加盟組織の自主性と権利・義務) 
 
 

第 7 条 (加盟組織の自主性と権利・義務) 
5.高知県労連のおこなう活動にたいして妨害し、

あるいは組合費などの納入の義務を果たさない

加盟組合について、別に定める統制基準にもとづ

いて必要な措置を大会の議を経てとることがで

きる。（新設） 
（改正理由） 
 一般的な規定として設ける。統制が必要な事態はそうそう想定しずらいが、万が一の場合に

規定がなければ対処できないため。 
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第 9 条 (脱退の手続き) 
脱退しようとする組織は、その旨書面で 
 
中央委員会の承認を得なければならない。 

 
高知県労連に対する債務を完済したうえで脱退

の旨を書面で 
大会または、中央委員会の承認 

（改正理由） 
 完済義務の規定は、規約に一般的な規定であり、これまで欠けていたために追加する。 
 承認機関として大会を追加するのは、加盟手続き同様機動性を持たせるため。 
 
本部に関する規程（１条 2 項、21 条 1 項、

23 条 1 項） 
いずれも削除する（3 箇所） 

（改正理由） 
 本部という言葉が規約に 3 箇所出てくるが、その内容の規定はどこにもなく、空文化したも

のであり、かつ必要性のないものであるため削除する。 
 本部機能としては書記局が該当するが、名称変更の必要性はないものと考える。 
 
第 12 条 (大会の構成) 
 
 

第 12 条 (大会の構成) 
4.加盟組合は、大会開催月の 3カ月前までの組合

費を納入していなければ代議員権を得ることが

できない。（新設） 
（改正理由） 
 これも規約には一般的な規定でありながら欠けていたので追加する。会費納入は加盟組織の

義務である。この規定を欠けば、未納でも議決権を得られることになるため。 
 
第 13 条 (大会の機能) 
 
 
 

 
（8）加盟、脱退の承認に関すること（新設） 
（9）加盟組合の統制に関すること（新設） 
（10）その他必要なこと（番号の変更） 

（改正理由） 
 第６条の加盟の承認、第 7 条の統制措置、第 9 条の脱退の承認の追加改正に伴い、大会の機

能にそれぞれ追加した。 
 それに伴い旧の（８）その他必要なことは、（10）とした。 
 
第 15 条 (中央委員会の構成) 
 
 

第 15 条 (中央委員会の構成) 
4.加盟組合は、中央委員会開催月の 3カ月前まで

の組合費を納入していなければ中央委員権を得

ることができない。（新設） 
（改正理由） 
 12 条の改正理由と同じ。 
 
第 16 条 (中央委員会の機能) 
 

 
（6）加盟、脱退の承認に関すること（新設） 
（7）その他必要なこと（新設） 

（改正理由） 
第６条の加盟の承認、第 9 条の脱退の承認の追加改正に伴い、中央委員会の機能に追加した。

 （7）その他必要なことについては、記載抜かりのため追加した。 
 
第 17 条 (執行委員会) 
2.執行委員会は執行委員長が招集する。執行

委員会は執行委員の 3 分の 2 以上で成立す

第 17 条 (執行委員会) 
2.執行委員会は執行委員長が招集する。執行委員

会は執行委員の 2 分の 1 以上で成立する。 
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る。 
 

4.執行委員会のもとに専門部をおくことができ

る。（新設） 
（改正理由） 
 他県労連規約の成立要件も「２分の１」となっている。また、各職場の現実から２分の１と

することが現実的と判断する。 
 現在の規定では専門部は書記局におくとなっているが、非専従の執行委員も業務を分担する

ことから、執行委員会のもとにおくこととするのが適切。 
 書記局におくとの規定は、今次改定で削除する。 
 
第 19 条 (議事の決定) 
 
 

大会の運営は、別に定める大会運営規則により行

う。中央委員会、および執行委員会の運営にも準

用する。（現行規定の最後に追加する） 
（改正理由） 
 運営規則は既に定められているが、規約の条文に根拠規定がなかったため追加する。 
 
第 23 条 (書記局) 
1.・・業務を処理するため、本部に書記局を

置く。 
2.書記局は、書記長、書記次長、執行委員等

及び書記をもって構成し、必要に応じて専門

部局を置く。 
3.書記の任免は執行委員会の議を経て執行

委員長がおこない、決議機関の承認を得る。

 
 

 
書記局を置く。（「本部に」を削除） 
 
2.書記局は、専従役員および書記次長、書記局員

をもって構成する。 
 
3.書記局員の雇用は執行委員会の決定を経て執

行委員長がおこない、決議機関に報告する。 
4.書記局の運営は、書記局運営規則による。（新

設） 
5.専従役員および書記局員の賃金・労働条件等

は、別に定める規程による。（新設） 
（改正理由） 
１．「本部」規定の削除に伴う措置。 
２．書記局の構成に執行委員（非専従含む）も含められており、執行委員会に書記局員を加え

た範囲となっている。むしろ「本部」の規定に近いと考えられるが、本来の書記局の範囲とし

て再定義すべきと考える。 
 書記局への専門部の設置規定については、今次改定で執行委員会のもとにおくことと改定す

るため削除する。 
３．「任免」という言葉は公務員に関して使用される規程であり、雇用関係を明確にするために

「雇用」という文言に変更する。 
４．「書記局運営規則」は既に存在するが、規約上の根拠がなかったために追加する。 
５．「賃金・旅費規程」、「専従役員および職員退職金規程」、「育児休業等に関する規程」は既に

存在するが、規約上の根拠がなかったため、「賃金・労働条件等」で一括し「別に定める規程」

によるとして、規約上の根拠を与える。 
 
（施行日） 
 
 

第 32 条（施行日） 
この規約は 2008 年 9 月 7 日に一部改正し、同

日より施行する。（追加する） 
（改正理由） 
 規約改正に伴い付則第 31 条のあとに追加する。 
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（参考資料） 県労連の諸規定 
諸規則・規程 規約における制定根拠（条文） 
オブザーバー加盟規則 規約第 8 条による 
大会運営規則 
 運営全般について 
 うち規則第５条代（議員選出基） 
 うち規則第 47 条（中央委員選出基準） 

 
改正予定規約第 19 条による。 
同第 12 条による（代議員選出基準） 
同第 15 条による（中央委員選出基準） 

役員選挙規則 規約第 22 条による。 
書記局運営規則 改正予定規約第 23 条による。 
賃金・旅費規程 改正予定規約第 23 条による。 
専従役員および職員退職金規程 改正予定規約第 23 条による。 
育児休業等に関する規程 改正予定規約第 23 条による。 
統制基準（現在存在しない。新設が必要） 改正予定規約第 7 条による。 
 
（参考資料） 県労連の綱領 
綱領 独立 
行動綱領 独立 
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第５号議案 

2009 年度役員選挙に伴う選挙管理委員会設置案 

 

県労連 2009 年第 22 回定期大会における役員選挙に伴う選挙管理委員会を次のように設置する。 
 
 
1、選挙管理委員会は、3 名で構成する。 
 
2、選挙管理委員は、次のとおりとする。 
 
委員名 
県国公  

 福祉保育労 
 年金者組合 
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高知県労連 2007 年度役員一覧 
役  職 氏  名 出身・推薦組織 備   考 

執行委員長 高橋 豊房 県労連執行委員会  

副執行委員長 宮地 崇夫 県教組 県教組委員長 

 〃 樫原 正彦 県労連執行委員会 労働相談センター長、労働審判員 

 〃 畑山 佳代 高教組 県労連女性部長 

 〃 岡原  孝 県国公 県国公議長 

書記長 田口 朝光 医労連 県労委委員、元労働審判員 

書記次長 杉村 浩司 高知自治労連 高知自治労連書記次長 

執行委員 畑山 和則 県教組 県教組副委員長 

 〃 大塚  円 県国公 県国公幹事 

 〃 千崎 尚志 特殊製鋼所労組 特殊製鋼所労組委員長 

 〃 上村 隆敏 年金者組合 年金者組合副委員長    

 〃 米満 敏孝 高教組 高教組副委員長    

 〃 杉内 茂春 医労連 県医労連書記長    

 〃 前田 研 高知一般 高知一般組合長、元県労委委員 

 〃 山下 のりとし 福祉保育労組 福祉保育労高知地本書記長    

 〃 
草野 耕一 こうち生協労組 

こうち生協労組委員長、 

県労連青年部長 

 〃 武田 孝子 建交労県本部 建交労県本部副委員長 

会計監査 宗光 健夫 郵産労     

  〃 野村 泰彦 学校生協用品労組     

  〃 砂田 紳一 私学教組     

※2007 年 9 月 30 日第 20 回大会選出 ※一部 2008 年 1 月 27 日第 22 回中央委員会選出 
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活動日誌 
月日 行動内容  

９月 
30 

 

 

第２０回定期大会、第１回執行委員会 

 

 

 

 

10 月 

4 
6 

 
7 
9 

10 
 

11 
 

13 
14 
15 

 
17 
18 
19 

 
20 

 
21 
22 

 
23 
24 
25 
26 

 
27 
28 
29 

 
 

30 
 

 

第 2 回執行委員会 

県医労連第３６回定期大会（樫原） 

「ストップザ慢性疲労」いの健総会、 九条の会宣伝行動 

郵産労高知支部第 19 回定期大会（田口） 

憲法宣伝行動 

県社保協事務局会議（高橋） 

革新県民連合国松氏出馬記者会見（高橋） 

全労連四国地区協（高松：高橋、田口） 

全労連四国地区協女性部会議（高松：畑山） 

「障害者の雇用を考えるつどい」 

徳島・日亜化学の偽装請負を告発する全国集会 

同上 県交渉。革新県民連合幹事会 

くらしと医療を守る全県キャラバンのスタート 

国民大運動実行委員会③幹事会 

第 3 回執行委員会 

組織拡大強化代表者会議 

①副知事との話し合い（平和・地方自治） 

全国労働共済会総会（高橋）、労働相談センター総会、県警の裏

金問題学習会 

「第 2 回健康で働くための全国交流集会」（畑山和） 

県公務労組連絡会総会（高橋） 

②副知事との話し合い（労働・地域振興） 

③副知事との話し合い（医療・介護） 

全労連幹事会（～25。高橋）、教育長との話し合い 

全労連単産・地方代表者会議（～26。田口） 

テロ特宣伝署名（グリーンロード）、全労働高知支部定期大会（樫

原） 

自交総連大会（樫原） 

国民大集会（東京：４２万人。高知３０人） 

革新懇常任代表世話人会（高橋）。第１回四役会議 

教育署名。メンタルシンポ。知事選挙決起集会。駅前観光未払

い賃金裁判 

県国公定期大会（高橋）、建交労農林支部定期大会（高橋） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 日亜化学の偽装請負を告発する全国集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 知事選挙勝利県民集会 

 

 

 

 

 

 

11 月 
1 
2 
3 

 
 

5 

 

グリーンロード宣伝、④執行委員会 

県労連女性部総会（高橋） 

組織拡大宣伝行動、年金者組合「年金一揆」（ひろめ市場）、県

民集会（２００人）、「平和憲法を守る音楽と講演の夕べ」（か

るぽーと） 

建交労県本部定期大会（福祉交流プラザ：高橋） 
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6 
 

8 
 

9 
10 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 

 
30 

いの健理事会（田口）、原水協常任理事会（高橋）、青年部常幹

会（草野） 

県知事選挙告示 出陣式（160 人）、④副知事との話し合い(年・

私学・環境）、知事選挙労働者決起集会（40 人） 

オルグ団会議（樫原、田口、畑山、前田、山崎） 

県医労連ナースウエーブ（32 人。645 筆） 

県社保協事務局会議 

県国公宣伝行動（9 人）、⑤執行委員会 

総行動（県、県経営者協会、労働局、ハローワーク前宣伝） 

過労死１１０番（３件） 

高知市長選挙告示 

労働審判研修（～２３日、樫原） 

万ゝのホームランの名誉既存裁判 

青年部常任幹事会（５人） 

働く女性の交流集会（高知城ホール４F：５５人） 

知事選挙投票日・高知市長選挙投票日 

学習協「労組コース学習会」（高知城ホール２F） 

議会請願キャラバン(須崎－梼原－津野) 

議会請願キャラバン(奈半利－田野－安田－芸西) 

第２回オルグ団会議（７人）、エースワン未払い賃金裁判、駅前

観光損害賠償訴訟 

全労連春闘討論集会（～12 月 1日、高橋、田口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県経営者協会への申入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 労働相談ホットライン 

 

 

12 月 
1 

 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

11 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
26 

26-27 

 

全労連地域運動交流集会（～２日、高橋、田口）、全労連四国地

区協女性部会（高松：畑山） 

駅前未払い賃金裁判、アイエス紙業不当労働行為事件 

はたらくものの交流集会実行委員会、国民大運動実行委員会 

県革新懇美術展（～９日）、②四役会議 

⑥執行委員会 

全労連女性部・春闘討論集会（～９日、畑山） 

県革新懇芸能大会 

「派遣下請けなんでも労働ホットライン」（～１２日。２６件）

①役員検討委員会（１０人） 

春闘討論集会（５０人） 

③オルグ団会議（８人） 

全労連四国地区協会議（～１９日。徳島：高橋、田口） 

革新県民連合幹事会。高知城ホール忘年会 

⑦執行委員会 

①争議対策委員会 

民主団体望年会 

争議支援オルグ（高知一般ファクトリー解雇事件、樫原、田口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 トラクター・パレード 

1 月 
7 
8 

 
9 

10 
11 

 

 

建国記念の日に反対する集い実行委員会（高橋） 

早朝宣伝行動（１６人）、日本共産党県委員会旗開き(高橋、樫原、

田口) 

社保協事務局会、議新春旗開き（１２０人）  

⑧執行委員会 
エースワン割賃裁判（高橋、田口）、高知市労連旗開き（三翠園、

高橋、田口） 
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12 
 

13 
15 
16 
17 
18 
19 

 
20 
21 

 
 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

第 1 回四国の女性の交流集会（42 名、高松テルサ、５名）、いの

健理事会 
郵便局を守る会総会・郵産労旗開き（樫原） 
高知一般との債務問題での打合せ（田口） 
国民大運動実行委員会代表者会議（高橋、田口） 
憲法会議役員会（高橋）、⑨執行委員会 
②役員検討委員会（８人） 
国労新年会（田口）、労働相談宣伝（樫原、田口、一般２、県国

公２、県医労連１）、憲法宣伝 
高知民商旗開き（高橋） 
後期高齢者医療制度交渉、アイエス不当労働行為（県労委）、労

働共済学習会（～22、樫原）、はたらく者の交流集会②実行委員

会 
全労連幹事会（～２４日。高橋） 
４２回評議委員会（～２５日。田口） 
高知自治労連 59 回中央委（樫原） 
農民連トラクターデモ（中央公園集合） 
第２２回中央委員会 
憲法会議総会（高橋）、高知大学教組訪問（高橋、樫原） 
憲法会議宣伝署名（高橋、田口） 
④オルグ団会議（６名）、県原水協常任幹事会（高橋） 
駅前中内さん解雇事件①審判（田口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  県労連新年旗開き 

 

 

 

 

 

 

 

 

  県労連第 22 回中央委員会 

 

２月 
1 

 
2 
3 
4 

 
5 
6 

 
７ 
8 

10 
11 
12 
13 
14 

 
 
 
 

15 
 

16 
19 
20 

 

  
国鉄デー（１２人）、後期高齢者医療制度で県の健康副支部長と

話し合い（田口。社保協、高運連等） 
県医労連中央委員会（田口） 
県教組第１４６回中央委員会（高橋） 
嶺北労連組織拡大オルグ（樫原、田口、自治労連１人、医労連１

人、嶺北労連３人） 
駅前割賃裁判（13:30～、地裁）、共産党・緑心会との懇談 
②県国公との懇談（高橋、田口、一般１、医労連１、県国公４）、

２・１１宣伝行動 
エースワン未払い賃金第 10 回口頭弁論、２・１１宣伝行動、第

１０回執行委員会 
四国地区協（高知：高橋、樫原、田口） 
視覚障害者の雇用促進の会結成総会（田口） 
建国記念に反対する集い（３２０人） 
駅前観光・割賃裁判、革新懇代表世話人（高橋） 
社保協事務局会議、高知市政を考えるみんなの会総括会議（高橋）

駅前観光名誉毀損裁判第３回口頭弁論、事前調査（ジョブカフェ

等）、高知一般との債務問題での話し合い（田口）、ネットカフェ

体験（８名参加）、ミロク労組第３０回定期大会（樫原）、嶺北労

農大学（高橋） 
(有)ファクトリー前野由美子さん不当解雇事件第１回労働審判、

憲法会議事務局会議事務局会議（高橋） 

ＪＲ差別の全面解決を迫る四国集会（３５５名） 

憲法を守る「９の日行動」（県労連４名） 
国民大運動実行委員会代表世話人会議（高橋、田口、樫原。県地

域づくり支援課武内孝幸課長：「中山間地域の抱える課題と高知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

教育委員会高等学校課との懇談 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  県労働政策課との懇談 
 
 
 
 
 
 



 38

 
 

21 
22 
23 
25 

 
26 

27-29 
29 

 

県の取り組み」）、郵便局のみんなの会世話人会、２・２５集会

の実行委員会（高橋） 
憲法会議事務局会議（高橋）、⑪執行委員会 
⑤オルグ団会議 
四国ブロック働くものの学習交流集会実行委員会 
後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める集会（高知市役前広

場）、労働相談講座① 
③役員検討委員会（８人）、子連事務局会議（高橋） 
地域総行動 
女性部・春闘学習懇談会（１４人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 経営分析学習会 

３月 

1 
3 
4 

 
5 

 
6 
7 

 
8 

 
11 
12 
13 
14 
15 

 
 

18 
19 

 
22 
24 
25 
26 

 
28 

 
地域再生シンポ（自由民権記念館、６０人） 
子連代表者会議（田口）、四万十町組織拡大オルグ（樫原） 
労働局との懇談（高橋、樫原、田口、自交総連２人）、嶺北中央

病院組織拡大オルグ（樫原、田口）、いの健理事会(高橋) 
社会保険事務局申入れ（樫原、田口、岡原、中山）、③県国公と

の懇談（樫原、田口、国公３人） 
第１２回執行委員会 18:00～ 

四国総行動（国公３、自治労連２、医労連２、自交総連２、建交

労鉄道３、書記局３） 

国際女性デー、労働相談宣伝行動（県国公４人、医労連１、県労

連２） 

建交労轟組交渉（樫原、田口）、革新懇代表世話人会（高橋） 

県社保協事務局会議（高橋） 

労働相談講座（②経営分析の基礎講座、２２人） 

原水協常任理事会（高橋） 

子連・学テシンポと総会（シンポ８０人）、後期高齢者医療制度

撤回県民集会（ＲＫＣホール。３００人）、働くものの交流集会

実行委員会 

県労働委員会辞令交付式（田口）、県労委組織総会（田口） 

国民大運動世話人団体会議（福田高知短大名誉教授：「地域経済

の視点」パートⅠ）、第１３回執行委員会、県国公宣伝行動 

なんでも行政相談・労働相談（２４人参加） 

⑥労働相談センター役員会 

労働局交渉（樫原、岡原、田口、杉村、前田、一般１、県国公１）

③労働相談講座（労働委員会・労働審判学習会）、私学教組労働

委員会・あっせん（田口） 

第１回メーデー実行委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 子連・学テ問題シンポジウム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 子連・教育長との話合い 
 
 
 
 

４月 

2 
 

3 
10 
15 
16 

 
 

17 

 

みんなの郵便局を守る高知の会第２回世話人会（田口）、平和行

進実行委員会（高橋） 

労働委員会総会（田口）、労働委員会新旧懇親会（田口、前田）

労働相談講座④非正規問題 

民商県連との最賃問題での懇談（県労連７人、民商４人）、後期

高齢者医療制度中止集会（１５０人） 

憲法会議役員会（高橋）、国民大運動世話人団体会議（高橋、田

口。福田高知短大名誉教授：「地域経済の視点」パートⅡ） 

労働相談講座⑤「労働契約法」（高知城ホール、１５人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建交労・轟組解雇事件勝利集会 
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21 
 

22 
25 
28 

子連早朝宣伝（県庁前）、四電、運輸支局交渉（高松：高橋、建

交労鉄道２人、他２人）、公務労組連絡会学習会 

女性部「パート労働法」学習会（婦人会館 ２２人） 

最賃体験発表・討論会（２０人） 

メーデー前夜祭（４２人） 

 

 

 

５月 

1 
3 
6 
7 
8 

13 
14 
15 
16 
17 

17-18 
18 

 
19 
20 
21 

 
 

22 
22-23 

23 
25 
26 

27-28 
28 

29 
 

30 
31 

 

 

第７９回メーデー（８５０人）、労働委員会総会（田口） 

憲法を守る県民の集い（カルポート ４５０人） 

労働審判研修（樫原） 

憲法宣伝、知事懇談、南国市懇談、憲法地方自治学習会（２７人）

労働者派遣法問題での日本共産党高知県委員会との懇談 

全労連四国地区協（松山：高橋、田口） 

役員検討委員会（１１人）、憲法キャラバン（高橋） 

県学習協との懇談（樫原、田口。学習協３人） 

宿毛湾へのイージス艦寄港反対集会（３００人） 

若者雇用のシンポ（７０人） 

全労連女性部代表者会議（東京：前野） 

「高知民報」２０００号記念レセプション（高橋）、アスベスト

相談会（福祉交流プラザ、高橋、相談４件） 

南国労連定期大会（高橋） 

⑥労働相談講座 

宿毛湾へのイージス艦寄港への抗議集会、国民大運動世話人団体

会議（松谷朗県財政課長：、「高知県財政の現状と０８年度予算」）、

⑰執行委員会、憲法キャラバン（金子） 
憲法キャラバン（金子） 
全労連幹事会（高橋）、 
憲法キャラバン（樫原） 
平和行進引継ぎ（徳島⇒高知）、自治体問題研究所総会（田口）

革新懇代表世話人会（高橋） 
憲法キャラバン（田口） 
後期高齢者問題で知事懇談、労働審判事件（樫原担当） 
憲法宣伝（高橋）、憲法キャラバン（樫原、田口、金子）・嶺北中

央病院労組学習会 
第２次最賃デー、憲法キャラバン（金子） 
高知市網の目平和行進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 79 回メーデー高知県中央集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

  最賃生活体験発表会・討論会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 後期高齢者医療制度廃止を求める集会 

 

 

６月 
2 
4 
5 
7 

 
9 

10 
13 
14 
15 

 
憲法キャラバン（高橋） 
相互物流交渉（樫原、田口） 
労働委員会総会（田口）、⑱執行委員会 
県教組女性部定期大会（高橋） 
原水爆禁止四国大会（～８日、徳島市） 

憲法宣伝（田口） 

労働委員会労委労協（～１１日。高松） 

後期高齢者医療制度中止を求める集会 

過労死１１０番（樫原） 
県商連総会（田口）、革新懇総会（高知城ホール、９０名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 憲法キャラバン・高知市長と懇談 
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17 
18 
19 
20 

 
21 

 
21-22 

 
25 
27 
28 

28-29 
29 
30 

９条の会（高橋）、子連事務局会議（高橋）  

国民大運動実行委員会 

⑲執行委員会、憲法宣伝 

第３次最賃デー、労働局交渉、労働委員会四国３者会議（高知：

田口） 

高教組定期大会、全法務高知支部定期大会（田口）、日弁連・非

正規相談１１０番（２４件。樫原、田口） 

第４回働くもののいのちと健康を守る中国ブロックセミナー

（畑山） 

県社保協宣伝行動（田口） 

憲法キャラバン・土佐市（田口、自治労連２） 

勤評闘争５０周年集会（２５０人）とレセプション（１７０人）

県教組定期大会（田口） 

福祉保育労定期大会（田口）、県社保協総会 

第７回オルグ団会議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イージス艦の宿毛港寄港反対集会 
 
 
 

 

７月 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

 
9 

 
 

10 
14 
15 
16 
17 

18 

19 

 

23-25 

26-27 

27 

28 

29 

30 

31 

 

いの健理事会 

第５回役員検討委員会（１１人） 

⑳執行委員会、県労働委員会（田口） 

「深夜勤」裁判を勝たせる高知の会総会（樫原）、九条の会宣

伝行動、労働共済連全国代表者会議（高橋） 

県母親大会 

国民大運動 PT 会議（田口）、８・１５実行委員会、NTT 裁判（高

松：樫原） 

子連事務局会議（高橋）、革新懇代表世話人会議（高橋） 

憲法宣伝（高橋）、憲法会議事務局会議（高橋）、県社保協事

務局会議（高橋） 

みんなの郵便局を守る会議員要請行動（高橋、田口） 

４役会議 

革新懇代表世話人会議（高橋） 

国民大運動世話人団体会議（田口）、全労連幹事会（高橋） 

非正規労働相談ホットライン（１２件）、県労委総会（田口） 

原水協常任理事会（高橋） 

21 回執行委員会（議案審議）、憲法宣伝、第３６回自治体学校（～

20 日、四万十市） 

全労連定期大会（高橋、樫原、田口） 

はたらくものの交流集会 in 高知（宇佐：８３人） 

高知一般大会（田口）、自交総連組織対策（樫原） 

反貧困キャラバン実行委員会（田口） 

年金者組合大会（田口）、憲法宣伝（高橋） 

県労委あっせん（田口） 

世界平和労組会議（東京：田口。～８/１） 

 

 

 

 

 

 

 

若者雇用シンポ 

 

 

 

 

 

 

 

 

働くものの交流集会 in 高知 

 

８月 
6 
7 
8 

 

最賃意見陳述（労働局）、４役会議 

執行員会 

全労連四国地区協議会（高橋）、高知一般前野さん、中内さん勝利集

会、選挙管理委員会 

 

 

 


