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２００９年度 高知県労連 
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第 1 号議案 

２００９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 21 回定期

大会で、運動の軸足を「職場」と「地域」に定

め、社会的に支持される運動を展開する方針を

確立した。 

職場内では合意協力型・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。08 秋闘、09 春闘を通して地

域組織と地域運動の新たな展開をめざしてき

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。 

 組織面では執行委員会の団結強化、地域組織

の確立、青年部の確立などを進めてきた。 

労働相談センターも専任化２年目に入り、

「一人から組織へ」を方針に加え、組織化を目

指してきた。 

 今年は高知県労連結成 20 周年の節目の年で

あり、20 年間の運動に確信を持ち、新たな 10
年のスタートを切る年でもある。 

また、新たな政治情勢の下で労働者・国民の

要求実現へ向けた政治闘争が政治を動かす状

況が強まっていく。 
以下具体的総括を行い、課題を明らかにし、

節目の年にふさわしい飛躍への方針を共に作

り出さなければならない。 
 

 
 

 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．年末一時金の取り組み 

妥結状況は、別表の通りである。 

 高知県人事委員会は 10 月 14 日、月例給は

500 円加算の改定・一時金は改定見送りの勧告

を行った。勤務時間短縮については見直しを適

当としながらも時期、時間を示さず、非正規職

員の改善については言及なしかった。 
 県教組、高知自治労連は確定闘争で奮闘した。 
 
２．０９春闘の取組みの経過と教訓 

「反貧困・生活危機突破の大運動で、変えるぞ

大企業中心社会」をスローガンに取り組みを進め

た。 

○12 月 6 日に０９春闘討論集会を高知城ホー

ルで開催し、50 名が参加した。高知大学人文

学部の鈴木啓之教授が、「高知の地域再生を考

える」と題して講演、地域運動や職場闘争の交

流を行った。 
１月 25 日に第 23 回中央委員会を開催し「春

闘方針」を決定した。 

＜春闘前段の行動＞ 

○全県キャラバン行動を2月16日～25日の間に

行い、自治体の非正規職員の処遇改善、入札制

度の改善、公契約条例の制定を執行部に求め、

議会には①若者の正規化、②臨教の処遇改善、

③最低賃金の引き上げ、④公契約条例の制定、

⑤最低保障年金の確立、⑥国の出先機関の統廃

合反対の6本の決議を求めた（決議の状況は別

紙資料参照）。 

○経済情勢をどう見るか、高知県経済の建て直
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し、経営姿勢などでの経営者懇談をすすめた。

2月9日には特殊製鋼所の井戸社長、2月10日に

はこうち生協の佐竹専務、3月6日には高南はイ

ヤーの岡田社長と懇談を行った。 

年金者組合は3月19日、全国で「年金一揆」

に立ち上がり、高知では組合員40名が、四国

銀行前でのプラスター宣伝やグリーンロード

での署名・宣伝行動を展開し年金の緊急引上げ

などを訴えた。 
郵産労高知支部は、3 月 23 日午前 8 時から

１時間 2 名の組合員が民営化後はじめての指

名ストに入った。県労連、県公務労組連も参加

して支援集会を開催した。 

3 月 3 日には四国総行動を実施、ＪＲ四国本

社、高松国税局、四国地方整備局、人事院四国

事務局に要請を行った（四国経産局、四国電力

には 5 月 10 日実施）。 
3月 6日には、労働相談講座の一つとして「経

営分析と労働組合」を開催し、徳島労連書記長

（ＪＭＩＵ徳島地本委員長）の森口英昭さんを

講師に、労組としての経営分析の視点と基礎を

学んだ。 

 また、県労連として経営分析の基礎資料の提

供なども進めた。 

 

３．夏季一時金の取り組み 

妥結状況は別表の通り。全体として厳しい

経済情勢にありながら、後退を最小限に食いと

め、踏ん張った成果といえる。 

人事院が民間の夏季一時金の「厳しい」状

況を踏まえ特別調査を行う方針を打ち出した

ことから、4 月 17 日には全労連四国地区協と

各県の公務労組で人事院四国事務局に申入れ

を行った。 

5 月 1 日に人事院が「0.2 ヶ月の夏季一時金

凍結」を勧告したのを受け、県公務労組連は

5 月 11 日に県人事委員会と交渉を持ち、人事

院に追随しないよう申し入れた。しかし、県

人事委員会は 5月 14 日に「0.175 ヶ月の凍結」

を勧告。県公務労組連は直ちに抗議声明を発

表した。 

 5 月 15 日には、県労連と合同で早朝宣伝行

動を実施し、給与条例が審議される臨時県議

会へ向けて各会派への申入れ行動を県労連と

合同で実施した。 

人事院は 8 月 5 日、現行 4.5 カ月の期末・勤

勉手当を過去最大の 0.35 カ月引き下げる方針

を固めた。 

人事院の代償機能が益々低下する中、公務員

の労働基本権獲得の闘いが重要になっている。 

 

 

 

一時金の妥結状況 

０９年 ０８年  

夏 冬 夏 冬 

ミロク労組 1.5 ヶ月 1.5 ヶ月 1.65 ヶ月＋25,000 1.65＋25,000 

特殊製綱所労組 35 万円（組合員平均）  51 万円（組合員平

均）＋一律 2 万円 
63 万円 

宇治電労組 年間７０万円（夏 35 万円、冬 35 万円） 120 万円（組合員平均） 

全日赤 1.95 ヶ月＋傾斜配分  2.0 ヶ月 2.5 ヶ月 

健保 2.1 ヶ月  2.1 ヶ月 2.5 ヶ月 

厚生連 1.65 ヶ月＋10,000 円  1.65 ヶ月＋10,000

円 
1.7 ヶ月 

精華 正 1.85１ヶ月  1.85 ヶ月 2.5 ヶ月 

医生協 正 1.0 ヶ月＋10,000 円、

臨 0.4 ヶ月、パ 0.1 ヶ月 

 正 1.0 ヶ月。臨・嘱

0.4。パート 0.1 

正 1.0 ヶ月+10,000

臨 ・ 嘱 0.4+5,000

パート 0.1+5,000 

高陵 年間 4.5 ヶ月 1.8 ヶ月 2.2 ヶ月 

同仁 年 3.9 ヶ月＋8,000 円 1.7 ヶ月 2.2 ヶ月 

こうち生協 

 下段定時職員 

1.07 ヶ月 

0.72 ヶ月 

 1.1 ヶ月 

0.85 ヶ月 

1.2 ヶ月 

0.8 ヶ月 

郵産労 2.15 ヶ月＋5,000 円 2.25 ヶ月 2.15 ヶ月＋15,000 2.25 ヶ月＋10,000
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ＪＲ四国（建交労鉄道） 2.15 ヶ月  2.39 ヶ月 2.3５ヶ月 

四国メンテナンス 1.48 ヶ月＋20,000 円    

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  

土佐希望の家 1.53 ヶ月  1.815 ヶ月 1.985 ヶ月 

くすのき園 1.5 ヶ月  1.5 ヶ月＋2 万円 2.4 ヶ月 

土佐清風園 2.1 ヶ月  1.47 ヶ月 1.7 ヶ月 

高知市民間保育 1.91 ヶ月  2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 

かがみの育成園 1.91 ヶ月  2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 

愛仁園 1.91 ヶ月  2.11 ヶ月 2.31 ヶ月 

ぐりんぱセネカ   労使協議中  

国 2.125 ヶ月  

※0.2 ヶ月凍結 

 2.125 ヶ月 2.375 ヶ月 

県 2.125 ヶ月 

2.11 ヶ月 

※0.175 ヶ月凍結 

 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。 

注）ジェイアール四国メンテナンスには年度末一時金があり、H20 年度は 0.4 ヶ月＋5,000 円であった。 

 

賃上げの状況 

組合名 ０９年妥結 ０８年妥結 

ミロク製作所労組 4,000 円 4,000 円 

特殊製作所労組 ３,３00 円 5,000 円 

宇治電労組 定昇 4,500 円 

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。 

全日赤 定昇 労使協議中 

健保 定昇＋臨時金 1,000 円 労使協議中 

厚生連 定昇 昇給 4,643 円（1.9％)  

精華 定昇＋職種により初任給改定 3,498 円・定昇 

医生協 定昇 定昇 

高陵  定昇凍結・若年者改善。通手改善 

同仁 1,200 円 昇給平均 1,500 円最低 1,000 円 

こうち生協 定昇 定昇  

郵産労 定昇 定昇（2％程度）＋600 円 

ＪＲ四国（建交労鉄道） 定昇 5,083 円（1.67％） 

四国メンテナンス（同上） 1.900 円(ベア 900 円)  

高知市環境事業公社  労使協議中 

学校生協  県準拠 

土佐希望の家 初任給アップ、賃金制度改悪 定昇 

くすのき園 定昇。特勤手当を基本給に。 定昇 

土佐清風園 定昇 定昇 

高知市民間保育 定昇 定昇 

かがみの育成園職労 定昇 定昇 

愛仁園 定昇 定昇 

（有）ぐりんぱセネカ 手当一部改善 労使協議中 

（社福）てくとこ会 臨時職員の一部正職員化 定昇（3,000 円） 
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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）は 10 月 5 日に総

会を開催し、セクハラ・パワハラの学習講演会

を行った。 

11 月 22 日には過労死弁護団などが「過労

死１１０番」を実施した。6月 20 日には、い

の健センターがアスベスト相談会、過労死弁

護団などが「過労死１１０番」を実施した。

県労連もそれぞれ相談員を派遣した。 

 県労連は初級労働組合講座の一つとして「労

安法」の学習会を県国公・全労働高知支部の協

力で開催した。 

 7月4日～5日には「第1回働くもののいのち

と健康を守る中四国セミナー」を高知で開催、

成功させた。 

②非正規の処遇改善 

11 月 6 日、「若者雇用の改善と入札制度の見

直し」の要求で高知県の関係各課と話合いを持

った。 

12 月 9 日には若者雇用の問題で労働局と交

渉し、「派遣切り」、「内定取り消し」をさせな

い実態の把握と指導を求めた。 

12月 18日には高校生の内定取り消し問題で

県教委に国民大運動、高教組連名で申入れを行

った。 

高知カシオが 2 月 24 日に期間工、派遣社員

約 90 名の（雇用）契約を終了すると発表した

のを受け、県労連は 3月 4日、カシオ工場前で

の宣伝行動や南国市、高知県、労働局への要請

行動を展開し、派遣切りの中止や特別対策を求

めた。 

3 月 9 日高知弁護士会が「全国一斉派遣切

り・雇い止めホットライン」を開設、県労連も

相談員を出すなど協力した。 

09 春闘の全自治体キャラバンでは、自治体

職場の非正規労働者の処遇改善を当局に求め

た。 

③県内の雇用調整助成金等に関わる休業状況

は下表の通り。 

 県労連関係では、宇治電、ミロク、特殊の各

労組では休業を実施している。 

 非正規切り問題では宣伝行動や行政交渉に

果敢に取り組み世論喚起をするなど、「県労連

ここにあり」の姿を組織の内外に示したと言え

る。今後は、これらの取り組みをいかに組織化

につなげるのかが課題である。 

 

  12 月 １月 ２月 ４月 

大企業 0 566 946 917

中小 306 858 1,821 6,749
高

知
合計 306 1,424 2,767 7,666

大企業 1,450 289,813 711,002 802,046

中小 7,423 589,801 1,154,790 1,732,807
全

国
合計 8,873 879,614 1,865,792 2,534,853

 

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。 
最賃問題での労働局との話合いは、3 月 18

日、4 月 22 日、6 月 18 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。 
委員選任問題では、今年も 5名全員連合独占

となった。5 月 27 日付けで「審査請求」を厚

労大臣に対して行った。 

昨年も「審査請求」を行ったが、事情聴取は

今年の 1 月 17 日と遅れ、裁決書の交付は 3 月

12 日までずれ込み、結果は却下であった。 

現在、不当任命取り消しの裁判の準備中であ

る。 

 全労連が提起する第 1 次最賃デーの 4 月 22

日にはハローワーク前で宣伝を行い、その後労

働局と交渉を行った。第2次の5月15日には、

県庁前で早朝宣伝を行い、その後宣伝カー3台

で市内宣伝を行った。6 月 18 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。その後四国銀行前、グリーン・ロ

ードで 630 分のハンスト座り込みと宣伝行動

を行い、「最低賃金をせめて 1000 円以上に」の

訴えを行い、世論を喚起した。また、県の経営

者協会に申入れ、懇談を行った。 

 7 月 21 日には、元ケースワーカーの立場か

ら南国自治労連の溝渕博生氏（県労連青年部

長）が意見陳述を行い、生活保護との比較の際

の基準の取り方における中央最低賃金審議会
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（中賃）の考え方の矛盾点を指摘し、生活保護

の実態についても訴えた。 

 最賃の大幅引き上げを求める意見書決議は、

12 の市町村議会で上がり政府機関や高知労働

局に意見書が送付された（別表）。 

 中賃は 7 月 29 日、最賃引上げの目安を答申

した。最低賃金が生活保護基準を下回る 12 都

道府県については 2～30 円の引上げを示した

ものの、「上回る」35 県については「現行水準

維持」という極めて不当な内容である。 

 これを受けて地賃は 8月 5日、最低賃金を 1

円引き上げて 631 円にするという答申を出し

た。県労連として直ちに『談話』を発表し、遺

憾の意を表明するとともに、8月 7日に異議申

し立て書を提出し、労働局と交渉を行った。 

運動の飛躍のためは審議委員の獲得がどう

しても必要であり、裁判闘争を含め取り組みを

強化する必要がある。 

 

 
 
 

 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 

 

構造改革路線の破綻がいよいよあらわにな

り、「年越し派遣村」に象徴される私たちの運

動で大企業中心社会を告発し、社会保障の削減

路線に一定の歯止めをかけてきた。 

政策転換を迫る運動をより一層強化し、選挙

目当ての「バラまき」（政策）を乗り越えて、

格差と貧困の解消、地域を守る政策の実行を迫

る必要がある。 

 
①医療・福祉を守る取組み              

○県社保協・高運連は昨年 10 月 20 日から 29

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。後期高齢者医療制度の廃止、療

養病床の廃止反対、国保証の取上げ反対、とり

わけ滞納世帯の子どもの医療が奪われる事態

がないよう求めた。  

全国の運動の高まりによって後期高齢者医

療制度の廃止法案は参議院で可決され、衆議院

で継続審議となっている。 

高知県では実行委員会形式で後期高齢者医

療制度の廃止を求める運動を展開してきた。年

金からの保険料天引きの日にあわせて昼休み

集会等を継続し、今年 6月 15 日には 10 回目の

集会を持ち、篠崎次男さんを講師に迎え学習と

決起の場となった。 

この間、共同が大きく広がり、昨年 10 月 13

日には後期高齢者医療制度廃止「生きるなと 

いうなら もっと 生きてやる」集会を高新文化

ホールで開催され、県医師会、高知市老人クラ

ブ連合会、四万十市老人クラブ連合会、土佐清

水市身体障害者連盟が協賛団体となるなど共

同の輪が広がった。 

○療養病床の廃止反対では、県社保協・高運連

を中心に高知県内の療養病床 4000 床の廃止計

画を中止し、「行き場のないお年寄りを 1 人も

出さない」ことを求める署名に取り組み、昨年

12 月 4 日の署名提出を皮切りに、今年 4 月 27

日には小田切地域福祉部長に署名第２次分を

提出した（署名のトータルは 14,999 筆に到達）。 

昨年 10 月の第 5回広域連合議会には、10 名

の議員中 3 名が後期高齢者医療制度の廃止を

求める意見書決議を提案。結果としては 3対 6

で否決されたが、大きな前進であった。 

○２月 21 日、地域医療について住民と一緒に

考えようと、大月町職労などで作る実行委員会

主催で「地域医療を考えるシンポジウム」が開

催された（県労連、高知自治労連共催）。シン

ポジウムは、町が作り上げてきた「保健‐医療

‐福祉‐介護」の四位一体のネットワークの重

要性を確認するとともに、住民の暮らしの中で

の町立病院の役割を考える場となった。 

○県社保協総会は6月13日に総会を開催した。

高運連は 5月 8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。 

○保育分野では、毎年、公的保育制度を守り、

拡充する運動が取り組まれている。昨年秋から
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とりくんだ国会請願署名は、集約数 64,360 筆

（全国で 250 万筆）を集約し、第 170 臨時国会

では衆参両院で全会一致で採択された。 

 今年 2 月 24 日、厚生労働省・社会保障審議

会少子化対策特別部会は「次世代育成支援のた

めの新たな制度体系の設計に向けて」と題する

「第１次報告」をまとめ、市町村が直接保育を

提供（保育の現物給付）する責任をなくし、直

接契約、直接補助方式を導入する公的保育制度

解体案とも言える「今後の保育制度の姿－新た

な保育の仕組み－」を基本に今後、制度の詳細

設計に入ることを提案した。新たな保育の仕組

みは、介護保険制度と同じ仕組みを持ち込むも

のである。国、今後一年間で制度の詳細を決め、

2010 年の通常国会に法案を提出し、2013 年よ

り新制度を実施しようとしている。認定子ども

園の拡大もすすめられている。 

○障害者自立支援法が施行されて約 3 年が経

過したが、この間、実施状況の深刻さが浮き彫

りになり、改善を求める障害者関係団体の共同

行動によって利用料負担の軽減等の見直し策

を講じさせてきた。 

  しかし、一連の見直しは限定的なものであり、

何よりも障害が重い人ほど負担が重くなる応

益負担の問題、事業の継続を躊躇せざるをえな

い報酬単価の問題など法・制度上の根本的な問

題を解消するものにはなっていない。 

 現在、政府・厚生労働省は、障害者自立支援

法の「3年後の見直し」作業をすすめ、通常国

会に提出しようとしているが、多くの障害者団

体は法律の廃止を強く要求している。 

 折しも国連・障害者権利条約の批准にむけた

国内法の見直しも進められており、取り組みの

一層の発展が求められている。 

 

 
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 11 月 14 日副知事交

渉と教育長交渉を行った。副知事交渉では 24

課の課長も出席、策定中の産業振興計画等県政

の中心課題で意見をたたかわせた。 

 国民大運動ではこの間、県政と真正面から向

き合うということで県の財政課長や地域づく

り支援課長を招いての学習会、2日間にわたる

夏期の集中学習会など 6 回にわたる学習会を

積み重ねてきた。 

 県は、今年 2 月 17 日、産業成長戦略と地域

のアクションプランからなる産業振興計画を

まとめた。要求実現へ向け、交渉の総括に立っ

て、産業振興計画の評価をきちっと行い、対案

を示しながら県交渉を軸に運動を組み立てる

ことが求められている。 

また、国民大運動実行委員会として 11 月 14

日には、250 人の参加で「生活危機突破の県民

集会」を開催した。 

今年 2 月 13 日には「１日総行動」と位置づ

け、県労連の早朝宣伝、高知市内宣伝行動、国

の出先機関への申入れ、後期高齢者医療制度の

廃止と療養病床削減反対の昼休み集会、そして

国民大運動実行委員会主催で「生活危機突破の

県民集会」を開催し、100 名が参加した。 

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を更に発展させ

る必要がある。各加盟組織と地域での要求運動

の積み上げ、それに裏打ちされた総合的な政策

の確立が求められる。 

 

③地域を守る共同の取組み             

○08 年春闘で県政課題に真正面から向き合う

ことを掲げ、若者雇用と地域再生に取り組んで

きた。08 年秋には地域組織の再構築を目指し、

地域組織のオルグを行った。その際、県教組の

郡教組会館を地域運動の砦にしようと呼びか

けた。09 春闘では、全県キャラバンを行った。 

 そして、「単なる交流ではなく、運動の理論

化、発展方向を探る」ことを目的に、県労連

として初めて「地域運動交流集会」を 5 月 23

日に開催した。09 秋闘での地域運動の飛躍を

目指す意思統一を行った。 

○県労連と県国公は 12 月 26 日、地方分権改革

推進委員会の第 2 次勧告を受けて県企画部地

方分権課へ申入れし、意見交換をおこなった。 

 2 月 13 日には県労連、県国公で高知港湾・

空港整備事務所、高知河川国道事務所、高知法

務局、高知労働局、土佐国道事務所を訪れ、「国
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の出先機関の統廃合、人員削減に反対し、国民

サービスを守り、地域を支えていこう」と申し

入れと懇談を行った。 

また、5 月 23 日の地域運動交流集会では国

公労連秋山書記次長から「地域再生の未来像を

考える ～道州制・地方分権の先に見えるもの

～」と題した講演を受け、国と地方の将来的な

関係を見据えた地域運動の展開について考え

た。 

○みんなのための郵便局を守る高知の会は、一

昨年 10 月 1 日の民営化以降、民営化の見直し

を求める運動を展開してきた。 

 昨年 12 月から「郵政民営化に関する住民ア

ンケート」に取り組み、四国四県で 151 通を集

約、民営化によるサービス低下の実態を浮き彫

りにした。 

守る会は1月11日には第8回総会を行った。 

民営化の抜本的見直しを求め、4 月 3 日、9

日に国会議員、政党県組織へ申入れを行った。

また、4月 3日には県簡易郵便局連合会会長へ

の申入れ、懇談も行った。 

○昨年 10 月 28 日から 11 月 18 日まで子連（子

どもと教育を守る高知県連絡会）の主催で教育

キャラバンが取り組まれ、36 の教育長と学テ、

学区制、統廃合、県教委の教育政策等の問題で

懇談を行った。このキャラバンの成果の上に立

って、11 月 14 日に国民大運動で中澤教育長と

交渉を持った。 

昨年の 12 月県議会に教育環境の整備や私学

助成の拡充を求める「ゆきとどいた教育をすす

める署名」76,190 筆を提出した。 

11 月 22 日には「高校入試『学区制』撤廃を

考えるつどい」が高知城ホールで開かれ、70

名が参加した。 

県教委は 11 月 25 日、東部・高吾・幡多学区

は 2010 年度入試から撤廃、高知学区について

は段階を踏んで 2012 年度入試から撤廃するこ

とを決定した。 

「子どもと教育を守る幡多地区連絡会」主催

の「学校統廃合を考える懇談会」が今年１月

11 日、大月町弘見の中央公民館で開催した。 

 6 月 13 日には「学校統廃合」問題を考える

討論会が実行委員会の主宰で開催され、60 人

が集まり成功した。「学校統廃合問題を考える

連絡会」を正式発足させた。 

県教組・高教組は新婦人高知県本部と共同し

て、高校教育費問題に取り組み、本年３月県議

会で、授業料減免制度の周知徹底、授業料滞納

者への通知内容の改善、振り込み奨学金からの

引き落とし制度などの改善を実現した。 

県教委は今年 5月「教育振興計画」の中間ま

とめを発表し、パブリックコメント（PB）を募

集した。県教組、高教組は組織討議を行い PB

を提出、関係組織や個人にも提出を呼びかけた。 

県の産業振興計画と対をなすもので、これと

同向き合うかが問われている。 

○母親運動連絡会は戦後 55 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 6月 21 日に県集会を 11 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、9月に県との話し合いをするこ

とになっている。 

08 年度は、四万十町、高知市、中芸地区（奈

半利町、北川村、田野町、安田町、馬路村）、

須崎市、安芸市芸西地区、四万十市、南国市、

土佐清水市、大月町、室戸市、宿毛市、本山町、

佐川町、春野町、香南市、土佐市、香美市、い

の町、中土佐町の合計 19 地域で開催された。 

 また、12 月 8 日には 1981 年以来毎年県各地

で「赤紙」を配り、「反戦」「平和」を訴えてい

る。 

 

 これらの貴重な運動が地域で横につながれば、

「単なる足し算」ではない大きな力が発揮できる。 

そのためには、それを裏で支え、核としての役

割を果たす地域労連の活性化が決定的に重要

である。 
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 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自衛隊は海外派兵の体制作りの一環として

国内の基地の強化に乗り出し、四国では香川県

にある陸上自衛隊第２混成団を 14 旅団に格上

げし、2010 年 3 月には第 50 普通科連隊（700

人規模）を香南市香我美町に配備しようと基地

建設を進めている。 

昨年 9 月 14 日、県労連カー、県教組カーに

県革新懇、平和委員会、県教組のメンバー15

名が分乗し、12 カ所で宣伝を行った。11 月 7

日にも第 2回目の宣伝を行った。 

また、12 月 8 日には岸本の施設隊（約 55 人）

が 3 回目の市街地行軍を行った。12 月 5 日に

香南市岸本の自衛隊に抗議の申し入れを行う

とともに、当日は県労連など民主団体で早朝か

らの抗議行動を展開し、マスコミも大きく取り

上げ。 

②女性 9 条の会は、10 月 2 日「渡辺えり講演

と音楽の夕べ」を RKC ホールで開催し、800 人

が参加した。また、「新テロ特措法延長反対昼

休み集会」が、10 月 30 日高知市役所前で開催

され、50 人が参加した。 

経済同友会終身幹事の品川正治さんを講師

に迎え、「こうち九条の会」結成４周年を記念

した講演会が 11 月 1 日、RKC ホールで開催さ

れ 500 名が参加した。 

堤未果氏を迎えての「12・8 平和のつどい」

には 350 人が集まった。 

 さらに、今年 2月 11 日、「２・１１『建国記

念の日』に反対するつどい」が実行委員会主催

で開催され、170 人が集まり、同日高知女子大

で開催された「世界の宝－日本国憲法を活かそ

う！」と題した伊藤千尋さん（ジーナリスト）

の講演会には 200 人が詰め掛けた。 

 現在、「9条の会」は全国で約 7443 組織、高

知県で 50 組織が結成され、活動を行っている。 

 憲法会議、平和委員会などで「憲法署名」に

取り組み、今年 2月 18 日現在、県下で 76,638

筆に達している。※最新の数字を入れる！ 

③四国の山中において米軍の低空飛行訓練が

行われ 12 月 11 回、１月には 24 回 29 機、2月

には 13 回 24 機が飛来している。住民の生活と

安全を脅かす低空飛行訓練に対して、引き続き

抗議の声を強めなければならない。5月25日、

日本共産党高知県委員会や県平和委員会など

で県に申入れを行った。  

④原水協が提起する平和行進や原水禁四国大

会（6 月 13、14 日高松、400 人）、世界大会へ

の参加の取組みを進めてきた。 

 

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、政治革新をめざ

す共同の輪を広げている。6 月 14 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。 

 現在、県下に 20 の職場･地域革新懇を持って

いる(大月、宿毛、中村、西土佐、大正、窪川、

佐川、朝倉、かもだ、旭、中部、北部、潮江、

高南、香美、安芸、金融、郵便)。 

②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。 

③平和運動は県労連として取り組みの強化が

求められる分野である。 

 また、政治革新の取組みにおいては、要求実

現の観点から県労連として積極的に取り組む

ことが求められている。 

「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。 
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 ４．織拡大、強化の取り組み 

 

 

１）各加盟組織での取り組み               

9 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(10 月を準備

期間)に設定、組織拡大に取り組んだ。また、

地域運動の強化を意思統一した。 

 5 月末の組織現勢は、○○人である。この 1

年間に 88 人の減少であった。増加した組織が

5、減少組織が 8、プラスマイナス・ゼロの組

織が 6組織となっている。年金者組合は目標の

800 人には及ばなかったものの 149 人、25.2％

の組織拡大を達成した。年金者組合を除けば、

増加組織も微増に留まっており、困難な中で組

織を維持しているのが現状である。また、プラ

スマイナス・ゼロの組織の中には、組織現勢を

必ずしも正確に把握できていない組織もある

ことを留意する必要がある。減少組織で大きか

ったのが福祉保育労で、法人自体の経営困難の

影響を組合組織も受けているのが原因である。

公務関係労組は定員削減の影響を受けている。 

 公務労組がマイナス 117 人。民間労組がプラ

ス 29 人となっている。民間労組も年金者組合

を除くとマイナス 120 人となる。 

 この間の減少傾向に歯止めがかかっておら

ず、非正規、未組織職場の戦略的組織化ととも

に、既存組織における発想の転換を含む組織拡

大方策の強化が求められている。 

 

２）労働相談センターの活動                 

10 月 6 日に労働相談センターンの総会を開

催し、相談体制の強化、組織拡大の推進の方針

を確立した。センターの独自目標として①労働

相談受付件数 250 件以上、②相談を通じた直接

の組合員拡大 50 人以上、③②を含む組合員拡

大 150 人以上」を掲げた。 

 12 月 12 日に「労働相談ホットライン」（14

件）、12 月 13 日に「なんでも行政相談」（27

件。県国公との共催）、2月 20 日、21 日に「労

働相談ホットライン」（16 件）、3月 15 日に「行

政なんでも相談」（32 件）に取り組んだ。4 月

28 日のメーデー前夜祭でも相談活動を行った。 

 08 年の年間相談件数 200 件に対して、09 年

は 1～6 月期で既に 150 件に達しており、労働

相談センターが社会的に認知されてきたと言

える。相談ルートとしては電話帳に加えホーム

ページを見ての相談が増えている。 

組織化については、相談を通じた組織化が 1

組合で 20 人、個人加盟が 8人で計 28 人であっ

た（前年は 3 組織 21 人。その後の拡大分含め

100 人であった）。相談件数が増える中で組織

化の飛躍を作り出すために外的な要因、主体的

な要因について分析を進め対策をとることが

重要となっている。 

特に、相談体制、受け皿問題について「ロー

カルユニオン」として位置づけている高知一般

との連携体制の強化に向けて協議を進める必

要がある。 

 オルグ団・争議対策委員会は今年は 3 回

（11/5,3/11,4/8）しか開催できず、集団指導

体制の確立へ向け、定期開催に留意する必要が

ある。 

更に 09 年度以降の労働相談センターの方向

として、財政の独立運営の方針を提起し、組織

合意を図ってきた。 

労働相談センターの活動を組織化により的

（マト）を絞ったものに仕上げていくことが重

要である。 

 

３）救援規程の新設                  

救援規定を今年 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。 
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労働相談実績 

 08.1-12 09.1-6  08.1-12 09.1-6 

男性 102 75 解雇 44 38 

女性 97 75 退職の強要・勧奨 8 9 

不明 0 0 賃金・残業等未払 54 35 

小計 199 150 労働契約違反 0 0 

正社員 22 73 社会・雇用保険 11 9 

パート・契約等 31 15 配転・出向・転籍 3 2 

臨時・嘱託 3 2 労働条件切リ下げ 2 1 

派遣・請負 13 17 労働時間・休暇 19 11 

その他 0 13 セクハラ・いじめ 6 8 

不明 130 30 倒産・工場移転 0 0 

小計 200 150 労災・職業病 10 9 

   組合結成・加入 7 2 

   その他 24 26 

   不明 11 0 

   小計 199 150 

 

３）争議支援の取組み                  

＜和解が成立した事件＞ 

高知一般関係では四国毎日広告解雇事件、ア

イエス紙業不当解雇事件、モデルハイヤー解雇

事件、駅前観光田口さん割増賃金未払い事件（4

月 14 日最高裁で上告棄却で勝利）、私学教組の

土佐女子高校解雇事件、明徳義塾の解雇事件、

自交総連県観光労組解雇事件、県医労の島津ク

リニック解雇事件が解決した。 

県労連と当該単産、単組との連携をより密に

し、一日も早い争議解決へ向けて力を集中して

いく必要がある。 

 

 

＜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 
09 年 3 月 25 日、高知地裁で勝利判決が出される。現在高松高裁で控訴審（7月 17 日第 1回弁論）。
  

２．駅前観光関連事件 
①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） 
08 年 9 月 26 日に高知地裁で勝利判決（会社側訴訟の棄却）。 
②駅前観光路線バス労働者未払い裁判（提訴 07 年 12 月） 
③㈱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） 
 09 年 5月 18 日最終尋問。命令待ち。 
④ホテル支部中退共加入差別事件（地裁で 6回の口頭弁論） 
自交総連 
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（06 年 2 月提訴）
08 年 3 月 25 日、高知地裁で勝利判決が出される。 
09 年 6 月 11 日、高松高裁控訴審判決でも勝利。 

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 22 年目。東京地裁は

国労の鉄建公団訴訟と全動労事件で国鉄の不

当労働行為を認定している。 

3 月 25 日、国労の鉄建公団訴訟の控訴審判

決が東京高裁民事第 17 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。 

昨年 12 月 13 日、徳島県三加茂町で国鉄闘争

の勝利をめざす「人らしくフェスタ in 四国」
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が開催された。主催は、国労四国本部、建交労

四国鉄道本部、国鉄闘争四国共闘会議で 370

名が参加した。 

2 月 16 日、「国鉄闘争の早期解決をめざす

２・１６集会」が人権啓発センターで開かれ

160 名が参加し、県労連を代表して高橋委員長

が挨拶した。 

昨年 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                                                   

 

＜執行委員会＞ 

 執行委員会は、原則月 2回開催し、出席率

は 68.4％と多忙な中で結集を強め、県労連

の指導部隊として役割を強化している。 

 内容も報告、連絡から、企画や戦略的課題

の討議に重心を移している。 

 翌日には執行委員会の報告を全加盟組織

に伝達してきた。 

 今後も、日常的なホウ・レン・ソウ（報告、

連絡、相談）の強化を前提に、執行委員会の

中身を組織全体を見渡しての戦略的な課題

の討議に集中していくことが重要となって

いる。 

＜女性部＞ 

 女性部は 10 月 24 日に第 20 回定期大会を開

催し 30 名が熱心な討議を行った。 

 11 月 24 日には「はたらく女性の交流集会」

を 100 名の参加で成功させた。 

3 月 8 日、国際女性デーに取り組んだ。  

 6月 21日の第 55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。 

 多忙化の中で執行委員会の定期開催と各加

盟組織での女性組織の確立が課題となってい

る。 

＜青年部＞ 

 第 15回定期大会を4年ぶりに5月30日に開

催し、体制を整えた。6 月 22 日には第１回の

常任幹事会を開催し、新メンバーで船出した。 

6 月 27 日、28 日の働くものの交流集会を徳

島で開催し、成功へ向けて貢献した。 

 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。 

＜地域組織＞ 

地域運動の活性化と地域労連の確立を目指

して、地域オルグを行った。安芸地区（9月 25

日）、土長地区（9 月 30 日）、香美地区（10 月

1 日）、幡多地区（10 月 8 日）、高岡地区（10

月 9 日）。県教組の郡教組会館を「地域運動の

砦に」の方針の下、県教組の協力を得て成功さ

せた。 

南国労連は5月22日に第17回定期大会を開

催し、新たに福祉保育労・土佐清風園分会を組

織に迎えた。 

土佐清水労連は7月3日に定期大会を開催し

た。 

＜学習運動＞ 

労働組合講座を県労連、県労連青年部、労働

相談センター共催で開催した。初級２講座（①

労働組合の基礎、②基準法、労働安全生成法の

活用）、中級２講座（①労働相談と労働諸法、

②）労働相談と生活保護）、特別２講座（①経

営分析と労働組合、②共済活動と福利厚生活

動）の計６講座で延べ 100 名以上が参加した。 

 また、大会方針に基づき講師登録を行った。

今後登録した講師の派遣活動を行い、各組織で

の様々な形態での学習運動を強化することが

必要である。 

＜宣伝活動の強化＞ 

ＨＰ・メールによる県労連方針の宣伝と各組

織を含む（組合間、組合員間の）双方向ネット

ワークの構築を目指してきた。ＨＰは、7月末

で 47,000 アクセスを達成し、年間 2 万アクセ

スとなっている。 

現在、加盟組織では県教組、高教組、高知自

治労連、県医労連、高知一般がＨＰ及びブログ

を設けている。ＩＴ活用の飛躍を目指して交流、

学習、研究の必要性が出てきている。 

ＨＰを見ての労働相談も増えている。 
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昨年 11 月には宣伝カーを買い替え、宣伝用

テープも作成し、労働相談センターの案内宣伝

を強化した。 

11月23日の勤労感謝の日に毎日新聞高知版

に労働環境の改善を訴える意見広告を掲載し

た。 

□県公務労組連絡会は2月2日に総会を開催し

た。夏季一時金の凍結問題で人事院四国事務局、

県人事委員会への申入れ等を行った。 

 

労働共済の取り組み状況                  

 こうち労働共済の加入状況は、県労連書記局、

高知一般、年金者組合、郵産労の構成で、下表

の通りである。 

 まだまだ、初歩的な段階に留まっており抜本

的な対策が必要である。 

 また、全労済からの切り替えも課題となって

いる。 

組 合 

員 数 
月掛け金総額 １人当り月掛金 

 09 年度  09年度  08 年度   09年度   08 年度 

313 77,240 76,205 247 240 

 

メーデーの開催状況                   

第 80 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、土佐清水メーデーの 7

会場で開催され、1400 名が参加した。 

 

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

 

 「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」について、前大

会では「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」とした。 

 これを受け高知一般と協議を行ってきたが、

具体的な結論には至っていない。従って、次年

度も継続して協議を進め、具体的な方向性を見

出すようにする。 
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Ⅱ．情勢の特徴（こう見る）                   
 
 

 １.情勢の激動のもとでのたたかいの教訓                                

 

(1)アメリカ型グローバル金融経済の崩壊と日

本社会の矛盾の露呈 

今年 6月 1日、100 年続いた世界最大の自動

車メーカー・ＧＭが、米国連邦破産法の適用を

申請し経営破たんした。アメリカ経済の現状を

象徴する出来事であった。 

 日本経済は、2000 年代初頭から、外需依存

をより強めていたために、世界同時不況の影響

を他の先進国と比べ大きくうけた。2009 年１

～3 月には 14.9%(予測値)も減少したことにも

表れている。 

製造業大企業などの多国籍企業の経済活動

を最優先する｢構造改革」によって、労働者、

中小・零細事業者からの収奪が強められ、農林

漁業が切り捨てられるなど、内需軽視のゆがん

だ経済構造が矛盾をより深刻にしている。 

 
(2) 貴重な運動上の教訓を生み出した 

①第１の教訓は、製造業大企業による派遣労働

者などの非正規切りや、大銀行の貸し渋り・貸

しはがしなどに対し、大企業中心社会の異常さ

や矛盾を徹底して追及し、世論を高め国民的な

共同を前進させてきたことである。 

厚生労働省の調査（09 年 5 月）でも、08 年

10月から 09年 6月までに 21万 6408 人もの非

正規労働者が雇止めにされる中、大企業の労働

組合の一部には、それを是とする動きがあるこ

とを表面化したことが、全労連の存在意義をよ

り明白にさせた。 

②２つ目は、90 年代後半からの「構造改革」

によって、労働者の生存権を保障できないほど

労働法制や社会保障制度が壊れていることを

浮きぼりにし、是正に向けた運動を強めてきた

ことである。 

急激な雇用破壊のもと、職を失うと同時に住

まいなどの生活基盤を喪失する労働者の現状

を「年越し派遣村」の取り組みなどが明らかに

し、セーフティネットの再構築が緊急の課題で

あるとの国民的合意を広げ、政府にも一定の対

応をおこなわせてきた。 

③３つ目は、身勝手な大企業の振る舞いに怒る

労働者が労働組合に結集し、短期間に多くの成

果を勝ち取ってきたことである。 

 08 年 12 月以降、あらたに結成された非正規

労働者の組織は、09 年 4 月までの 5 ヶ月間で

191 組織・1206 名となっている。 

 
(3) 国民の世論と運動が政治を動かす具体例

を積み上げてきた。 

 「後期高齢者医療制度廃止法案」は参議院で

可決され、継続審議となっている。 

これに続き 09 年通常国会には、3 月に介護

報酬引き上げを求める「介護労働者の人材確保

に関する特別措置法」が野党 4党で共同提出さ

れ、これも受けて政府は 09 年補正予算で介護

労働者の給与改定への助成金措置を講じた。09

年 4 月には、タクシーの需給調整による規制を

全国に拡大する「タクシー適正化・活性化法案」

を野党 4党が共同提出し、国会審議が開始され

た。 

 09 年 5 月には、公共サービスに従事する者

の適正な労働条件確保と労働環境の整備に必

要な措置をとることなどを求める「公共サービ

ス基本法」が全会一致で成立した。また、成立

はしなかったものの尼崎市で公契約条例が議

員提案されるという前進もあった。09 年 6 月

には、4月から廃止された母子加算の復活を求

める生活保護法改正法案が野党 4 党共同で提

出された。 

これらは、参議院における与野党逆転状況と

ともに、小泉「構造改革」への国民的批判を高

め、国民共同の運動を前進させてきたことを反

映している。 
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２．平和な世界を求める運動も前向きに動き始めた                        

 

今年１月、アメリカでは民主党・オバマ政権

が誕生した。オバマ政権は、在日米軍基地移転

を口実に、グアムでの米軍基地建設費用を日本

に負担させる「協定」に真っ先に手をつけるな

ど、日米安保体制強化の姿勢を強めている。し

かし一方で、4月にチェコ・プラハでおこなっ

た演説で核兵器廃絶に言及するなど、前政権と

は異なる姿勢も示している。これもあって、

2010 年 5 月の NPT 核不拡散条約（NPT）再検討

会議成功に向けた世界的な動きが高まってき

た。 

しかし、日本政府はその演説に対し、北朝鮮

の挑発なども口実に「核の傘」の維持を求め、

軍備強化の動きを強めるなど、否定的な対応に

終始している。被爆国日本の労働組合の役割発

揮がより求められている。 

 

 

 

 

 ３ 財界・大企業は、「合理化」攻撃を強め、政府に支援を迫っている      

 

(1) 大企業の 09 年 3 月期決算では、経常利益

でトヨタ自動車の前年比マイナス 123%となる

5604 億円の赤字をはじめ、自動車、電機など

の大企業が軒並み赤字決算となった。これらを

口実にリストラや海外への生産拠点移転など

を具体化し始めている。 

 そこには、脆弱な外需依存経済が労働者、国

民に与えた深刻な影響への反省はない。 

(2) 金融機関だけでなく事業会社も公的資金

の投入を求める一方、新たな儲け先として環境

や農業、介護分野などを位置づけ、営利企業参

入や政府資金の投入を強く迫っている。 

 さらに財界は、社会保障への企業負担の軽減、

法人税率引き下げ、一方での消費税率引き上げ

を政府与党に求め、「100 年に一度の経済危機」

を利用し国民犠牲の動きを強めている。国民生

活、地方への財政支出削減を目的にする「道州

制実施」も狙っている。貧困や格差の是正に対

する企業の社会的責任はまったく顧みられて

いない。 

(3) 麻生内閣は、昨年 10 月以降、09 年本予

算も含め 4度の予算編成をおこなったが、その

中身は定額給付金などの「税金バラ撒き」と、

エコポイント創設などの企業支援策が中心と

なっている。 

また、今年 12 月にデンマークで予定されて

いる気候変動枠組条約 15 回締結国会議

（COP15）に向けても政府は、産業界の要望に

応えて消極的な目標設定しかしようとしてい

ない。 

「バラ撒き」によって一見「構造改革路線か

らの転換」の様相を呈しているが、大量生産、

大量消費を前提とした経済成長や国際競争力

強化に固執する政治路線のもとで、経済危機の

負担と犠牲を労働者・国民に転嫁する基本線に

変化は見られない。 

内需拡大による不況克服のためにも、労働

者・国民本位の政治への転換が緊急に求められ

ている。 

 

 

 

４．長期化が懸念される世界的同時不況                              

  

(1) OECD は 5 月、09 年の世界の貿易額が前年

比で 13%の減少を予測し、保護主義的な動きが

強まることへの懸念を表明した。各国とも、金

融危機を回避するために多額の公的資金を投
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入し、更に経営難に陥った企業への税金投入も

行っている。しかし、必ずしも奏効してはおら

ず、保護主義への懸念は払拭できていない。 

(2) 日本の輸出金額は、昨年 10 月から前年比

でマイナスになり、今年 2月にマイナス 50%の

底を打ち、3 月、4 月と持ち直しているが、な

お 4割近く減少している。 

 バラマキ的な経済対策の効果は上がってお

らず、賃金抑制などによる国内消費減少もあっ

て、不況の長期化が懸念される。 

 

 

 

 

５．不況下で悪化し続ける雇用、労働者の生活                    

  

(1) 09 年 4 月までの 15 ヶ月間、医療・福祉

を除き、主要な産業分野で就業者数が連続して

減少し続けている。完全失業率は 7ヶ月連続し

て増加し、5月は 5.2％と 5年 5ヶ月ぶりに 5%

を超過し過去最悪の 5.5％に近づきつつある。 

 有効求人倍率は昨年 6月以降、連続して減少

しており、5月の有効求人倍率は0.44倍と1963

年の調査開始以来最低となり、雇用情勢は一段

と厳しくなっている。 

 昨年の倒産件数は 15000 件を超え、09 年に

入っても月 1000 件を超えるペースの倒産件数

が続いている。製造業下請け企業や、卸売り、

サービス業、運輸業などでの倒産が増えており、

内需減少の経済への影響が出始めている。 

雇用調整助成金の受理状況では、今年 4月時

点で 253 万人となっており、公的資金が雇用を

一定底支えしている状況にはある。しかし、政

府調査では、失業・廃業の心配があるとする国

民の割合が 3割に達している。 

(2) 今年 4 月の労働者の賃金は、前年比で所

定内給与が 1.0%減、超過勤務の減少もあって

現金支給額も 2.5%減少した。また、今年夏の

ボーナスも、大手企業の 19%減、国民春闘共闘

委員会集計でもマイナス 12.23%（09 年 6 月 5

日）などと、大幅な抑制攻撃が強まっている。 

 国民春闘共闘委員会の6月1日時点の集計で

は、09 年春闘の賃金回答は、加重平均で 5864

円・1.94%の賃金引上げを勝ち取り、回答を引

き出した組合では定期昇給程度を確保してい

る。また、倒産を回避し、雇用を維持する取り

組みでも奮闘している。しかし、労働組合のな

い職場を中心に、賃金抑制や雇用破壊が徐々に

進行している状況にある。 

 

 

 

６．雇用と生活を守るたたかいが切り開く展望                     

  

(1) 「派遣切り」へのたたかいや、「派遣村」

などの全国的な取り組みで、雇用を維持し貧困

解消につながる制度改善を切り開いてきた。 

 違法な「派遣切り」を裁判闘争、労基署申告、

団体交渉などで追及し、政府に派遣指針の改定

もおこなわせてきた。 

 偽装請負などの違法行為を告発、申告し、社

会的に糾弾する取り組みを通じて、派遣先企業

に直接雇用を認めさせる成果も勝ち取ってい

る。 

(2) 職と同時に住まいを失った労働者の住宅

確保、生活保護の申請など「生存権確保」の取

り組みも前進した。 

また、雇用保険法改正法案の 08 年度内実施

を実現させ、雇用保険が適用されない失業者を

対象にした「緊急人材育成・就職支援基金」を

創設させた。さらに、政府は、非正規労働者へ

の社会保険適用の拡大、母子世帯への給付付き

税額控除の導入など、「雇用を軸とした安心」

構築の検討も始めている。 

 労働者と労働組合のたたかいで、雇用と生活

を守る展望を切り開いている。 
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(3) 一方で、労働者派遣法改正については、

政府が昨年 11 月に提出した不十分な法案すら

審議入りされず、景気悪化や雇用状況の悪化も

理由にたなざらし状態となっている。野党共同

も模索されており、総選挙での争点として浮上

させることも含め、抜本改正運動の強化が求め

られている。 

 

 

 

７．強まる消費税増税圧力、「安上がり行政」の仕組みづくり                 

  

(1) 08 年 11 月 4 日、社会保障国民会議の「最

終報告」では、年金、医療、介護、少子化対策

の追加費用として2025年度までに6%程度の消

費税率引き上げが必要とした。これも受け、政

府は 09 年度税制法案に、2011 年度から消費税

率を引き上げる附則を盛り込んだ。 

また、15 兆円規模の大型補正を含む昨年秋

以降の経済対策により国債発行残高は累増し、

2010 年代前半からの消費税率引き上げに向け

た状況づくりが進められている。 

消費税率引き上げに反対する取り組みが当

面の重要課題となってきた。 

(2) 消費税率引き上げ論議とも絡めて、公

務・公共サービスの「合理化」攻撃も強まって

いる。国家公務員の 10%削減計画の策定や、公

契約における競争入札の強要、保育制度改悪や

公的施設、公共サービスの民営化、公的病院統

廃合などが、公務員バッシングもともなって進

められている。 

 経済危機のもとで生活基盤を支える公共サ

ービスへの需要が高まっている一方で、財政事

情も口実とした切り捨てや、地域経済にも影響

する人件費削減が強行されており、政策的矛盾

は一層深まっている。 

 

 

８．安保 50 年の節目を前に、加速する軍拡路線                   

  

5 月に、在沖縄米軍基地のグアム移転経費負

担を日本に義務付ける日米協定が発効した。思

いやり予算に加え米軍への巨額な税金投入が

貧困を放置したまま進められることとなった。 

 また、1兆円規模といわれるミサイル防衛シ

ステム構築に加え、自民党国防部会小委員会が

取りまとめた 2010 年度からの「防衛計画の大

綱」提言では、北朝鮮のミサイル発射などの挑

発行為に反応した「敵基地攻撃能力の保有」が

盛り込まれた。自衛隊の海外での武力行使に道

を開く「海賊対処法案」も成立が狙われている。 

 危険な動きが安保 50 年の節目であり、改憲

のための国民投票法が施行される 2010 年を目

前により強まっている。 

憲法 9 条をはじめとする憲法の平和原則は、

人類最初の被爆体験にも裏打ちされたもので

あり、世界的に高まっている核兵器廃絶の世論

にも合流した憲法 9 条擁護の運動の重要性が

増してきた。 

 

 

 

９．解散総選挙と国政革新の課題                            

  

麻生首相は内閣支持率が 20％を割り込み政

権末期の様相を呈し、また、自民党内からも「麻

生降ろし」の圧力が強まる中、7 月 21 日に衆

議院を解散した。まさに、「追い込まれ解散」

であり「賞味期限切れ解散」と呼ぶにふさわし

い。 
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8月18日告示、8月30日投票の総選挙では、

この間の自公政治による構造改革路線に止め

をさすことが求められている。 

 マスコミの政権交代キャンペーンに惑わさ

れることなく、各政党の言行について正しい情

報を組合員一人ひとりに提供し、この国の課題

を明らかにしながら、政治の革新を求めていく。 

 

 

１０． 県内情勢の特徴                                                

 

１）県政の現状と尾崎県政の産業振興計画    

尾崎県政は、今年２月に産業成長戦略と地域

のアクションプランからなる産業振興計画を

まとめ、０９年度を実行元年と位置づけ取り組

みを進めている。 

産業成長戦略は農業、林業、水産業、商工業、

観光の５部門の産業間連携で高付加価値の商

品作りや観光戦略を展開し、地産外商で「外貨」

を稼ぐというもの。 

７地域（安芸、物部、嶺北、高知市、仁淀川、

高幡、幡多）の地域アクションプランで 221

事業が企画され、産業成長戦略を地域で具体化

することをめざす。 

この産業成長戦略の推進をはかるため「産業

振興推進本部」を設置し、「産業振興推進部」

（総勢 123 名）を新設した。 

地域アクションプランについては、「産業振

興推進地域本部」の下に地域産業振興監を各地

域に配置し、地域支援企画員、出先機関と連携

し支援体制を取る。 

また、財政的には 10 億円の総合補助金を創

設し、商品開発から販路開拓までを支援する。 

産業振興計画と教育振興計画とが尾崎県政

の２大政策であり、これと政策提言など真正面

から向き合うことが重要である。 

 

２）地方分権と地域の現状              

平成の大合併により 99 年 3 月末に全国で

3,232あった市町村は来年3月には1,760にな

る。県内では 53 市町村が 34 市町村になった。 

首相の諮問機関である地方制度調査会は「市

町村合併特例法の期限の来年 3 月末で一区切

りするのが適当」との答申を発表した（6/16）。 

また、人口 1万人未満の小規模自治体につい

ては、「広域連携」や「都道府県による事務補

完」の方向を打ち出している。 

一方、地方分権改革推進委員会は昨年 12 月

に国土交通省地方整備局や厚生労働省都道府

県労働局など国の出先機関の見直しと職員約

3万 5千人の削減を内容とする第2次勧告を行

った。これを受け政府は、「地方分権改革推進

計画」を閣議決定し、「新分権一括法」の提出

をねらっている。 

日本経団連は昨年11月の第2次提言で、2015

年までに全国を約 10 の道州にするよう求めて

いる。今後、道州制論議の絡みで「基礎自治体」

の再編が進む危険性を残している。 

 私たちは今までの運動の積み重ねの上に立

って、地方分権の将来像もにらみながら、人口

減少と高齢化、中山間地域の疲弊に直面する高

知県政の課題と真正面から向き合う運動を地

域から再構築する課題に迫られている。 
 

３）県内自治体の財政の現状            

①県財政 

県のH21年度予算は総額4,187億円と前年度

予算比で 1.2%増となった。これは H11 年度当

初予算以来ではあるが、ピークの H11 年度予算

額の 67.4％となっている。 

県税収入は 95 億円の大幅減となったが、地

方交付税等の増額で一般財源総額では 24 億円

の増となった。  

 支出の特徴としては産業振興計画の実行元

年ということで 85 億円（うち 10 億円が総合補

助金）を計上した点。 

 緊急雇用創出・ふるさと雇用再生基金（81

億円）を活用し県分で21年度に878人の雇用を

確保するとしている（3年間で3000人）。 
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 普通建設事業費は 743 億円で、当初予算ベー

スで前年比 4.2％増となったが、H10 年度比で

37.1％となっている。 

 人件費の削減では定数減（知事部局－80 人、

教育委員会－197 人、公安委員会－3 人、合計

－280 人）で 35 億円の削減、給与抑制で 16 億

円の削減を盛り込んでいる。 

②市町村自治体 

平成21年度県内市町村の普通会計当初予算

の規模は3,612億円と前年度当初予算と比較し

て0.7%（25億8千万円）の減となっている（ピ

ーク時のH11年度予算額4,245億円と比較する

と15%減である）。 

予算額が前年度に比べて増加したのは19団

体、減少したのは15団体となっている。 

本年度から地域雇用創出推進費が創設され

たため、実質的な地方交付税総額が前年度比

5.4%（71億2千万円）の増となっている。 

そのため地方税は前年度比3.5%（30億8千万

円）の減となったが、一般財源総額は前年度比

1.0%（24億円）の増となっている。 

普通建設事業費は 440 億円と前年度決算見

込みの 498 億円を下回ったが、H21 年度 3月補

正を加えると 502 億円となる。しかし、ピーク

時の H11 年度決算額 1,389 億円と比較すると

36％の水準である。 

 ちなみに職員数はH20年度で9,796人とピー

ク時のH12年の11,625人と比較して1,829人、

15.7％減となっている。 

 

４）県内経済の現状                  

①企業倒産と融資 

高知県内の08年の倒産は07年と比較して総

額、件数ともに減少した（下表。東京商工リサ

ーチ調）。更に 09 年は 5月までの累計で負債総

額 4,408 百万円（29 件）となっており 08 年を

下回るペースである。 

  2006 年 2007 年 2008 年 

負債総額 46,697 25,552 19,994

倒産件数 100 87 78

※負債総額 1,000 万円以上。単位百万円 

一方、県信用保証協会の 08 年度末の保証債

務残高は過去最大の 1,725 億 7100 万円。新規

の融資保証は前年度比 47.15％の伸びであっ

たが、緊急融資は借り換え利用が多く、伸び自

体は 8.84％であった。 

一方、企業倒産にともなう代位弁済は前年度

比 16.8％増の 53 億 3 千万円であった。 

緊急融資の効果が一定あり、倒産件数は表面

的には減少しているが、依然厳しい状況といわ

なければならない。 

②雇用情勢 
○有効求人倍率は次の通り。昨年 9月のリーマ

ンショック以降全国が急激な落ち込みを示し

ているのに対して、高知県は 0.07 ポイントの

落ち込みにとどまっており、万年不況状態にあ

るといえる。 

 20 年  21 年  
H19 年 H20 年 

9 月 4 月 

高知県 0.50 0.46  0.47 0.40 

全 国 1.02 0.77  0.84 0.46

○非正規労働者の雇い止めの状況は、下表の通

り（厚労省発表。12,1 月は昨年 10 月から本年

3月末、4,5 月は 10 月から本年 6月末まで）。 
  12 月 1 月 4 月 5 月 

85,012 124,802 207,381 216,408
全国 

57,300 85,743 132,458 135,065

103 173 576 577
高知 

39 75 152 152

※下段は内数で派遣労働者 
○高校生の就職状況は下表の通り。H20,21 年

と県外就職比率が 50％を超えた。 

 ちなみに県内 4 年制大学の 21 年 3 月卒業生

1,055 人中 845 人が県外就職であり、比率は

79.9%となっている（高知大学医学部卒業生は

除く）。短大卒業生では総数 176 人中県外は 10

人であり、比率は 5.7％である。 

  H8 H19 H20 H21 

県内 1535 650 539 526

県外 689 587 585 589

県外就職率 31.0 47.5 52.0 52.8

※高知労働局調べ。各年 3 月末卒業 
 県内の雇用状況は全国と比較して急激な落

ち込みはないものの、全国の好況期においても

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

る。 
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③県民所得 
○県内総生産（名目）は 2006 年度で 2 兆 3 千

億円（全国 46 位）。全国合計 518 兆 8 千億円の

0.45%。1996 年が 2 兆 5 千億円で 0.48%であっ

たので額率共に低下傾向にある。ちなみに四国

計が 06 年度で 13 兆 7 千億円、2.65％となって

いる。 

○2006 年度の１人当たり県民所得は 217 万円

で全国 44 位。全国平均 307 万円の 70.7%に過

ぎない。 

 総生産の低さが県民所得の低さとして現れ

ている。 

 
５）県内労働者の賃金・労働条件                 

所定内給与等調査 

男女計 

  所定内

給与 

年間賞

与 

所定内

給与

（男） 

所定内

給与

（女） 

東京 366.3 1239.0  401 277.8

高知 255.3 629.3 284 213.3

徳島 272.4 853.0  309.4 215.1

香川 269.6 736.2 302.5 203.5

愛媛 256.9 698.4 290.9 197.8

2008 年 6 月分賃金  H20 年賃金構造基本統計調査 

 
初任給調査 

男女計 男 女 
  

大卒 高卒 大卒 高卒 大卒 高卒 

東京 205.1 169.3  207.9 169.7 201.1 168.8

高知 182.3 155.4 183.2 153.7 181.1 157.5

徳島 174.9 152.1  181.8 153.6 168.8 149.6

香川 188.2 153.7 189.8 158.4 185.4 146.2

愛媛 180.2 149.0  184.0  153.4 176.3 142.2

2008 年 3 月卒業生の 6 月賃金 H20 年賃金構造基本統

計調査 

 
労働時間調査 

  
総実労

働時間

所定内労

働時間 

所定外労

働時間 

出勤日

数 

高 知 151.3 144.0 7.3 20.4

全 国 149.3 138.6 10.7 19.3

H20 年毎勤統計 

 
 高知県の賃金の状況は所定内賃金で東京の

７割、四国では最低となっている。賞与は東京

の５割。男女格差が比較的小さいのが特徴であ

る。 
 労働時間は全国平均と比較して所定内が長

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

17,932 人で前年同月より 634 人多い。H19 年度

の月平均申請件数 185 件に対して H20 年度は

210 件と大幅に増えている。 
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Ⅲ．方針（こう闘う）                        
 

 １．運動の基本方向            

 
高知県労連は結成以来、雇用を守る闘いや最

賃闘争を前進させ、総対話と共同を呼びかけ、

地域での共同の取り組みを前進させてきた。ま

た、労働委員、労働審判員を獲得し、県内労働

運動における存在感を高めてきた。 

今年は結成 20 年の節目の年であり、これま

での運動の前進に確信を持ち、組織拡大でも増

勢へ反転攻勢をかける 1 年にする決意を全組

織で固め、具体的方策を確立する。 

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。それが「憲法闘争の３つの柱」であ

り、「県労連運動の３つの柱」と呼んでも良い

ものである。 

具体的には、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

「戦争をしない、させない」運動の３つである。 

 この間の派遣切り反対の取り組みの前進な

ど情勢の変化と運動の教訓をふまえ、①「働く

ものに憲法を」の立場での、なくせ貧困運動、

職場の働くルール運動の具体化をより発展さ

せる。そこを突破口に、大企業中心社会からの

転換を労働運動として追求する。 
また、8 月 30 日投票の総選挙、来年 7 月実

施の参議院選挙では、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

強めていく。 

運動の軸足を「職場」と「地域」に置き、目

に見える職場活動、地域運動の展開をめざして

いく。 
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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。 

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、均等待遇の実 

現の運動を強める 

  

「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。時

給 1000 円以上、全国一律最低賃金制度と同時 

に均等待遇の実現を求める（労働時間の選択性 

含む）。 

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。 

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 

 

キャンペーンを強め、すべての労働者の賃金、
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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 

 

「働くものに憲法を」の立場での、なくせ貧

困運動、職場の働くルール運動の具体化をより

発展させ、大企業中心社会からの転換を労働運

動として追求する。 

そのために①雇用の安定（労働者派遣法の抜

本改正、違法派遣等の根絶）、②生活できる雇

用の実現（「最低賃金時給 1000 円以上と均等待

遇の実現」運動の強化、公契約運動の全国的な

展開）、③失業時の生活保障の整備（雇用保険

の抜本改正、職業訓練の充実・強化と公的責任

での雇用創出、生活保護の改善、最低保障年金

制度の実現など）、④格差を固定化、「世襲」さ

せない社会の実現（医療、介護、保育、教育の

自己負担削減・公的給付の充実など）の 4点を

進める。 

 

(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。 

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

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。 
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(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」の積極面を生かし「教育

振興計画」と向き合い、「参加と協働」「開かれ

た学校づくり」のための提言や要求運動を展開

する。 
 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)2200 億円の削減撤回など社会保障費 

の充実の運動を強める 

 

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。 

年金の 5％緊急引上げ、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」に結集して消費税率引上げ反対の

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
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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。 

 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            

 

2010 年は、改憲策動をはね返し、核兵器廃

絶に向けた新たな流れを作り出し、日米軍事同

盟強化反対のたたかいを飛躍的に前進させる

上で、大きな節目の年となる。 

(1)自衛隊の海外派兵反対や、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」、「２

８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) NPT(核拡散防止条約)再検討会議が開催さ

れ、「（憲法）国民投票法」が施行される 2010

年 5 月を大きな節目に、「憲法署名」と「核廃

絶署名」の目標達成をめざす。歴史的な NPT

再検討会議に県労連代表の派遣をめざす。その

ためにカンパ運動などに取り組む。   

2010 年 5 月までの間に、「憲法・平和学習 100

万人運動」を展開する。職場、地域段階の「網

の目」学習や集会を具体化し、すべての組合員

の参加を組織する運動として成功をめざす。 

(3)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。 

(4) 「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                 

 

 8 月 30 日投票の総選挙は、自公連立政権に

終止符を打ち、大企業中心、アメリカ追従の

政治から転換し、労働者派遣法抜本改正をは

じめ、雇用・暮らしの安全・安心を支える諸

制度実現の展望をきりひらく政治に変える

たたかいの場である。 
また、総選挙直後から 2010 年 7 月に実施

される参議院選挙に向けた政治の動きが加

速することが確実な状況にもある。 

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争点に選挙戦を戦う。 

 そのために、政党支持自由を掲げると同時に、

政党選択の基準、政党の政策・実績を明らかに

し、組合員の政治的関心を高める。 

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。 
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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 

 

＜地域課題＞ 

・農林漁業の振興 

・産業振興 

・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                      

 
今年は高知県労連結成 20 周年の記念すべき

年である。県労連の闘う伝統を引き継ぎ県内にお

ける影響力を大きくしていく上でも、組織の拡大と

質的強化の両面でそれにふさわしい飛躍をめざ

す。 

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

をキーワードに組織拡大・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！ 

 組合員の数と組織の力（影響力）を不可分に

追求する！ 

 ２０周年事業を行う。執行委員会の責任の下、

実行委員会を作り具体化を図る。 
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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                                                   

  

組織拡大を①既存組織における拡大、②未

組織職場における組織化、③未加盟労組の加

盟促進の３分野で具体化を図る。 

未組織の組織化は、労働相談センターが中

心となるが、この３分野での拡大を統一的、

総合的に進めるために「組織拡大推進委員会」

を設置する。 

 

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。 

②１０月-１２月  秋の拡大月間 

  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。 

④労働共済とセットで取り組む。 

生活を支える福利厚生としての労働共済

の魅力を前面に押し出し、組織化のテコと

して活用する。 

 

＜拡大のための準備＞ 

・各職場ごとの人員（正職員、非正規等別）、

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 

体化をめざし、非正規センターを設立 

する。 

 

 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。 

非正規労働者の組織化、要求実現を本格的に

進めるため生健会、うろこの会、青年組織など諸

団体の協力も得て「非正規センター」を立ち上げ

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。県労連定期大会後に早急に総会を開催

し、拡大計画を立案し、新体制を確立する。 

地域労連の確立とセットで地域労働相談セ
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ンターの始動をめざす。 

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。 

 

４）未加盟組織、重点職場の組織化 

 

未加盟組織に運動での共同と共に加盟の要

請を率直に働きかける。 

また、既存組織の関連職場での組織化を当該

組合と協議しながら進める。 

 

 

■質的強化                                                    

 

１）新執行体制の団結、体制強化             

新執行部と参加組合幹部の団結と運動の意

思統一を行うため、10 月 3 日、4日に幹部セミ

ナーを開催する。          

 月 2 回の執行委員会を方針論議中心にし、内

容の充実と時間短縮を図る。そのために事前の

「ホウ・レン・ソウ」（報告・連絡・相談）を

双方向で充実させる。 

２）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 

 

３）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。 

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。 

 

４)専門部活動の強化                  

①青年部の体制立と活動の活発化をはかる。そ

のために全組織から常任幹事を出すよう努力

する。 

 交流、学習を活発に行うと共に、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。 

 

５）地域組織の再確立と地域での砦の建設     

０９秋闘の中で総会を開催し、方針と役員体

制の確立をめざす。 

郡教組会館を組織拡大と地域運動の拠点と

することをめざす。 

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）の協力の下に具体化を

図る。 

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。 

 

６）文化・スポーツ活動                

 文化・スポーツ活動を強化する。スポーツ

大会や文化祭などを 20 周年事業の一環とし

て開催することを検討する。 
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７）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。   

ＩＴの組合活動への具体的な活用について

の交流、学習、研究を行う。そのために専門

家を招いても学習交流会の開催を検討する。 

 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。 

 メーリングリストの登録を加盟組織と連携

して進める。 

 

８）全労連共済の発足と活動の強化        

全労連共済の 2010 年 2 月発足をめざし、準

備が進められている。これを機に共済活動を抜

本的に強化し、福利厚生活動の充実を図る。 

実務講座、共済の説明会を県労連、産別、単

組段階で旺盛に開催する。 

また、労働金庫活動にも力を入れる。更に労

働組合としての生活相談機能を強化する。 

これらの活動を組織拡大と一体で進める。 

 

 

 

 

０９秋闘の取組みと行動計画－組織拡大強化の０９秋闘へ            

 

 09 年度は日本社会のあり方や労働者の雇用、

くらしの将来を左右する重要なたたかいが連

続する状況にある。 

雇用確保や賃金改善など労働者の要求をも

とにした国民的な共同を追求し、要求実現を攻

勢的に迫るたたかいを秋闘期から強め、2010

年春闘に引き継ぐ態勢確立を追求する。 

総選挙後の秋の臨時国会では後期高齢者医

療制度の廃止、労働者派遣法抜本改正にはじま

り、来年度予算の抜本的な転換などが焦点とな

る。 

この間の運動の到達点、教訓を引き継ぎ、雇

用闘争を重視し、全労連、県労連の存在と影響

力を高め、要求実現の展望を自らのたたかいで

切り開く。 

11 月 8 日に予定する「国民大集会」(東京・

代々木公園)とそれに連動する県内集会（今後

具体化）、県交渉を 09 年秋闘最大の取り組みに

位置づけ、切実な要求とその実現にむけた運動

を集中させ、国民共同の大きなうねりを作り出

す。 

これらの取組みを通じて組織を強く大きく

し、職場と地域に根を張る県労連組織の建設を

めざす。新執行部の団結強化と県労連結成 20

周年の成功、地域組織の確立の取り組みなどの

組織拡大強化を中心課題に据える。 

  

 

 

 

 １．秋闘の重点課題 

 

(1)解雇、失業に反対し、雇用の安定を求める

取り組み 

 労働者派遣法の抜本改正をめざし、全労連が

適する新署名に取り組む（10 月末を期限）。 

 県内における雇用創出などをめざし、県交渉

を行う（9～10 月の間）。 

 生活相談活動の強化、非正規センターの確立

をめざす（年内）。 

(2)地域最低賃金の引き上げ、公務員賃金確定、

年末一時金闘争の強化 

 中賃目安の不当性を暴露し、大幅引上げの運

動を展開する。 

(3)公契約運動の本格的な展開 

 入札制度の改善、交契約条例の制定の課題で

自治体、関係団体要請を行う。 

12 月に向け議会請願に引き続き取り組む。 

(4)労働基本権確立、労働者の権利を守る取り

組み 

 公務員の労働基本権確立の運動を全労連に

結集して進める。 
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 日本年金機構への移行に伴う雇用の確保に

向け、運動を強める 

(5)社会保障の拡充、消費税増税反対など取り

組み 

全労連の提起を受け、消費税増税によらない

社会保障、教育予算の充実を求める政府あて署

名に取り組む（9月～11 月 8 日の国民大集会ま

で）。 
(6)憲法改悪の策動を跳ねかえし、平和を守る

たたかい 

 「憲法改悪反対署名」「核兵器のない世界を」

新国際署名の取り組みを強化する。 
(7)政治の民主的転換をめざす取り組み 

 総選挙での政治革新とその後の要求運動の

強化で、労働者・国民の要求を国政に反映させ

る取り組みを強化する。 

(8)2010 年春闘の準備  

 春闘アンケートを 10 月から出足早く取り組

み、12 月の春闘討論集会を大きく成功させる。 

 1 月の中央委員会での方針確立へ向け、県労

連、単産、単組での要求討議、方針論議を活発

に行う。 

 

 

 ２．具体的な行動  

 

 

１．秋の組織拡大 

月   間  10 月～12 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。 

労働相談センターの活動強化、非正規センターの立ち上げの準備を進める。 

意思 統一  大会での論議を経て 9 月 17 日の執行委員会で更に具体化。 

10 月 3 日、4 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。 

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。 

 

 

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 3 日（土）14：00～ 4 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 

      ③青年部活動の強化、若手幹部の交流、研修、養成 
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  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） 

      ※２日目は、青年部は独自企画 

 

３．全地域労連が総会を！地域ごとの地域再生シンポの開催 

地域再生の運動のためには、地域労連の確立

が不可欠です。 

この秋には全地域労連が総会を開催し、方針

と役員体制の確立をはかります。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 2010 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・・・。 

 

 

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） 

③国民大運動規模で生活危機突破の県民集会を 11 月上旬日に開催する（全国集会 11・8 に呼応し

て）。 

 

 

５．県労連結成２０周年事業 

 

県労連の闘う伝統を受け継ぎ、これまで

の活動に全組織、全組合員が確信を持ち、

激動の情勢にふさわしく組織と運動を発展

させる契機にするために、２０周年事業を

行う。 

当面、結成 20 周年レセプションを次の通

り行う。 

その他の行事については、執行委員会の

責任の下、実行委員会を作り具体化を図る。 
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＜結成２０周年レセプション＞ 

 日 時  １０月３０日（金） １８：００～ 

 場 所  高知城ホール４Ｆ 

 

 

６．２０１０春闘準備 

 

①春闘討論集会     １２月５日（土）に開催する。 

②第２４回中央委員会  １月２４日（日）に開催する。 
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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 

 

８ 

 

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11  全労連第 2回幹部セミナー 

18  衆議院選挙公示 

 

30  衆院選挙投票日 

 

 

９ 

 

月 

 

 

3 第 22 回執行委員会 

 

13 県労連第 22 回定期大会 

 

17 ①執行委員会 

 

25 20 周年実行委 

 

 

12 全建労四国地本大会（高

知） 

 

 

26 高知自治労連定期大会 

 

 

10  衆議院議員任期満了 

12-13 全労連青年部定期大会、全労連

女性部定期大会 

15-16  組織担当者会議 

19 労働共済第 28 回総会 

30  公務部会第 3回定期大会 

下 派遣村、生活相談等交流集会 

 

 

 

 

1

0 

 

月 

 

 

3-4 県労連ユニオンセミ

ナー 

 

15  ②執行委員会 

 

22 20 周年実行委 

 

30 県労連 20 周年レセプ

ション 

 

5 エースワン裁判②高裁 

 

10 県医労連定期大会 

 

13 反貧困学習会 

17-18 第 37 回高知自治体

学校 

 

 

 

＜10～12 月 組織拡大強化月間＞ 

○春闘要求アンケートスタート 

2  賃金交流集会 

3-4  第 54 回「働く女性の交流集会」

10  若者雇用集会 

10-12 全労連初級組合員講座（大津）

15 新国際署名の推進会議 

18  介護に働く交流集会 

24-25 革新懇総会・全国交流会（奈良）

25  パ臨連第 9回総会 

下 公契約運動交流集会 

 

 

 

1

1 

 

月 

 

 

5  ③執行委員会 

 

 

19 ④執行委員会 

 

 

 

 

 

上 国民大運動知事交渉 

（予定） 

 

7  ９条の会集会 

 

 

 

 

8  国民大集会 

11（中心） 介護相談１１０番 

17  争議総行動 

18  秋闘統一行動・中央行動 

 

20 結成 20 周年集会・レセプション 

21  2010 国民春闘討論集会 

 

26 労働委員･審判員交流会 

30-12/1  労働相談ホットライン 

末 春闘アンケート第 1次集約 
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1

2 

 

月 

 

 

3 ⑤執行委員会 

5 春闘討論集会（高知城ホ

ール） 

 

17 ⑥執行委員会 

 

  

4 いの健センター第 12 回総会 

5-6 女性部春闘討論集会 

 

9  グリーンウエーブ中央行動 

11-13  日本平和大会（神奈川） 

 

20  春闘アンケート第 2次集約 

 

１

0 

年 

１ 

月 

 

7  ⑦執行委員会 

8  宣伝行動・旗開き 

 

 

21 ⑧執行委員会 

24 第 24 回中央委員会 

 

 

 

 

 

 

 

12  春闘共闘単産・地方代表者会議 

13-14  第 44 回評議委員会（東京） 
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第２号議案 

２００８年度決算報告 
 

会計監査報告 
 
 
 
 
 
 

第３号議案 

２００９年度予算案 
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第４号議案 

高知県労連規約、規則、規程等の改正（案） 

 下記各条文を下記の理由で改正する。 
 
規約の改正案 

現行 新 
第 26 条 (会計の責任) 
1.高知県労連の会計帳簿、現金、その他の財産の

保管の責任は、書記次長が負う。 
 

第 26 条 (会計の責任) 
1.高知県労連の会計の執行、会計帳簿、現金、その

他の財産の保管の責任は、書記長が負う。 
 ただし、必要に応じてその業務を書記次長及び書

記に分掌させることができる。 
 

財産管理だけではなく、執行の責任を明確にするためにその表現を挿入する。 
書記局の統括責任者は書記長である点を明確にするため。 
また、書記局業務の分担を可能にするために。 
 
 
 

第 34 条（施行日） 

この規約は 2009 年 9 月 13 日に一部改正し、同日よ

り施行する。 
 

改正にともない改正と施行の年月日を追加する。 
 
 
書記局運営規程の改正案 
現行 新 
第１章 総則 
第１条 
第２条 
第３条 専門部長は書記長の命をうけ分担業務

を統括する。 
 

第１章 総則 
第１条 書記局は県労連の運動と組織の発展のた

めに、運動の企画と組織全体の統括業務を担う。 
※旧第１条を第２条とする。 
※旧第２条は第３条とし第２章に移す。 
※旧第３条は第４条とし修正の上、第２章に移す。

書記局の役割の記述がなかったため、１条として明記する。 
旧第２条は書記局の業務に関わる部分であり、第２章にまとめる。 
専門部は規約第５条の補助機関の一種であり、第３条はその趣旨を鮮明にするよう記述を変更し第２

章に移す（第４条）。 
 
旧第２章   部制および業務分担 

旧第４条 書記局に次の専門部をおく。 

組織対策部 

財政部 

機関紙宣伝部 

調査政策部 

学習教育部 

地域対策部 

社会保障対策部 

共闘対策部 

第２章  業務分担 
第４条 書記局は補助機関の責任を分担するとと

もに運営を補助する。 
２．補助機関の全体統括は書記長が行う。 
 
旧４条 削除 
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青年部 

婦人部 

２.書記局の分担業務は別に定める。 

 

規約第５条にある通り、補助機関は書記局ではなく、県労連、即ち執行委員会の下に設置されている

ため、その趣旨を表現するため旧 3 条を修正して第 4 条とする。 
また、「大会、中央委員会の議を経て設置することができる」とあり、規約に明記せず、大会、中央

委員会方針で設置等を提案し、決定するようにすることが現実的であるため、旧第 4 条は削除する。

 
第７条 
2.通勤事情その他の理由で前各項の規定により

難いときは別に運用することができる。 
 

 
削除 

該当する可能性がないため。 
 
第 8 条 専従役員・書記は、欠勤・早退につい

てはできるかぎり事前に書記長に報告するもの

とする。 
 

「できるかぎり」を削除する。 

特に入れる必要がないため。 
 
第 18 条 前条第 1 項①が業務上によるときは、

本部が加入する労働者災害補償保険の適用を得

るものとする。 
 

 
「本部が加入する」を削除する。 

高知県労連で加入しているため。 
 
第 21 条 書記は 60 才満了日を持って定年とす

る。 
 

第 21 条 定年は満６０歳に達した直後の定期大会

とする。 
 

役員専従については現在そのように運用しており、任務との関係では大会を区切りとすることが必要

であるため、統一する。 
 
第 24 条 専従役員の賃金・身分保障および退職

については別に定める。 
 

第 24 条 専従役員の賃金・身分保障および退職に

ついては前章を準用するものとする。 
 

採用と選任という違いはあれ、他の身分関係は基本的に同一であるため。 
 
第 27 条 厚生年金保険・政府管掌健康保険・労

働者災害補償保険・雇用保険に加入する。 
 

第 27 条 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健

康保険・労働者災害補償保険・雇用保険に加入する。

 
２００８年１０月１日から制度が変更されたため。 
 
第 29 条 書記局運営規則第 21 条に定める定年

退職者、60 歳を過ぎた専従役員を再雇用するこ

とができる。 
 

第 29 条 定年を過ぎた専従役職員は再雇用を申し

出ることができる。 
 
 

定年の定義を一本化し、文言を整理した。再雇用を定年を過ぎた役職員の権利として明確にするため。
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第 30 条 再雇用の期間は、64 歳満了日までと

し、再雇用の上限年齢は、厚生年金の支給開始

年齢の段階的引き上げにあわせて、64 歳満了日

にむけて段階的に引き上げるものとする。 
 

第 30 条 再雇用の期間は、満 65 歳に達した直後の

定期大会までとし、再雇用の基準上限年齢は、厚生

年金の支給開始年齢の段階的引き上げにあわせて、

満 65 歳にむけて段階的に引き上げるものとする。

 
表現を定年退職の規程にあわせるため。 
 
第 35 条 この規則は、1989 年 12 月 17 日から

施行する。 
この規則は、2007 年 1 月 21 日に改正し、同年

1 月 22 日から施行する。 
この規則は、2007 年９月 30 日に改正し、同年

10 月 1 日から施行する。 
 

第 35 条 
この規則は、2009 年９月 13 日に改正し、同年 10
月 1 日から施行する。 
 

改正にともない改正と施行の年月日を追加する。 
 
  
賃金・旅費規程の改正 

現行 新 
第 15 条 退職手当は別途決定する。 
 

第 15 条 退職手当は別途定める専従役員および職

員退職金規程による。 
 

既に規程を定めているので、そのことを明確にするため。 
 
第 22 条 宿泊料は車中泊も含め県内 1 泊 5000
円、県外 1 泊 8000 円とする。ただし 
これを越えた宿泊費を必要とした場合は、領収

書を提出した場合実費を支給する。 
 

第 22 条 宿泊料は車中泊も含め 1 泊 8000 円とす

る。ただしこれを越えた宿泊費を必要とした場合

は、領収書を提出した場合実費を支給する。 
 

基本的に県内外の宿泊費の差は見られないため。 
また、県郡部では朝食が付かない宿泊施設もあり、別途の朝食代含めると割高となるケースもある。

※宿泊費は、1 泊朝食付きを前提としている。 
 
 第 23 条 通信費補助として月額 2000 円を支給す

る。（新設） 
 

携帯電話での連絡が増えており、実費の一部を補助するため。 
 

 第 24 条 行動費補助として月額 2000 円を支給す

る。（新設） 
 

オルグ等のための自家用車での移動に対して実費の一部を補助するため。 
 
 
 

第 27 条 この規程は 2009 年 9 月 13 日に改正し、

施行は 2009 年 10 月 1 日とする。 
 

改正にともない改正と施行の年月日を追加する。 
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大会運営規則の改正（案） 

現行 新 
第５条 加盟組合選出代議員の選出基準につ

いて 
①納入人員 10 名までは 1 名とする。11 名から

50 名は 2 名とし、51 名から 300 名までは 50
名を越えるごとに 1 名を加算する。301 名以上

は 200 名を越えるごとに 1 名を加算する。 
 
②地域組織及び青年部・婦人部は一律 2 名とす

る。 
 
 
 
 
 

 
 
①納入人員 10 名までは 1 名とする。11 名から

50 名までは 2 名とし、51 名から 200 名までは

50 名を越えるごとに 1 名を加算する。201 名か

ら 500 名までは 100 名を越えるごとに 1 名を加

算する。501 名から 1100 名までは 200 名を越え

るごとに 1 名を加算する。1101 名から 2000 名

までは 300 名を越えるごとに 1 名を加算する。

2001 名から 5000 名までは 500 名を越えるごと

に 1 名を加算する。5001 名を超える場合は、一

律 21 名とする。 
②地域組織は一律 2 名とする。 
③オブザーバー組織は、特別代議員 2 名とする。

 
①過去に是正はしてきたものの大規模組織に代議員が集中する選出規定であったため、その配分

を緩やかにし、一方中小組織が多いという組織構成を考慮して、その部分を多少厚くし、運動方

針への意見反映がしやすくなるようする。 
②2005 年 10 月 16 日の第 18 回定期大会で規約改正を行い、青年・婦人組織からの代議員、中央

委員の選出規定が削除された。しかし、大会運営規則の関連部分の改正がなされていなかったた

め、その部分を削除する。 
③1990 年 12 月 2 日の第 2 回定期大会でオブザーバー規則が制定された。しかし、大会運営規則

の関連部分の整備がなされていなかったため、この機に行う。 
 
第 47 条 中央委員の選出基準は 
①300 名までは 100 名ごとに 1 名を加算する。

301 名以上は 500 名を越えるごとに 1 名を加算

する。 
②地域組織および青年部・婦人部は一律 1 名と

する。 
 
 
 

 
①50 名までは 1 名とする。51 名以上は 100 名

までは 2 名とする。101 名以上は 200 名までは

3 名とする。201 名以上は 500 名までは 4 名と

する。501 名以上は 1000 名までは 5 名とする。

1001 名以上は 2000 名までは 6 名とする。2001
名以上は 3500 名までは 7 名とする。3501 名以

上は 5000 名までは 8 名とする。5001 名以上は、

一律 9 名とする。 
②地域組織は一律 1 名とする。 
③オブザーバー組織は、特別中央委員 1 名とす

る。 
 

①～③ともに改正理由は、代議員の項と同じ。 
 
 
 

第 51 条この規則は、2009 年 9 月 13 日より施行

する。 
改正にともない施行の年月日を追加する。 
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活動日誌 

月日 行動内容  

2008 
８月 

5 
6 

 
7 

 
8 

15 
 

19 
20 
21 
22 
23 

 
25 
29 

 
30 

 
 

 

 

社保協事務局会議 

最賃意見陳述（労働局 13:30～）、４役会議（高橋、樫原、岡原、

畑山、田口）、青年部打合せ（４役＋草野、山崎、金子） 

県労委総会（田口）、高知９条の会役員会（高橋） 

22 回執行委員会 

全労連四国地区協（香川：高橋）、役員選挙管理委員会 

戦争を語り継ぐ集い（人権啓発センター160 人）、後期高齢者医療

制度廃止県民集会 

憲法宣伝 

国民大運動県政学習会（田口） 

23 回執行委員会 議案審議 

反貧困宣伝行動（グリーンロード） 

反貧困・運動団体交流会（共済会館）、公的保育署名スタート集

会 

最賃専門部会申入れ（８名） 

国民大運動県政学習会（県教組会議室）、最賃審議会答申・声明

発表 

高知弁護士会プレ・シンポ「労働と貧困」（新阪急） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

2 

 

3 

4 

 

7 

9 

11 

12 

13-14 

14 

 

16 

17 

 

18-19 

18 

19 

20-21 

25 

26-27 

26 

28 

 

自交総連県観光労組解雇事件・勝利和解、いの健理事会（高橋）

８・１５実行委員会（高橋）、憲法会議事務局会議（高橋） 

高知一般毎日広告県労委あっせん、会計監査実施 

労働委員会総会（田口）、国民大運動・県秘書課申し入れ（高橋、

田口） 

県労連第２１回定期大会（高知城ホール４Ｆ） 

女性部会 

土佐国道事務所申入れ（田口） 

最賃・異議申し出（樫原、田口、金子） 

全労連青年部第２１回定期大会（草野、山崎）   

高南はイヤー労組定期大会（樫原、田口）、革新懇・香南市自衛

隊問題宣伝行動（15 名） 

労働相談センター役員会 

国民大運動⑬世話人団体会議、公務労組連絡会・県人事委員会交

渉、土佐校雷裁判勝利判決（高松高裁） 

全労連組織拡大強化代表者会議(樫原) 

県労委総会（田口） 

組織拡大強化代表者会議 

全労連女性部第１９回定期大会 

県社保協事務局会議（高橋）、安芸区オルグ      

自治労連定期大会（高橋、田口） 

駅前観光名誉毀損裁判（樫原、田口）          

郵産労高知支部定期大会（田口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安芸地区オルグ 

土佐校雷裁判勝利判決 

反貧困キャラバン 

21 回定期大会 
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29 

 

30 

 

 

革新懇常任代表世話人会議（高橋）,アイエス紙業裁判（樫原、

田口） 

土長地区オルグ     

 

 

10月 
1 

 
2 
3 
4 
5 

 
6 
8 
9 

11 
13 
14 
16 

18-19 
19 
21 
24 
25 
29 
31 

 

 

香美地区オルグ、私学教組裁判、医労連島津クリニック労働審判

（樫原、田口、金子）、原水協常任理事会（高橋） 

第２回執行委員会、女性「九条の会」高知記念講演会（800 人）

全労連組織代表者会議（～４日：田口） 

県医労連定期大会（高橋） 

映画「蟹工船」上映（500 人）、いの健センター総会・講演会、青

年大集会（明治公園） 

県学習協総会、労働相談センター総会 

幡多地区オルグ、県社保協事務局会議       

高岡地区オルグ、全労連四国地区協（徳島：高橋） 

県医労連公立病院改革ガイドライン学習会（田口） 

後期高齢者医療制度廃止・療養病床削減反対県民集会（180 人）

子連事務局会議、革新懇代表世話人会議（高橋） 

第３回執行委員会 

共済会全国総会（田口） 

反貧困“世直しイッキ”大集会（主催：反貧困ネットワーク）

国民大運動⑭世話人団体会議 

県国公定期大会（高橋）、女性部定期大会（田口） 

全労働定期大会（高橋） 

こうち労働共済会第 2 回総会 

建交労農林支部第 10 回定期大会（田口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 
1 

 
4 
5 
6 
9 

10 
11 
12 
13 

 
14 
15 

16-17 
17 
18 
19 
20 
22 

 

 

「こうち九条の会」結成 4 周年記念講演会（高新ＲＫＣホール：

500） 

子連事務局会議（高橋）、いの健センター理事会（高橋） 

建交労県本部定期大会（高橋）、オルグ団会議 

県労連対県交渉（10：00～12：00） 

日亜化学偽装請負抗議集会（徳島：９人） 

憲法会議事務局会議（高橋） 

革新懇代表世話人会（高橋） 

県社保協事務局会議（高橋） 

なくせ貧困・生活危機突破全国集会（主催：全労連、国民大運

動） 

国民大運動対県交渉、県民集会（２５０人） 

柏島小学校存続を求めるつどい 

労働共済会実務研修会（田口） 

子連キャラバン（高橋） 

子連キャラバン（高橋） 

子連事務局会議（高橋） 

奥福井線存続を求める会主催「バスに乗ろうキャンペーン」 

過労死１１０番（樫原、宮本）、「学区制」撤廃を考える集い

（70 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民大運動対県交渉 

働く女性の集会 

若者雇用で県交渉 

 新テロ特措法反対集会 
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22-23 
24 
27 

27-28 
29 

 
 

毎日新聞に県労連意見広告掲載 

はたらく女性の交流集会（アスパルこうち：94 人） 

①革新懇木曜市宣伝 

０９国民春闘討論集会（熱海：田口） 

建交労四国鉄道本部第１０回定期大会（婦人会館：田口） 

 

 

 

 

 

 

12 月 
1 
2 
3 
4 

 
5 
6 
7 
8 

 
9 

 
10 
12 
13 

 
13-14 

 
15 
17 
18 

 
 
 

19 
 

20 
22 
23 
25 
26 
28 

 
 

 

消費税闘争打合せ（高橋）、憲法会議事務局会議（高橋） 

社保協事務局会議（高橋） 

いの健理事会（高橋） 

社保協療養病床削減反対署名の県への提出（6,434 筆。高橋）、

労働委員会総会（田口） 

自衛隊行軍について自衛隊施設基地に抗議の申入れ（樫原） 

高知県労連０９春闘討論集会（50 人） 

１２･８平和のつどい（350 人） 

「高知を軍事基地化するな」抗議集会（高橋）、教育署名県議

会前集会 

派遣切り等で労働局交渉（９人）、子連事務局会議（高橋）、

革新懇代表世話人会議（高橋） 

県社保協運営委員会（高橋）、消費税闘争打合せ（高橋） 

労働相談ホットライン（10 件） 

なんでも行政相談（27 件。県国公 15 人、県労連他 5 人）、国

鉄闘争・くらしフェスタ in 四国（370 人） 

全労連青年部代表者会議（東京：金子）、全労連女性部春闘討

論集会（東京：畑山佳代） 

後期高齢者医療制度廃止集会、医療生協対策会議（田口） 

国民大運動⑮世話人団体会議、２・１１実行委員会（高橋） 

高校生の内定取り消し問題での教育委員会申入れ（田口）、

解雇者の雇用保険仮払い問題での労働局申入れ（田口）

自交総連タクシー運賃値上げ・組織拡大ビラ配布（樫原、田口）

②革新懇木曜市宣伝 

全労連四国地区協（高知：高橋、宮地、樫原、田口、金子）、

県病院局交渉（田口） 

高知城ホール忘年会、こうち生協労組定期大会 

革新懇・自衛隊増強問題での香南市との懇談（高橋） 

②医療生協対策会議（田口） 

県社保協宣伝署名 

国の出先機関の統廃合問題で県と話し合い（岡原、田口、杉村）

③医療生協対策会議（田口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009
1 月 

7 
8 
9 

11 
 

 

 

憲法会議事務局会議（高橋） 

日本共産党高知県委員会・旗開き（高橋、樫原、田口） 

早朝宣伝（２０人）、県労連・旗開き（１１０人） 

④医療生協対策会議（田口）、みんなの郵便局を守る高知の会

第８回総会（田口） 

 

 

 

 

 

 

 

分権委 2次勧告で県交渉 

春闘討論集会 

自衛隊の市内行軍に抗議 
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13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
17-18 

22 
22-23 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

 
29 
30 

 
31 

 
 

県国公春闘討論集会・旗開き（田口）、革新懇代表世話人会議

（高橋） 

国民大運動⑯世話人団体会議（田口）、社保協事務局会議（高

橋） 

憲法会議事務局会議（高橋）、２・１１実行委員会、９条の会

役員会（高橋） 

エースワン未払い解決、及び争議者の連帯を深める決起集会（田

口） 

国労旗開き（岡原）、自治労連医療部学習会（田口） 

オルグ要請講座（金子、谷口） 

ミロク労組定期大会（高橋） 

全労連評議委員会（東京：田口） 

県社保協宣伝署名 

高教組中央委員会、自治労連中央委員会・旗開き（高橋） 

第２３回中央委員会 

憲法会議総会 

いの健センター理事会 

共産党と緑心会・県政懇談会（樫原。17 団体 30 人）、高知一

般医療生協労組職場集会（田口） 

③革新懇木曜市宣伝 

高知市労連旗開き（高橋、田口）、後期高齢者医療制度問題実

行委員会（高橋、田口）         

消費税学習会（70 人）、各界連総会（高橋、田口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 
1 
2 
3 

 
 

4 
5 
6 
9 

 
10 
11 

 
13 

 
14 

 
16 
18 

16-20 
19 

20-23 
21 

 

県教組中央委員会（田口） 

公務労組連絡会総会（田口） 

いの健中四セミナー実行委員会（岡山：高橋、杉村）、

「地域再生と地方自治」シンポ（仮題）で自治労連と打ち合わ

せ（田口） 

全労連四国地区協（愛媛：田口）、学習協との話し合い（高橋）

県労委総会（田口） 

初級組合員講座①「労組法と労働組合」（30 人） 

特殊製鋼所社長との懇談（高橋、宮地、岡原、田口、金子）、労

働審判員研修会（樫原） 

こうち生協幹部との懇談（高橋、田口、金子） 

建国記念の日に反対する集い（170 人、人権啓発センター）、

伊藤講演会（200 人、高知女子大） 

１日総行動:早朝宣伝 15 人、国の出先機関への申し入れ 5 ヶ所

（4 人）、昼休み集会（110 人）、反貧困集会（100 人） 

県医労連中央委員会、労働相談ビラ配布（3 人）、⑤医療生協

対策会議（田口） 

国鉄連帯集会 

国民大運動⑱世話人団体会議 

自治体キャラバン 

労働委員会総会（田口） 

自治体キャラバン 

大月病院シンポ（100 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 年旗開き 

エースワン地裁勝利判決集会 

23 回中央委員会 

こうち生協幹部との懇談 
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20-21 
25 
26 
27 

 
 

労働相談ホットライン（１６件） 

県社保協宣伝署名 

④革新懇木曜市宣伝 

初級組合員講座②「労働組合と労基法・労安法」（30 人） 

労金説明会（全国統合の件：４役対応）、①四役会議（高橋、

宮地、樫原、田口、金子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 
1 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
8 
9 

 
 

11 
12 
13 

 
14 
15 
16 
18 

 
19 
20 
23 
24 
25 

 
26 

 
27 

 
27-28 

 
 

 

母親大会の全県実行委員会 

四国総行動（高知１４人。自治労連２、医労連２、県教組１、

県国公１、建交労鉄道３、自公総連２、書記局３） 

カシオ非正規切り反対１日行動（工場前宣伝、南国市、労働局、

県への申し入れ）、子連代表者会議（高橋） 

安保実行委員会（高橋）、県労働委員会総会（田口）、メーデ

ー①実行委員会 

高南はイヤー懇談（樫原、田口）、特別講座「経営分析と労働

組合」（自由民権記念館、20 人） 

国際女性デー（丸の内緑地、100 人） 

モデル・ハイヤー労働委員会、⑦医療生協対策会議（田口）、

土佐女子不当解雇事件労働審判・和解成立、高知弁護士会労働

相談会（樫原） 

オルグ団会議 

公務労組連絡会早朝宣伝、県社保協運営委員会 

3･13 重税反対集会（県下７会場。1350 人）。労働組合中級講座

「労働相談と労働法」（１０人） 

学習協「21 世紀の日本社会」学習会、労働共済臨時総会（田口）

子連総会、行政なんでも相談（32 件、１４名の参加） 

後期高齢者医療制度集会実行委員会（高橋） 

国民大運動世話人団体会議（高橋、田口）、労働局交渉（高橋、

田口以下４名）、公務労組連②幹事会 

年金相談会。３･２０イラク等抗議集会。⑬県労連執行委員会 

イラクに平和を宣伝行動 

郵産労ストライキと激励集会 

いの健理事会（高橋） 

エースワン未払い賃金裁判勝利判決、後期高齢者集会実行委員

会（高橋） 

②メーデー実行委員会、四国毎日広告報告集会、⑤革新懇木曜市

宣伝・常任代表世話人会議（高橋） 

「労働組合と生活保護」学習会、上杉裁判判決、原水協常任理事

会（高橋） 

労働委員全国研修会（全労連主催、田口）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

 1 
2 
3 

 
5 

 

相互物流団交（樫原、田口）、憲法会議役員会（高橋） 

第１４回執行委員会、労働委員会総会（田口） 

「労働組合と共済活動」学習会、郵産労国会議員等要請行動（田

口） 

反貧困シンポ（ＲＫＣ。350 人） 

 

 

 

 

 

 

年金一揆。四銀前でプラスたー宣伝

イラク開戦から６年の抗議集会 

郵産労・初のストライキ 
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6 
8 
9 

 
14 
15 

 
 

16 
 

17 
 

18 

19 

21 

22 

 

 

23 

24 

25 

26 

 

28 

29 

30 

 

６・９行動 

オルグ団会議、社保協事務局会議（高橋） 

郵産労国会議員等要請行動（田口）、６・９行動、憲法会議事務

局会議（高橋） 

革新懇代表世話人会（高橋） 

後期高齢者医療制度廃止等昼休み集会、最賃委員問題法律事務所

相談（樫原、田口）、裁判員制度で地裁申入れ（樫原、田口）、公

務労組連・人事委員会申入れ 

労働委員会総会(田口)、労働相談センター問題等で高知一般と話

し合い（田口－宮崎）、第１５回執行委員会 

平和行進実行委員会（高橋）、全労連四国地区協・人事院四国

事務局交渉（一時金特別調査問題。高知から 4 人参加） 

国民大運動高知県実行委員会総会 

憲法宣伝 

子連早朝宣伝（田口）、子連事務局会議（高橋） 

① 最 賃 統 一 行 動 （ ハ ロ ー ワ ー ク 前 宣 伝 、 局 交 渉 ） 、

原水協常任理事会（高橋）、公務労組連・県人事委員会申入れ

（09 人勧）、公務労組連③幹事会 

⑥革新懇木曜市宣伝 

高南ハイヤー労組高松高裁(樫原、田口) 

社保協宣伝行動、自治労連青年部（田口） 

四万十市長選投票（田中全 11,304。沢田五十六 9,428。投票率

71.27%) 

いの健理事会(高橋) 

メーデー前夜祭（「蟹工船」上映等） 

原水協理事会（高橋）、憲法会議事務局会議（高橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

1 
 

3 
6 
7 
8 

10 
11 

 
12 

 
13 
14 
15 

 
20 

 
21 
22 
23 
24 

 

第８０回メーデー（中央集会 900 人）、公務労組連・人事委員

会に申入れ（夏季一時金削減問題） 

輝け日本国憲法！５・３県民のつどい（260 人） 

県労連青年部会 

第 16 回執行委員会、県労働委員会総会（田口） 

高知県高齢者運動連絡会総会 

全労連四国地区協青年部会議(徳島：草野、山崎、金子) 

公務労組連絡会・人事委員会交渉、④公務労組連幹事会、県労

連青年部会（草野、山崎、金子、田口） 

全労連四国地区協四電等申入れ、地区協会議（高松：田口）、

革新懇代表世話人会（高橋） 

社保協事務局会議（高橋） 

子連・教育長交渉（高橋）、９条の会(高橋) 

第２次最賃デー、高知一般と労働センター問題で話し合い（田

口） 

国民大運動実行委員会①世話人団体会議（高橋、田口）、

県労委あっせん（田口） 

９条の会（高橋）、県労委総会(田口) 

南国労連大会（高橋） 

地域運動交流集会（高知城ホール４F：50 人） 

自治労連・給食祭り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働審判問題で裁判所へ申入れ 

上杉裁判勝利報告集会 

上杉裁判勝利報告集会 

地域運動交流集会 

第 80 回メーデー 
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25 
26 
28 

 
29 
30 

 
 

後期高齢者医療制度廃止集会実行委員会（高橋） 

子連事務局会議（高橋） 

⑦革新懇木曜市宣伝、同常任代表世話人会議（高橋）、

高知一般との労働相談センター問題での話し合い（田口） 

書記採用面接、②四役会議 

県労連青年部定期大会、ブックレット「９条しあわせの扉」出

版記念会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

1 
2 
3 
4 

6 

7 

 

13 

 

 

13-14 

14 

15 

17 

18 

20 

 

21 

27 

27-28 

 

 

 

労働審判（樫原） 

原水協理事会（高橋） 

人権共闘事務局会（高橋） 

第１８回執行委員会、県労委総会（田口） 

（高知城ホール、田口）、自交総連新組合結成打合せ（樫原、田口）

高知市母親大会、県商連第４１回定期総会（田口）、平和行進高

知入り（宿毛） 

「学校の統廃合」問題を考える大討論会（高知城ホール、60 人）

県社保協総会（女子大）、自治体問題研究所０９年度総会（共

済会館） 

原水爆禁止四国大会（高松） 

革新懇総会（人権啓発センター） 

後期高齢者医療制度廃止等集会（人権啓発センター、100 人） 

国民大運動第２回世話人団体会議 

第３次最賃デー（局前集会、局交渉、630 分ハンスト） 

平和行進・高知市網の目行進。「アスベスト相談会」（9 件）、

過労死１１０番（5 件） 

県母親大会、自交総連新組合結成（樫原、田口） 

県教組第８５回定期大会（田口） 

働くものの学習交流集会（徳島：70 人、高知 4 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

    3 

4 

4-5 

7 

12 

 

13 

 

 

14 

15 

16 

18 

21 

24 

25 

 

土佐清水労連定期大会 

全法務定期大会（田口） 

中四国ブロックいの健セミナーin 高知 

自問研常任理事会（田口） 

愛媛労連・ハリソン抗議集会（今治：180 名。高知 4 名）、高

知一般定期大会（田口） 

公務労組連幹事会、反貧困の集会実行委員会（西山）、

後期高齢者等集会実行委員会（高橋）、８・１５集会実行委員

会（高橋） 

革新懇代表世話人会（高橋） 

国民大運動第３回世話人団体会議（高橋、田口） 

年金者組合との懇談（樫原、田口） 

青年部交流会（26 名） 

自問研・研究会、福祉保育労定期大会 

人権教育を考える会、人権共闘総会 

生活・雇用労働相談（樫原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部 15 回定期大会 

学校統廃合シンポジウム 

中四第 1回いの健セミナー（高知）
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27 

28 

31 

 

学習協総会、ＮＴＴ不当配転第３回控訴審（高松：100 名） 

子連事務局会議（高橋）、年金者組合第 21 回定期大会（田口）

全労連臨時大会（～8/1 東京：西山、田口、千﨑） 

 

８月 

  3 

4  

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県労委・高知一般あっせん（田口） 

②青年部第２回常任幹事会 

地賃・最低賃金 631 円の答申 

県労委総会（田口）、第 20 回執行委員会 

最低賃金異議申し立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最賃意見陳述 
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高知県労連２００８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 

   〃 金子 竜太 県医労連書記次長  

執行委員 畑山 和則 県教組 県教組副委員長 

 〃 茂井 敬大 県国公 県国公幹事 

 〃 千﨑 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    

 〃 田岡 勉 高知一般 高知一般組合長 

 〃 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 

 〃 森岡 晃篤 建交労農林支部執行委員  

会計監査 砂田 紳一 私学教組     

  〃 吉岡 太史 高教組書記長     

    〃 宗光 健夫 郵産労  

※2008 年 9 月 7 日第 21 回大会選出  
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高知県労連加盟組織名簿 

労 組 名 郵便番号 所 在 地 １ 電  話 FAX 

県教組 780-0850 高知市丸ノ内 2-1-10 高知城ホール  ８２２－４１３５ ８２３－２３５５ 

 高教組 780-0850 高知市丸ノ内 2-1-10         ８２２－６８２２ ８２２ー６８２３ 

私学教組 780-0850 高知市丸ノ内 2-1-10         ８２３－８３３９ ８２３－８３３９ 

高知自治労連 780-0870 高知市本町 5-2-3 自治会館内      ８２２－１０１１ ８２２ー１０１３ 

県国公 780-0815 
高知市二葉町 4-18 

 職安二葉町分庁舎内         
８８２－１１０８ ８８５－１４３７ 

県医労連 780-0850 高知市丸ノ内 2-1-10         ８７２－７１３０ ８２２－７９６９ 

福祉保育労高知地

本 
780-0850 高知市丸ノ内 2-1-10         ８７１－６４４０ ８７１－６５９２ 

高知一般 780-0805 高知市東雲町８－１２ ８８４－５６６０ ８８４－５７８０ 

建交労県本部 780-8031 
高知市大原町１０９  

 コーエイハイツグランド２F 
８３４－３１１０ ８３４－３１３９ 

 農林支部 780-8040 高知市神田 2418-2 ８３３－２５８６ ８３３－５１１４ 

 高知鉄道本部 780-0045 高知市幸町１６－５ 橋詰方 ８２３－２４６５ ８２３－２４６５ 

自交総連高知地連 780-8031 高知市大原町１０６   ８３２－８１６３ ８３２－８１６３ 

郵産労高知支部 780-8199 
高知市北本町 1-10-18  

高知中央郵便局内      
８２４－２３７０ ８２４－２３７０ 

こうち生協労組 780-8007 
高知市仲田町８－５  

こうち生協中央支所内            
８３３－０２４４ ８３３－０１９９ 

学校生協用品労組 781-0014 高知市薊野南町 20-13 ８４６－４１２４ ８４５－１９８１ 

ミロク製作所労組 783-0006 南国市篠原５３７－１ ８６４－０３００ ８６４－０３００ 

特殊製鋼所労組 780-0814 高知市稲荷町１２０ ８８３－８７７７ ８８３－８７７７ 

宇治電労組 780-8010 高知市桟橋通 5-7-34 ８３４－３８３８ ８３４－３８３８ 

紙パ労組 781-2100 吾川郡伊野町 1724-1 ８９２－０６７８ ８９２－０６７８ 

映産労高知分会 780-0901 高知市上町 3-9-14 ８２２－７４８６    

高南ハイヤー労組 780-8006 高知市萩町 1-6-55        

年金者組合県本部 780-0850 高知市丸ノ内２－１－１０          ８２４－７５０９ ８２４－７５０９ 

 

 

 

 

 


