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２０１０年度 高知県労連 

第 2３回定期大会議案 
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ところ  高知市東部健康福祉センター 

 

高知県労働組合連合会 
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第 1 号議案 

２０１０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 10 月に結成 20

周年の節目を迎え、新たな 10 年のスタートを

切った。第 22 回定期大会で、運動の軸足を「職

場」と「地域」に置き、目に見える職場活動、

地域運動の発展を目指した。 

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。 
また、地域労連の確立と 10 万枚の地域ビラ

配布で地域組織と地域運動のさらなる展開を

目指してきた。 

 組織面では執行委員会の団結強化、地域組織

の確立、青年部の発展などを進めてきた。 

労働相談センターも専任化３年目に入り、

「一人から組織へ」の方針の本格的な前進を目

指した。 

 今年は連立政権発足後初となる大会であり、

新たな政治情勢の下で労働者・国民の要求実現

をどう進めるのか本格的な方針提起が求めら

れる。 
以下具体的総括を行い、課題を明らかにし、

飛躍と発展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（省略）の通りである。 

 高知県人事委員会は 10 月 15 日、月例給の平

均 0.16％の引き下げ、期末・勤勉手当の 0.35

ヶ月の削減、自宅にかかる住宅手当の廃止、月

60 時間を超える時間外労働の割増率の引き上

げの勧告を行った。 

県教組は教育委員会との確定交渉を行い、県

独自のカットの打ち切り（管理職手当分を除き

12 で）を勝ち取った。高知自治労連でも土佐

町職労が独自カット解消（2010 年 4 月から）

を勝ち取るなど奮闘した。 

 
２．１０春闘の取組みの経過と教訓 

「賃上げで内需主導型の景気回復を」をスロ

ーガンに取り組みを進めた。結果は別表（省略）

の通りである。福祉保育労では、介護労働者処

遇改善交付金を活用して大幅賃上げの取り組

みを進めた。高知一般のはたけんみん病院の清

掃部門では、全員加盟の組織力と粘り強い交渉

により631円から640円への賃上げを獲得した。 

○12月 5日に10春闘討論集会を高知城ホール

で開催し、70 名が参加した。高知県中小企業

家同友会代表理事の渡邊基文氏を迎えて、「労

使あい並び立つ元気な企業のあり方とは－不

況、右肩下がり経済をどう打開するか－」のテ

ーマで講演を受け、労使の合意協力型・提案型

の運動について学習を深めた。 

１月 24 日に第 24 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＞ 

○第 24 回中央委員会で提起した「公務員バッ
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シング」と「我慢の哲学」という 2つの偏見を

一掃するための共同ビラ 10 万枚を作成し、全

戸配布を目指した。 

内需主導型の経済発展へ世論喚起を図るこ

とを目的としたが、目標配布数を大幅に割り込

んだ。計画倒れに終わらせないために計画と実

施を一体的に論議する必要がある。 

また、月 2回の定例宣伝を実施し、春闘宣伝、

労働相談センターの告知宣伝を行った。 

○自治体キャラバン行動を2月15日～19日の間

に行い、①公契約条例の制定、②最低賃金の引

き上げ、③国の出先機関の統廃合反対の3本の

決議を求めて16市町村を訪問した。 

○2月24日、年金者組合高知県本部は全国統一

行動に呼応して、「年金者一揆行動」を県内東

部地域（一円）で、県労連カー・マイク宣伝、

プラスターなどを使って後期高齢者医療制度

の廃止と最低保障年金制度の確立を訴えた。 

○2月26日、10年春闘での重点要求の実現めざ

し、高知市で「1日総行動」を実施し、中立6

労組に春闘課題で協力・共同を呼びかけるとと

もに、10年春闘における取組みなどについて意

見交流を行った。 

○3 月 2 日には四国総行動を実施、JR 四国本

社、四国電力本社、四国経済産業局、高松国税

局、四国地方整備局、人事院四国事務局、四国

財務局、四国運輸局に要請を行った。 
○3 月 5 日から 4 月 23 日にかけて、全 6 回の

労働講座を開催し延べ 120 人が参加した。労働

組合の基礎から経営分析、共済活用、労働災害

などについて学習した。 

 3 ヶ所 4地域労連で春闘学習会を開催した。 

 

３．夏季一時金の取り組み 

妥結状況は別表（省略）の通りである。昨

年と比較すれば、同等かそれ以下の状況とな

っている。 

 5 月 15 日に県労連と県公務労組連絡会は共

同で早朝宣伝行動を行った。5 月 27 日には県

労連と県公務労組連で、凍結を行わないよう県

議会の各会派に申しれを行った。 

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。 

 

 

 

 

 

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 11月 27 日に総

会を開催し、労働災害の発生状況や労働安全衛

生法について学習講演会を行った。 

6 月 19 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。 

 県労連はいの健と共催し、連続労働講座の一

つとして3月12日に「労働組合と労働安全衛生

法－誰でもできる安全衛生活動」を、4月23日

に「労働相談と労災実務」を、県国公・全労働

高知支部の協力で開催した。 

 6月5日～6日に香川で開催された「第2回働

くもののいのちと健康を守る中四国セミナ

ー」の成功のため尽力した。 

②入札制度、雇用確保の改善 

 10 月 14 日、「若者雇用と入札制度の改善問

題」で高知県の関係各課と話し合いを持った。 

 10 春闘の自治体キャラバンでは、野田市の

公契約条例の制定にならい、各市町村での公契

約条例の制定を求めた。土佐町では、振興計画

の中に「公契約の制定」が盛り込まれた。 

 6 月 28 日、建交労と県労連は、高齢者・障

害者・青年等の雇用対策について、県、市長、

民主党へ要請行動を行った。 

県内の雇用調整助成金等に関わる休業状況

は下表の通りで、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。 

 緊急雇用対策は 2011 年度までであり、その

後の雇用対策の継続、拡充の取り組みが求めら

れる。そのために雇用問題での政策活動の強化

が必要である。 
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  2 月 3 月 4 月 5 月 

大企業 1,117 807 631 310 

中小 3,456 4,727 3,532 4,001 
高

知 
合計 4,573 5,534 4,163 4,311 

大企業 298,559 222,483 208,927 151,707 

中小 1,309,550 1,374,241 1,277,091 1,172,331 
全

国 
合計 1,608,109 1,596,724 1,486,018 1,324,038 

 

 

３）最賃闘争                    

「生活保護との整合性」（生活保護水準を上

回ること－大臣答弁）を定めた改定・最賃法と

民主党の公約を根拠に、最賃の大幅引き上げを

獲得する取り組みを進めた。 
青年部は 3 月に最低賃金生活体験を実施し、

3 名が挑戦した。5月 1 日には『くらしあった

村』に最賃ブースを設け、最賃体験を栄養面な

どから検証したパネルを展示した。6 月 12 日

には最賃討論会を開催し、日本共産党が参加、

民主党と社民党からは文章での最低賃金引き

上げに対する政党の方針が届けられた。 

労働局と 6月 10 日、6月 22 日に話し合いを

持ち、最賃と生活保護との比較基準の改善、委

員会の公開などを強く求めた。 
全労連が提起する 6月 22 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 631 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、署名 450 筆を集め、世論を喚起した。 

7 月 23 日には、最低賃金審議会で樫原副委

員長と溝渕青年部長が、意見陳述を行った。 

今後、貧困問題の社会問題化、働くルールの

確立の運動と結合し、「最賃せめて１０００円

以上」の大きな世論形成を図っていく必要があ

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 

 

「年越し派遣村」に象徴される私たちの運動

で貧困問題を可視化し、構造改革路線、大企業

中心社会の問題点を告発し、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、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              

○県社保協総会は6月26日に総会を開催した。

また、高運連は 5月 21 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。 

県社保協・高運連は昨年 10 月 26 日から 11

月 6 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。  

民主党政権の誕生によって後期高齢者医療

制度の廃止が期待されたが、4年先延ばしにし

た後、「姥捨て山」制度の拡大方向が打ち出さ

れている。 

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 2 月 13 日には田中きよ

む高知女子大教授を講師に学習会を行った。 

○子どもの医療費無料化は 07年 10月に土佐清

水市が実施して以来、08年度・09 年度・10年

度と急速に拡がりをみせ、13自治体（1/3 強）

以上となった。 

また、高知民医連・潮江診療所は昨年 10 月

から無料低額診療制度を開始したが、生活苦と

医療からの排除が絡み合い、病気を重症化させ

ていく貧困の実態を浮き彫りにした。 

○12 月 6 日、自治労連主催で「介護保険シン

ポジウム」が開催された。高知女子大の田中き

よむ教授が「介護保険制度の現状と今後」と題
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し、利用者に負担を押しつけ苦しめる制度では

なく、利用者に優しい制度を求めた講演を行っ

た。安心の介護保障を実現するために、利用し

やすい、利用できる介護保険への改善運動が求

められる。 

○保育分野では、毎年、公的保育を守り拡充す

る運動が取り組まれている。 

 昨年秋から取り組まれた国会請願署名は、県

内で 75,682 筆（全国で 292万筆）を集約した。

第 173 臨時国会では参議院にて全会一致で採

択されたものの、第 174 通常国会では審議未了

となった。 

 また昨年 6 月地方議会から議会陳情に取り

組み、県内 17 市町村で採択され意見書が国へ

提出された。 

 昨年の 9月 19 日、今年の 5月 1日には、高

知市で街頭署名宣伝行動が取り組まれた。 

 高知自治労連は昨年 10 月、自治体キャラバ

ンに取り組み、自治体首長らから、国の進める

保育制度改革に懸念の声が出された。 

 「地域主権改革関連法案」は廃案になったが、

地域主権を口実に保育の最低保障基準をなく

し、公的責任から市場の中での契約制度に保育

を置き換えようとしている。公的保育を守り発

展させる共同の取り組みが求められる。 

 

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 16 日副知事交

渉を行った。副知事交渉では 7課の課長も出席、

平和・公契約・医療・女性の権利問題の４項目

に絞り、話し合いを行った。 

また、国民大運動実行委員会として 11 月 19

日には、150 人の参加で「なくせ貧困・守ろう

暮らしといのち－県民集会」を開催した。 

12月17日には教育長交渉を行った。しかし、

県教委による教組との分断によって、教組は前

日に教育長交渉を行った。今後もこの問題につ

いては協議していかなければいけない。 

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・09 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。09 年秋には地域組織の再構築を目

指したオルグが実を結び、須崎労連の再発足と

なった。その際、県教組の郡教組会館が地域運

動の砦となった。10 春闘では、16 市町村キャ

ラバンを行った。 

○3 月 12 日、県労連と県国公との連名で「くら

しをまもる行政の確立」の要望書を県に提出し、

話し合いを行った。 
 地域の安全や暮らしを守るサービスの確保、

定住自立圏構想、広域行政、人口減少問題、道

州制など幅広く意見交換を行った。 

○みんなのための郵便局を守る高知の会は、前

亀井郵政大臣の 10 万人の非正規社員の正規社

員化案を受け、対象者の拡大と公正・公平な採

用基準を求める運動を起こし、月 1回の「郵政

で働く 21 万人非正規労働者の公正・公平な正

社員化を求める要請署名」を行っている。 

1 月 10 日には第 9 回総会を行い、郵産労本

部の山崎清執行委員長が「郵政民営化の抜本的

な見直しの実現めざして」と題して約１時間記

念講演を行った。 

○子どもと教育を守る高知県連絡会（子連）は、3

月 28 日、総会を行った。それに先立ち「どう

なる！どうする？これからの教育」と題して松

山大学の大内裕和氏を講師に学習会を開催し

た。 
子連は昨年の 12 月 2 日には県議会に教育環

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」69,102 筆を提出し

た。 

2 月 15日から 3月 25日まで教育キャラバン

に取り組み、全自治体の教育長に学力テストの

中止、就学援助の拡充などを求めた。 

学校統廃合問題を考える連絡会では、11 月

に「語ろう学ぼう教育のつどい」にて、「学校

統廃合を考える特別分科会」を持ち、取り組み

を交流した。 

県教委は今年 9月に「高知県教育振興基本計
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画」を発表した。これに対し、高知県教組は

10 月 26 日に「単元テスト並びに確認テスト等

に関する要望書」を県教委に提出した。 

教育機会の保障、子どもを中心にすえた教育

の実現をめざし、共同の運動をより発展させる

必要がある。 

○母親運動連絡会は戦後 56 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 9 月 5 日に県集会を 11 の分科会

と 3つの特別企画を設け、現状を出し合い要求

を討議し、県との話し合いをすることになって

いる。 

09 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、室戸市、宿毛市、本山町、越知町、

春野町、香南市、土佐市、香美市、いの町、中

土佐町の合計 18 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。 

○広がる貧困を共同の力で何とか解決したい

と、県労連や民主団体でくらしあったか村実行委

員会を結成し、昨年 12 月 26 日、「くらしあっ

たか村・年末相談会」を開催した。 

弁護士や司法書士の協力も得て、スタッフ

100 名で雇用・労働相談、生活保護などの生活

相談、税金・年金相談、そして健康や生活につ

いての相談など幅広い相談を各団体で受け付

けた。この時の相談者の 1 人を後日、潮江診療

所の無料低額診療に紹介した。この人は自殺ま

で考えていたといい、大切な命を救う貴重な経

験を残した。 

 5 月 1 日には、高知県、高知市の後援も取り

付け、高知弁護士会、高知司法書士会、高知青

年司法書士協議会の正式の協力も受け、共同の

輪は大きく広がった。 

 相談窓口の存在を広く知らせ、一人でも多く

の相談者の悩みを解決するため、相談を受ける

側のネットワークの構築が重要である。それが、

貧困問題を可視化し社会問題化し、社会的な解

決につながって行く。各団体の連携が、「単な

る足し算」ではない大きな力が発揮することを

実感させた。 

  

 

 
 

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 

 

米軍との一体化を強めながら自衛隊の再

編強化、県土の軍事化が進められようとして

いる。これに対する反撃と共同の闘いが前進

した。また、核廃絶、憲法９条を守る取り組

みも旺盛に展開された。 
 

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た。 

3 月 24 日には郷土の軍事化に反対する高知

県連絡会が中心となり、50 普通科連隊移駐歓

迎セレモニーに反対する抗議集会を行った。 

②11 月 4 日、県原水協、県原水禁、憲法会議、

県平和センターを中心として、米海軍フリゲー

ト艦「クロメリン」高知港寄港に対する申入れ

を、1月 21 日には米海軍イージス艦『レイク・

エリー』の宿毛港への寄港について高知県知事

へ申し入れを行い、核搭載の有無を明らかにす

ることや、安全性の担保について説明を求めた。

県は国からの回答を鵜呑みにする態度であり、

高知県の安全を守っていく立場として、国に対

しても不透明な部分に関しては強い態度で臨

み、県民の平和を守る姿勢を持つよう、運動を

強めなくてはいけない。また、2月 1日には宿

毛湾にて宿毛湾非軍事ネットワーク主催によ

る『イージス巡洋艦レイク・エリー寄港に抗議

する宿毛集会』が開かれ、約 150 名が集まった。 
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③1 月 29 日には「普天間基地の即時返還－高

知県民集会」が開催され、180 人が参加した。

4 月 26 日、サロン金曜日、平和な未来を考え

る高知の会、高知県平和委員会、高知県平和運

動センターの４団体主催で、「普天間基地即時

撤去・沖縄に新基地を許さない高知県集会」が

開催され、約２５０人が参加した。 

④こうち九条の会は 11月 7 日、結成 5周年の集

いを RKC ホールで開催し、自衛隊イラク派兵差

し止め弁護団の中谷雄二弁護士が講演を行い、

260 人が参加した。女性 9 条の会は、10 月 4

日、映画「ひめゆり」をホールで開催した。 

有馬頼底氏を迎えての「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、150 人が集まった。 

 憲法会議、平和委員会などで「憲法署名」に

取り組み、今年 1月 20日現在、県下で 78,965

筆に達している。 

⑤5 月にニュークで開催されたＮＰＴ核不拡

散条約の再検討会議へ高知県からは 13 名が参

加した。県労連からは県教組 3人、高教組１人、

自治労連３人、年金者組合 2人が参加した。 

 6 月 3 日、ＮＰＴの報告集会もかねて県労連

として始めて平和集会を開催した。ＮＰＴ参加

者の 6 名を含む 40 名が参加した。県労連とし

ての平和闘争方針を提起した。 

原水協が提起する平和行進や原水禁四国大

会（6 月 18、19 日高知、200 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 9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、高知城下町、北部、

潮江、三里、港南、香美市、香南市、安芸市、

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。 

 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。 

 

 

 

 

 ４．組織拡大、強化の取り組み 

 

 

１）各加盟組織での取り組み               

①9 月 18 日に組織拡大強化代表者会議を開催

し、総合的な組織拡大強化の方針を提起した。

10 月～12 月を組織拡大月間に設定、具体的方

針では組織拡大の登録制（エントリー方式）を

呼びかけた。 

 この月間では独自の拡大目標を達成した年

金者組合、ちひろコスモス労組を結成した県医

労連、それに関わった須崎労連を 20 周年レセ

プションで表彰した。 

②6 月末の組織現勢は、○○人である。この 1

年間に35人の増であった。増加した組織が7、

減少組織が 8、プラスマイナス・ゼロの組織が

4 組織となっている（県労連加盟組織のみで、

連合体組織の単組支部は含まない）。 

 増加組織では年金者組合の 172 人増、高知一

般の 39 人増が注目される。 

 公務 3労組はいずれも減少となっている。し

かし、県や市町村関係では団塊の世代の退職後

の「大量採用」期に入っており、新採への加入
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の働きかけを活発に行い、特に自治労連では減

少に歯止めをかけつつある。 

民間労組がプラス 163 人、公務労組がマイナ

ス 128 人。民間労組比率は 37.0％で 2.1 ポイ

ント高まった。 

③年金者組合は目標である高齢者人口比

0.5％の 908 人を達成した。昨年から 178 人増

となった。 

また、高知一般は香長中央病院で民主的運営

を求めて過半数組織を建設した。 

県医労連は、労働相談から須崎のちひろ病院

でちひろコスモス労働組合を結成し、組織を定

着させている。 

福祉保育労は南国市の土佐清風園分会で臨

時職員 7名の 7 月からの正職員化を勝ち取り、

この中で信頼を広げ 10 名拡大し、過半数突破

を目指している。 

 この間の組織拡大での成果（端緒含め）を飛

躍につなげるためにも、教訓を共有し組織拡大

を最優先課題に位置づける必要がある。 

④郵産労における非正規労働者の組織化 

郵政事業では 21 万人もの非正規職員が働い

ている。郵産労高知支部は非正規職員の処遇改

善と正規化の運動に粘り強く取り組んできた。 

3 月 18 日の春闘行動では県労連、郵産労、

公務労組連の共催で中央郵便局前で早朝宣伝

を行い、その後、郵便事業会社高知支店へ非正

規職員の処遇改善と正職員化を求める申し入

れを行った。 

6月1日にも中央郵便局前で早朝宣伝を行い、

郵便事業会社高知支店と経営者協会へ申入れ

し、意見交換を行った。また、6 月 3 日、4日

には南国郵便局前と須崎郵便局前で早朝宣伝

を実施し、各支店長へ申し入れを行った。 

 郵産労高知支部はこの間、帯屋町商店街での

署名宣伝行動にも取り組み、「正規が当たり前

の社会」実現の訴えを行ってきた。 

 非正規の組織化へ向けた県労連全体の大き

な動きにつなげていく必要がある。 

 

２）労働相談センターの活動                 

10月19日に労働相談センターの総会を開催

した。今年（09 年度）から労働相談センター

は、県労連と各加盟組織からの分担金によって

運営することを決めた。 
方針では、打って出る宣伝行動や学習、相談

活動の強化などを決定した。センターの独自目

標として①労働相談受付件数 300 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。 

 11 月 30 日に「労働相談ホットライン」（9件）、

12月 26日に「くらしあったか村・なんでも相談会」

（24 件。実行委員会形式）、3月 2日、「労働相

談ホットライン」（6件）、3月 6 日に須崎労連

「なんでも相談」（8件）に取り組んだ。 

 09 年の年間相談件数は 285 件で、10 年は 6

月までに 117 件と昨年を下回っている。相談ル

ートとしては電話帳に加え紹介やホームペー

ジ（インターネット）などを通じての相談が増

えているが、更なる宣伝の工夫が必要である。 

組織化については、相談を通じた組織化が 2

組合で 47 人、個人加盟が 19 人で計 66 人であ

った（前年は 1 組織 20 人。個人加盟は 8 人）。 

組合加入率は各産別組織への紹介後に当該組

織の奮闘による拡大を含め 33.8％となってい

る。組織化の飛躍を作り出すためにローカルユ

ニオン的役割の一般労組をはじめ加盟組織と

のいっそうの連携強化が重要となっている。 

 オルグ団・争議対策委員会は月 1回定例開催

をし、集団指導体制の充実化をはかってきた。

今後においても労働相談センターの活動（機

能）をいっそう組織化することにより、組合結

成・個人加盟の促進、争議の早期勝利解決につ

なげていくことが重要である。 
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労働相談実績 

 08.1-12 09.1-12 10.1-6  08.1-12 09.1-12 10.1-6 

男性 102 140 63 解雇 44 69 20 

女性 97 145 54 退職の強要・勧奨 8 16 8 

不明 0 0 0 賃金・残業等未払 54 63 24 

小計 199 285 117 労働契約違反 0 0 2 

正社員 22 131 80 社会・雇用保険 11 9 7 

パート・契約等 31 34 15 配転・出向・転籍 3 3 3 

臨時・嘱託 3 6 2 労働条件切リ下げ 2 1 3 

派遣・請負 13 31 4 労働時間・休暇 19 22 21 

その他 0 13 2 セクハラ・いじめ 6 26 8 

不明 129 70 14 倒産・工場移転 0 1 0 

小計 199 285 117 労災・職業病 10 18 5 

    組合結成・加入 7 4 2 

    その他 24 47 14 

    不明 11 6 0 

    小計 199 285 117 

 

 

３）争議支援の取組み                  

＜和解が成立した事件＞ 

通信労組では、ＮＴＴ西日本－四国高橋さん

雇い止め事件が和解で解決した。 

高知一般関係では織田観光中退共不利益損

害賠償請求事件、ＭＩタウン職場復帰闘争（労

働審判にて和解成立）、エースワン割増賃金未

払い金請求事件（09 年 10 月 2 日高松高裁勝利

判決）、濱渦電気が解決した。 

高知県医労連では、高知市内の眼科に勤める

男性が賃金の契約不履行問題で個人加盟労組

に加盟、交渉を持ったが病院側は要求を拒否、

更に年金受給を「理由」に解雇してきた。雇用

継続を求める嘆願書を提出、最終的には労働審

判で勝利的和解を勝ち取った。 

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．駅前観光関連事件 
①駅前観光貸し切りバス乗員未払い賃金請求裁判（提訴 08年 9月） 
10 年 9月 8日、第 8回裁判。 

②駅前観光路線バス乗務員未払い裁判（提訴07年 12 月） 
10 年 7月現在、19回の口頭弁論。次回 10年 9月 14 日、第 20回裁判。 

２．土佐農機解雇事件 
組合公然化・団体交渉翌日に解雇通知。解雇撤回を求め活動中。 

私学教組 
①職員解雇撤回裁判（10年 5月 27 日高知地裁仮処分勝利） 
②雇用関係存続確認等請求（10年 6月 21 日本訴） 
福祉保育労 
(株)コパン・ドゥ・パルク退職勧告・賃金未払い問題 

 

国鉄闘争 

JR による不当解雇から 23 年目。6月 28 日、

ついに最高裁判所において、鉄道・運輸機構と

の間で係争していた 1047 名のＪＲ採用差別事

件の和解が成立した。この和解によって、鉄

道・運輸機構は、旧国鉄の不当労働行為責任を

裁判で争っている原告 904 名に対し一人当た

り約 2,200万円（総額約 200 億円）の和解金を

支払うこととなった。この和解成立は、原告団

とご家族にとって待ち望んだ解決であり、県労
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連としても心から歓迎するものである。しかし、

ＪＲ各社や関連会社への雇用はまだ実現して

おらず、引き続き建交労や全労働争議団と連携

し、雇用問題を含めた全面解決へ向けた支援を

継続する。 

 

社保庁分限免職撤回闘争 

社会保険庁の廃止に伴い 525 人の職員に対

し分限免職を強行した。この不当な解雇の取り

消しを求め、1月 18 日、全厚生組合員 31 人が

人事院に対し、集団で「不服申立て」を行いま

した。その後、8名が全厚生へ加盟し、39 人の

申し立てとなった。 

日本年金機構の発足に伴って、2,500 人も人

員を減らす一方で、民間から 1,000人以上も採

用しながら、昨年 12 月 28日、再就職先が決ま

っていない 525 人の職員に対し、民間企業の解

雇にあたる分限免職を強行した。今回、申し立

てたのは、秋田、東京、愛知、京都、香川、愛

媛の組合員で、裁判所への提訴も検討している。 

そもそも社保庁職員全員を引き継ぐべきで

あり、採用を制限し、外部から職員を採用しな

がら分限免職を行うのは違法である。懲戒処分

を理由にした不採用も違法な二重処分であり、

分限回避の努力も尽くされていない。 

高知県では解雇者は出ていないが、愛媛では、

2名の解雇者が出ており、全国に先駆けて 4月

28 日に「社会保険庁不当解雇撤回闘争支援愛

媛共闘会議」が結成された。 

県労連としても、全国・四国と連帯して解決

に向けた支援を強めて行く必要がある。 

 

 

■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

67％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。 

 10 月 3 日、4日とユニオンセミナーを開催し

た。埼玉労連の原富悟議長を講師に向かえ、「組

織拡大と組織作り」「地域運動の視点と取り組

み」などについて学び、県労連の組織拡大強化

についても討議した。また、2日目には青年部

も独自の企画で学習した。 

＜女性部＞ 

 女性部は 10 月 16 日に第 21 回定期大会を開

催し 24 名が熱心な討議を行った。 

 11 月 25 日には「はたらく女性の交流集会」

を成功させた。 

3 月 8 日、国際女性デーに取り組んだ。  

 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 16 回定期大会を 6月 12日に開催し、新た

な体制を整えた。6 月 29 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。 

7 月 24 日、25 日の働くものの交流集会を香

川で開催し、成功へ向けて貢献した。 

ブログも立ち上げ、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と共に、組織内

を活性化させる役割が期待される。 

＜地域組織＞ 

須崎労連は今年 2月 13 日に再発足大会を開

催した。再発足の準備の過程で、10 月 26 日に

は高知県医労連ちひろコスモス労働組合の結

成に関わり、大きな役割を果たした。また、地

域の労働組合の交流会も開催した。 

今春闘では地域運動の活性化と地域労連の

確立を目指して、地域での春闘討論集会を実施

した。2月 13 日に須崎労連（高岡教組会館）2

月 18 日に南国・香美労連（土長教組会館）、2

月 19 日に土佐清水労連で春闘討論集会を実施

した。各郡教組会館が、地域運動の砦として威

力を発揮している。 

また、須崎労連は 3月、県労連、県国公とと
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もに「なんでも相談会」を実施した。 

 更に今年 6月、郵政事業における非正規職員

の正職員化の問題で、南国支店、須崎支店前で

の宣伝と支店への申し入れを南国労連、須崎労

連を中心に実施した。 

 南国労連は5月14日に第18回定期大会を開

催した。 

土佐清水労連は7月2日に定期大会を開催し

た。 

これらの貴重な取り組みを一つでも多くの

地域に広げ、地域労連の組織と運動の力強い発

展を勝ち取らなければならない。 

＜学習運動＞ 

労働組合講座を県労連、県労連青年部、いの

健センター共催で開催した。初級２講座（①労

組法・労基法、②労働組合と労働安全衛生法）、

中級２講座（①労働組合とマネジメント、②労

働組合と経営参加）、特別２講座（①労働組合

と福利厚生、②労働組合と労災実務）の計６講

座で延べ 130 名が参加した。 

＜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、6月末

で 62,000 アクセスを達成し、年間 16,000 アク

セスとなっている。昨年比で約 4,000 アクセス

減少した。掲載内容を含むＨＰのリニューアル、

組織内での宣伝の徹底など工夫する必要があ

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、県労連青年部が

ＨＰ及びブログを設けている。 

今後のＩＴ活用について学習、研究、交流の

必要性が出てきている。 

□県公務労組連絡会は11月12日に総会を開催

した。 

 

全労連共済の取り組み状況                  

 昨年 2月の全労連共済発足に伴い、11 月 25

日には、こうち労働共済会と産別共済会による

学習会を開催した。4 月 16 日の労働講座では

産別の取り組みなどについて交流を行った。今

後も、各産別共済との連携を強化していかなけ

ればならない。 

組合員数、総額は昨年と比較すれば増加とい

える。しかし、一人あたりの掛け金は減少して

おり、個人共済への取り組みに課題が残る。 

こうち地方労働共済会の状況は下表の通り

である。抜本的な取り組み強化が求められる。 

加入状況  

組合員数 月掛け金総額 １人当り月掛金 

10 年  09 年   10 年   09 年   10 年  09 年 

415 313 95,175 77,450 229 247 

 

給付状況 

給付件数 給付金額 

26 件 517,000 円 

 

メーデーの開催状況                   

第 81 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、1300 名が参加した。 

 

20 周年の取り組み                    

県労連は昨年 10 月 30 日に結成 20 周年レセ

プションを開催し、120名が参加した。高知県、

高知市、高知県労働委員会からも来賓を向え、

盛大に 20 周年を祝い飛躍を誓い合った。 

加盟組織でも 9 月 28 日には、年金者組合結

成 20 周年レセプションを行った。また 10 月

16 日には、「全国で最初にできた地域労連」、

南国労連の結成 20 周年レセプションが行なわ

れた。 
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Ⅱ．情勢の特徴（こう見る）                   
 
 

 １.国際情勢の特徴と国内政治への反映                                    

 

(1)アメリカ型グローバル経済の破綻と先進国

主導の政治の終焉のはじまり 

08 年 9 月のアメリカ発の金融危機とそれ

に続く経済危機は、マネーゲームに狂奔する

カジノ資本主義やアメリカ主導のグローバ

ル経済の害悪を世界的に明らかにし、市場原

理主義にかわる経済社会への模索を強める

こととなった。 

日本国内でも、アメリカ主導のグローバル

経済に強固に組み込まれ、外需依存の経済構

造を強め、一部製造業の国際競争力強化を最

大目的にした「構造改革」の失敗がより鮮明

となり、内需中心の経済社会への転換を求め

る世論と運動が高まった。 

「資本主義の勝利」が宣言されて戦後「福

祉国家」の解体が進み、多国籍企業の発言力

が増し続けた 90 年代以降の政治、社会シス

テムの行きづまりが明らかなり、新たな社会、

世界をめざす動きが、この間、急速に強まっ

てきた。 

このような中、一部の先進国が政治や経済

を牛耳っていた「Ｇ８」の時代は過去のもの

となり、世界は多極化の「Ｇ20」の時代に移

ろうとしている。 

 
（２）「核兵器のない世界」への大きな胎動 

09 年４月、アメリカ・オバマ大統領がチ

ェコ・プラハで行った「核兵器のない世界を

めざす」との演説は、長年の核兵器廃絶を求

める取り組みを励ますものとなった。また、

08年夏から開始していた2010年ＮＰＴ再検

討会議に向けた「核兵器のない世界へ」署名

の取り組みを前進させた。 

2010 年５月のニューヨーク行動には、全

労連傘下の組合員が 500 名を超えて参加し、

署名も 120 万筆以上を集約した。この行動は、

国連やＮＰＴ再検討会議にも影響し、核兵器

廃絶の「明確な約束」や中東非核地帯化に向

けた会議の 2012 年開催が確認されるなど、

前進的な成果に結びついた。 

 核兵器をめぐる情勢が動き始めたもとで

日本政府は、従来から指摘されていた米軍艦

船が核搭載のまま日本に寄港することを認

める内容の「密約」調査を行った。しかし調

査結果は、「密約」の存在を否定するという

歴史の改ざんとなった。この背景には、核の

傘論、核抑止力論に固執する日本政府の姿勢

があり、ＮＰＴ再検討会議での日本政府の対

応にも少なからず影響した。 

核兵器のない世界の早期実現を求める国

民世論と政治のズレは政権交代後も拡大し

ている。それだけに草の根からの取り組みの

継続、強化が求められている。 

 
（３）一国覇権主義の終焉へ向け 

2009 年５月にはイギリスがイラクから撤

退を開始し、アメリカが 2010 年８月までに

全戦闘部隊をイラクから撤収するとしてい

る。石油利権を獲得しようとして開始された

イラク戦争は、膨大な戦費を使ったにもかか

わらずその目論見は貫徹されず、中東の安定

にも寄与しなかった。 

 膨大な軍事費が支出される一方で貧困が

広がる状況から、「軍事費を削って雇用確保、

福祉充実を」の要求運動が世界的にも活発化

している。国内でも、これまでの国民大運動

実行委員会などの取り組みもあり、政府の懇

談会（新たな時代の安全保障と防衛力に関す

る懇談会）が米軍再編経費の縮減見直しを論

議する状況となってきた。 

また、過大な負担となっている普天間基地

の無条件撤去を求める沖縄県民、国民の世論

が沸騰し、名護市・辺野古沖での基地建設に

再度合意した鳩山首相を辞任に追い込む大
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きな力となり、日米安保条約の是非を問う世

論も高まりつつある。 

安保改定 50 周年の年の急激な変化の背景

には、安保破棄や米軍基地撤去を求め続けて

きた国民の長年の運動がある。 

 

 

２.国内情勢の特徴―台頭する政治変革への流れ                                    

                              

（１）輸出主導型経済が招いた深刻な経済打撃

と労働者犠牲の打開策 

2008 年９月、アメリカの証券会社リーマ

ン・ブラザーズの経営破綻を契機に、世界中

で金融危機が発生した。金融危機は実体経済

にも影響し、「100 年に一度」と言われるほ

ど急激で深刻な経済危機に世界中が巻き込

まれた。その影響は、09 年の世界の経済成

長が前年比でマイナス0.8％を記録するほど

大規模なものであった。 

日本は、経済危機の影響をもっとも強く受

けた国の一つとなった。輸出は 2008 年 10～

12 月期にマイナス 14.5％もの減少となり、

ＧＤＰも年率換算でマイナス 10.1％と縮小

した。その原因は、自動車、電機などの製造

業大企業を頂点にした外需依存型の経済構

造にあった 。そのような経済構造が、「構造

改革」の名で強制的に形作られたことにある

との認識が共有され、「構造改革」からの転

換が政治的課題となった。 

しかし、自動車などの輸出大企業は需要が

急減すると同時に、「生産調整」を目的とす

る「派遣切り」、「非正規切り」を行った。こ

のことからも、1999 年の労働者派遣法改悪

などの労働法制改悪が、安価な労働力確保と

同時に、需給変動にともなう生産の調整弁に

非正規労働者を位置づけるものであること

がはっきりした。 

 

（２）深刻化する労働者の状態悪化  

定期昇給に踏み込む賃金抑制と一時金カ

ット、所定外労働の減少などが重なって、09

年の労働者の賃金（毎月勤労統計調査による

月平均賃金）は、前年比マイナス 3.9％と

1991 年以降で最大の減少となった。同調査

では、1998 年以降 05年、06年を除き対前年

比で平均賃金がマイナスとなる状態が続い

ている。 

 国税庁の民間給与実態統計調査でも、労働

者の平均年収は、98年の 465 万円から 08年

の 430 万円に低下している。 

1997 年を転機に、労働者の賃金総額が低

下し続けている。その要因は、非正規労働者

増によるワーキングプア層の増加と正規労

働者の一時金を中心とする年収低下にある。 

1997年から 2007年の間のＧＤＰの伸び率

が、日本は 0.4％にとどまっている。カナダ

（73.7％）、アメリカ（69.0％）、イギリス

（68.5％）は増加していることと対照的であ

る。それらの国々は、労働者の賃金が引き上

げられている。 

このことからしても、労働者の賃上げを中

心においた安定的な内需の存在が経済成長

の要であることが実証できる。 

 

（３）削られる社会保障と深刻さを増す国民生

活 

小泉構造改革以降の社会保障削減攻撃によ

って、国民生活は全般にわたり深刻な状況とな

っている。 

○小泉構造改革路線で行った過去４回の診療

報酬「改定」でマイナス 7.68％。10 年間のマ

イナス改定で削減された医療費は 13.1 兆円に

のぼる。 

○国保の滞納世帯比率は全国平均で 20.8％。

33 万世帯に資格証明書が、124 万世帯に短期証

が発行されている。留め置きによる無保険状態

も 100 万世帯に上ると予測される。 

国民年金の納付率は2008年度で64.8％にす

ぎない。 

 国民皆保険、国民皆年金は崩壊の危機にある

といわなければならない。 
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協会健保の保険料は 2010 年 4 月から全国平

均で 8．20％から 9.34％に引き上げられた。 

後期高齢者医療制度の保険料も同じく４月

に改定され、平均保険料額は 62,000 円から

63,300 円に 2.1％引き上げられた。 

○生活保護の受給は 130 万 7445 万世帯、181

万 1335 人（2009 年 12月現在）となっている。

厚生労働省が4月9日に発表したところによる

と、生活保護の基準を下回る低所得の家庭は、

全世帯の 4･8％に当たる 229万世帯（厚労省・

国民生活基礎調査 2007 年による推計）に上っ

ており、世帯による捕捉率は単純計算で

57.1％に過ぎない。 

○相対的貧困率 15.7％、7人に 1人が貧困ライ

ン以下（子どもの貧困率は 14.2％）。１人親世

帯は 54％が貧困という深刻な事態になってい

る（2010 年 10 月 20 日、厚労省発表。相対的

貧困率：等価可処分所得の中央値の半分に満た

ない世帯員の割合））。 

○貧困の広がりを受け、年収 200 万円以下のい

わゆるワーキングプア（働く貧困層）は 1076

万人となっている。 

○「介護の社会化」を標榜して発足した介護保

険も４月で施行 11 年を迎えたが、２つの危機

に直面している。１つ目は、深刻な人手不足と

経営難による介護事業所存続の危機、２つ目は

必要なサービスを利用できない利用者･家族の

介護と生活の危機である。「誰のための」「何の

ための」介護保険かが問われている。特別養護

老人ホームの待機者も 38 万人を越えている。 

 

（４）「年越し派遣村」など貧困の可視化と国民

的反撃 

08 年 12 月の東京日比谷公園での「年越し派

遣村」を契機に、貧困問題がさまざまな形で｢可

視化｣され社会問題化してきた。09 年 12 月に

は公設派遣村が実施された。 

非正規の劣悪な労働・雇用実態、増える生活

保護、生活保護で捕捉されない生活苦、医療か

ら排除された医療難民、さまざまな日本を被う

貧困が明らかになってきた。 

 このような中で日本最大の非正規職場であ

る郵政事業において、「10 万人の正社員化」の

動きを作り出して来た。 

 官製ワーキングプアをなくせの運動は、千

葉県野田市で全国初の公契約条例が 09 年 9

月に制定され、全国的にも波及し、大きな前

進を始めている。 

 生活保護の改善では、母子加算の復活を実現

し、今年 6 月 14 日に福岡高裁が老齢加算の廃

止処分は「憲法が保障する生存権を侵害する」

として、市に処分取り消しを求める判決を出し

た。 

 障害に対する社会的な支援を「益」とする｢障

害者自立支援法｣の廃止を求める裁判では、国

が応益負担をすみやかに廃止する、新しい福祉

法制を 2013 年８月までに実施することを確約

し、本年１月７日基本合意が交わされ、4月 21

日、14 地裁で勝利的和解が成立した。その後、

民主党の姿勢は後退しているが、この和解の到

達点を踏まえ、運動で押し返すことが重要とな

っている。 

 
（５）政権交代をもたらした力と民主党政権の逆

流 
09 年 8 月に行われた総選挙では、民主党

が 308 議席を獲得し、119 議席に激減した自

民党から政権が交代した。これは、91 年 4

月に発足した小泉内閣以降8年6ヶ月にも及

んだ構造改革路線に対する国民の明確な審

判であり、1955 年以来続いた自民党中心の

政治体制にピリオドを打つこととなった。 

 この政権交代の背景には全労連をはじめ

とする国民的な要求運動があった。 

しかし、国民の期待を背負って発足した鳩山

政権は、「普天間問題」をはじめ「政治とカネ」  

「後期高齢者医療制度を廃止しない」など、国

民の信頼と期待を裏切り、ついに 6月 2日わず

か政権発足後 8ヶ月で辞任に追い込まれた。 

「政権は変わったが、政治や国民生活は変わ

っていない」という国民意識の背景には、政権

交代によって構造改革路線を担ってきた自民

党、公明党は退陣に追い込まれましたが、構造

改革路線そのもの、アメリカべったり、大企業

にものが言えない政治は民主党の政権に引き

継がれている構図が横たわっている。 
新たに首相となった菅氏は、法人税率の引き

下げとセットで消費税率の引き上げ論議を始
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めると発言した。 

その本質は財務省主導の「財政再建」路線で

あり、社会保障予算の確保を口実に法人税減税

の穴埋めと「財政再建」に使おうというもので

ある。 

強い社会保障と言いながら医療費抑制政策

を基本的に維持しつつ、後期高齢者医療制度は

65 歳まで拡大し存続させ、国保の広域化、県

単位での運営など厚労省の従来路線を進めよ

うとしている。 

内需拡大による景気回復路線を転換し、東ア

ジアへの本格進出による外需主導の従来型の

経済回復路線に舵を切るねらいがある。 

6 月 22 日に閣議決定された「地域主権大綱」

は、財界が主張する道州制を前提に保育分野を

はじめナショナルミニマムの基準の撤廃、国の

出先機関の原則廃止など危険な中身を持って

いる。 

現局面の特徴は全国知事会が主導的な役割

を果たしていることであり、構造改革路線、「小

さな政府」作りに反対し、自律的な地域のあり

方を求める本格的な運動が重要となっている。 

 
 

 

 

３． 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    

尾崎県政が発足して 2年 6ヶ月が経過した。 

「対話と実行」を掲げ、「産業振興計画」に

よる県政浮揚を柱に県政運営を行ってきた。 

2010 年度予算の柱として①PDCA サイクルに

よる「産業振興計画」の強力な推進、②インフ

ラ整備のための普通建設事業の充実、③「日本

一の健康長寿県構想」、④「教育振興基本計画」

の着実な推進をあげている。 

予算総額は 4,282 億円で 2 年連続プラス

（2.3％増）とし、普通建設事業費は 754 億円

を確保（1.5％増）。一般財源を 118億円増やす

一方、県債残高を 250 億円抑制。実質的な財源

不足額を 122 億円圧縮している。 

緊急雇用などの不況対策、「龍馬伝」効果に

よる観光客増加が、県財政や県経済にとって追

い風になっているが、今年 3月の新卒者の就職

難に見られるように雇用情勢は依然厳しい。 

今年 6月に出された「日本一の健康長寿県構

想」で主要施策が出揃った形だが、それらの施

策全体で高知県の地域をどう立ち直らせてい

くのかという統合された骨太の方向が見えな

い。 

 県民を取り巻く「貧困」状況は深刻である。

産業振興計画と同時に医療や介護の施設整備

と利用できる制度保障、地域の生活を支える公

的サービスの確保など「高知型福祉」「高知型

セーフティーネット」の構築の観点が必要であ

る。 
 これを人的に支えるものとして、受験学力や

目先の成果に走らない人づくり、教育行政の推

進が必要である。 
政策提言など県政課題と真正面から向き合

うことが重要である。 

 

２）県内市町村の財政の現状            

県内市町村の平成22年度普通会計当初予算

は、3,716億円と2年ぶりの増（前年度比＋2.8%、

＋101億円）となっている。前年度当初予算よ

り増となった団体は23団体、減となった団体は

11団体である。 

地方交付税は「地域活性化・雇用等臨時特例

費」の創設で前年度比1.6%（20億76百万円）の

増となっている。臨時財政対策債は対前年比

40.0%（53億37百万円）の大幅な増となってい

る。 

 扶助費は子ども手当の創設や生活保護費の

増により、前年度比17.0%（107億円）の大幅増

となっている。 

普通建設事業費は434億円と、前年度比1.6%、

7 億円の微減であるが、国の臨時交付金事業を

含んだ前年度3月補正額を加えると538億円と

なっている。 

 公債費は平成19年度から実施された繰上償
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還（3年間の実績：188億72百万円）の効果によ

り、前年度比2.7%（18億52百万円）の減と4年

連続で減少しており、平成18年度の当初予算と

比べると7.0%、51億11百万円の減となっている。 

 財政健全化判断基準中、実質公債費比率の県

内平均（加重平均）は18.2％で昨年度より0.3

ポイント低下した。 

地方債の発行要許可団体（実質公債費比率

18%以上）に１団体（香南市）が加わり、許可

団体から協議団体（18％未満）になった市町村

が4団体（田野町、土佐町、大川村、大月町）

で差し引き15団体となった。 

実質公債費比率が早期健全化基準（25％）以

上の市町村は、１団体（安芸市）である。 

 

３）県内経済の現状                            

①企業倒産と融資 

高知県内の 09 年の倒産は総額、件数ともに

前年並みとなった。2010年の 1～6月の実績は

総額で 19.9％、件数で 36.4%と減少傾向となっ

ている。しかし、東京に本社のある太平洋セメ

ントが土佐工場をはじめ計 3工場で、今年度上

半期（4～9 月）中にセメント生産を中止する

と発表した。協力企業を含め 300 人を超す雇用

があり依然厳しい局面にある 

  2008 年 2009 年 2010年1-6 

負債総額 19,994 20，362 4,043 

倒産件数 78 77 28 

※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 09 年度末（3 月）

の保証債務残高は 1,757 億円と依然過去最高

水準にある。企業倒産にともなう代位弁済は前

年度比 77.6％の水準で落ち着いている。 

09 年度の新規保証承認は 6,744 件、金額で

948 億円となった。過去最高であった前年度を

下回ったものの依然高水準となっている。 

業種別では製造業、卸し、小売業で前年比マ

イナスとなっている反面、飲食店、サービス業

でプラスとなっており、業種間にバラツキがあ

る。 
②雇用情勢 

○有効求人倍率は次の通り。一昨年 9月のリー

マンショック以降全国は急激な落ち込みを示

したものの徐々に回復基調にある。これに対し

て高知県は急激な落ち込みはなかったものの

依然厳しい況状に留まっている。 

22 年  
H19 年 H20 年  21 年 

4 月 5 月 

高知県 0.50  0.46  0.41 0.46 0.47 

全 国 1.02  0.77  0.45 0.48 0.50 

○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）。08 年 10 月から 10 年 3 月ま

での非正規切は全国で 25 万人にも達した。 

  
0８年

12 月 

0９年 12

月 

10 年 1

月 
3 月 4 月 

85,012 250,291 6,440 7,192 5,224 
全国 

57,300 145,044 1,491 1,630 323 

103 759 0 3 2 
高知 

39 196 0 3 2 

対象

期間 

08.10-

09.3 

08.10- 

10.3 

08.10- 

10.3 

08.10- 

10.6 

08.10- 

10.6 

※下段は内数で派遣労働者。10年 1月からは単月の把

握分となっている。 

○高校生の就職状況は下表の通り。内定率は

82.8％と昨年比で 4.15％下回った。 

深刻なのは求人数の減少で前年比 45.8％減

となった。特に県外は 54.1％のマイナスで、

その影響で県外求職希望者が 15％減り、結果

としてH20,21年と県外就職比率が50％を超え

たが、H22 年は 49.4%と再び 50％を下回った。  

   H8 H20 H21 H22 

県内内定 1535 539 526 495 

県外内定 689 585 589 484 

県外就職率 31.0 52.0 52.8 43.4 

内定率 85.0 88.0 87.0 82.8 

※高知労働局調べ。各年 3 月末卒業 
③県民所得 

○2007年度の県内総生産は、名目で2兆2,852

億円となり前年度比で341億円減少し、1.5％の

マイナス成長となった。 

県内総生産の産業構造は、第1次産業4.3％、

第2次産業15.3％、第3次産業84.3％となってお

り、前年度と比べると、第2次産業の割合が低

下し、第3次産業が上昇した。第2次産業全体で

は、名目で前年度比10.8％減の3,489億円とな

った。製造業とともに建設業が減少した。 

○2007 年度の１人当たり県民所得は 211 万円
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（前年比－2.5％）で全国 46 位（前年 44 位）。

全国平均 306 万円の 69.1%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。 

 
４）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 366.2 1217.4 402.9 284.5 

高知 249.4 633.1 277.3 213.3 

徳島 259.7 797.5 291.2 213.6 

香川 270.2 771.4 298.3 208.3 

愛媛 256.8 712.4 286.4 200.4 

2009 年 6月分賃金  H21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 208.3 170.6 210.5 172.3 205.3 168.5 

高知 187.9 154.9 189.4 158.6 185.6 141.1 

徳島 188.1 149.3 196.7 152.4 178.2 143.1 

香川 195.7 159.1 198.6 159.9 190.8 156.8 

愛媛 188.2 150.5 192.3 154.8 183.7 143.4 

2009年3月卒業生の6月賃金 2009年賃金構造基本統

計調査 

労働時間調査        (5 人規模以上) 

  
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 146.4 138.6 7.8 19.8 

一般 165.7 155.7 10.0 20.7 

パート 90.5 89.0 1.5 17.3 

全 国 144.9 135.5 9.4 18.9 

一般 165.5 153.5 12.0 20.1 

パート 90.3 87.8 2.5 15.8 

2009 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割弱、四国では最低となっている。賞与は東

京の５割。男女格差が比較的小さいのが特徴で

ある。労働時間は全国平均と比較して所定内が

長く、所定外が短いのが特徴である。 

パート労働者比率         (5人規模以上) 

  産業計 製造業 卸、小売 医療、福祉 

高 知 25.6 22.8 40.5 23.9 

全 国 27.4 13.9 42.2 27.1 

2009 年毎勤統計 

 県内のパート労働者比率は全国と比べて低

いが、製造業で高くなっている。 
 
５）県民生活の一端                      
 下表は、県民生活にかかわる指標の一部であ

る。低所得に保険料などの大きな負担がのしか

かり、県民の生活を圧迫していることが分かる。 

高知民医連潮江診療所が09年10月から始め

た無料低額診療制度には10年 6月末までに54

件の相談が寄せられている（面談のみ）。 

対象 68 件中 44 件が認定されている。全額減

免 40 件、5割減免 4件。44 件中 26件が生活保

護を取得した（申請中 5件）。認定者中 27 件が

無保険、3件が短期証、2件が資格証、12 件が

国保証等。 

 全額減免 40 件中 16 人が入院、うち 10 人は

緊急入院となっている。無保険から病院にかか

れず病状悪化したケースのほかに、15 件が国

保証等（短期含め）を持っていることから窓口

負担の重さが病院を遠ざけ病気の悪化をもた

らし、生存権を圧迫している実態もうかがえる。 

項     目 高知県 全国 

国保料収納率 08 年速報値 90.92% 88.35% 

 同上滞納世帯比率08年速報 13.4% 20.8% 

 短期証発行世帯比率 同上 8.4% 5.6% 

 資格証発行世帯比率 同上 2.6% 1.4% 

国民年金納付率 08 年 67.2% 64.8% 

協会健保保険料 10 年 4 月～ 9.38% 9.34% 

後期高齢者保険料年額（円） 53,106 63,300 

平均厚年受給者での 同上 60,600 52,300 

特老待機者数 09 年 12 月（人） 2,574 421,259 

生活保護率 08 年度 22.7% 12.5% 

自殺者数 09 年 (人) 262 32,845 

自殺率 09 年 34.2% 25.8% 
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Ⅲ．方針（こう闘う）                        
 

 １．運動の基本方向            

 
高知県労連は昨年結成２０年を迎えた。これ

までの運動の前進に確信を持ち、政権交代など

新たな情勢の変化に対応した柔軟かつ強靭な

運動方針のもと、更なる運動と組織の発展・強

化をめざす。 

高知県労連は、全労連の提起に従い「憲法を

くらしと職場にいかす運動」を活動の中心に据

えている。「憲法闘争の３つの柱」即ち、「県労

連運動の３つの柱」である。 

具体的には、①最低賃金引き上、正規雇用の

拡大、労働時間短縮や要員確保などの「働くル

ール確立の運動」と社会保障制度拡充を重点と

する「なくせ貧困運動」（「働くものに憲法を」）、

②地域での教育、医療、福祉など生活を支える

諸制度の後退を許さず、地域経済活性化などを

求める「住み続けたい・住み続けられる地域運

動」（「くらしに憲法を」）、③在日米軍基地の縮小

を求め自衛隊増強に反対し、平和憲法の遵守を

求める「戦争をしない、させない」運動の３つで

ある。 

 ２年前の「年越し派遣村」以降、国民生活に

潜むさまざまな貧困が可視化されてきた。県内

でも、「あったか村・何でも相談会」、うろこの会

（クレ・サラ被害者の会）の生活保護相談、医

療生協の低額無料診療などの活動を通じ、貧困

の可視化とそこからの救済の運動が大きく広

がった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの運動を次の取り組みに収斂する。

①雇用、労働分野のセーフティーネット、②医

療、介護、年金分野のセーフティーネット、③

生活分野（生活保護）のセーフティーネットの

確立が必要である。 

 「貧困」をキーワードに、それぞれが住む地

域、そして職場からさまざまな形の貧困をなく

すための運動と合意形成の取り組みを進める。 

 昨年８月末の総選挙では格差と貧困を進め

てきた構造改革路線に厳しい審判が下った。し

かし、それを担ってきた自民党、公明党は退陣

に追い込まれたが、構造改革路線そのものは新

たに政権を担った民主党に引き継がれた。ここ

に民主党政権と国民生活との矛盾の根源があ

る。 

国民生活の安定のためには、構造改革路線に

住み続けられる地域作り 

産業の振興 

３つのセーフティーネット 
①雇用、労働分野、②医療、介護、 

年金分野、③生活分野（生活保護） 

生活を支える公的サービスの確保 

－地域から「貧困」をなくす－ 
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止めを刺すことがどうしても必要である。 

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。

 

 

 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)最賃「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 

現等で労働分野のセーフティーネット 

の確立を 

  

 

「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、それ

を支える中小企業対策と同時に均等待遇の実

現、下請け単価改善や入札制度の改善を求める

（労働時間の選択性含む）。 

労働者派遣法の抜本改正、均等待遇の実現、

雇用確保とあわせ、労働分野のセーフティーネ

ットの確立をめざす。 

最低賃金審議会の審議の公開の実現、審議会

の労働者委員の獲得をめざす運動を強化する。 

  

(３)公契約運動をさらに強める 

 

低入札や指定管理者制度、市場化テストの導

入などで、人件費さえ確保できないダンピング

競争がおきている。 

しかし、一方では昨年９月の千葉県、野田市

での公契約条例の制定などの前進面が見られ

る。 

建設業法、下請け２法（下請代金支払遅延等

防止法、下請中小企業振興法）などの現行法の

徹底、最低制限価格の設定・引上げなど入札制

度の改善、公契約条例の制定の運動を強める。 

また、建交労が進める高齢者雇用安定法（高

安法）の趣旨に則った透明な基準による随契の

確保の取り組みを支援する。 

小額契約登録制度（競争入札参加資格の認定

を受けていない事業者であっても、入札対象外

の少額のものに限り契約ができる制度。自治体

により対象事業は異なる）の県下自治体への普

及の運動を取り組む。 

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。 
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また、「生公連（生活関連公共事業推進連絡

会議）」の活動に結集し、生活関連、環境保全

型の公共事業の推進、建設労働者の労働条件の

引き上げをめざす運動をすすめます。 

 

(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)大企業中心社会からの転換を求める 

 

「大企業は社会的責任を果たせ」「内部留保

の一部を社会的に還元せよ」のキャンペーンを

通年的に強める。 

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 、 Ｃ Ｓ Ｒ （ 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。 

中小企業憲章や中小企業振興条例などの

制定をめざす取り組みへの支援・共同を強め

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。その中心に「安定した良質

な雇用（ディー・セントワーク）」「正職員が当

たり前の社会」の実現を求める運動を置く。 

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 ⇒ 期間の定めのな

い雇用契約による働き方の実現）、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。 

非正規センター（仮称）の設立と絡めて運動

の前進を図る。 

 

(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、休憩時間確保の法定化、

連続勤務時間の上限規制の強化）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
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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)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。 

 

(４)労働基本権確立、社保庁の分限免職の 

撤回、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。 

 社会保険庁による分限免職の撤回を求める

運動を強める。 

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。 
 
(５)雇用確保の取り組みをすすめる 

 
 高卒、大卒などの就職率の向上、若者雇用

の改善（就職支援、心のサポート）に取り組

む。 
 建交労が進める高安法に基づく中高年の

雇用確保、仕事作りの活動を共同して進める。 
 緊急効用対策の継続、改善の取り組みを進

める。 
 
(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)医療費抑制策の撤回、社会保障費の 

充実、消費税引上げ反対の運動を強める 

 

社会保障財源の確保を「口実」とした消費税

率の引き上げに断固反対する。 

軍事費、大企業優遇税制の聖域化や無駄な公

共事業の見直しで社会保障財源を確保せよの

要求運動を強める。 

 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。 
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 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。「あったか村

実行委員会」に結集し、生活を守るネットワー

クの充実をめざす。 

 

(２)後期高齢者医療制度の廃止運動など医療 

社会保障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。 

税による無拠出の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。 

国保料の引き下げ、資格証、短期証の発行の

中止、窓口負担の軽減。国保の広域化、県単位

での運営に反対する運動を県社保協に結集し

て強める。 

 

(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 

 

「消費税廃止各界連絡会」に結集して社会保

障財源の確保を「口実」にした消費税率引上げ

反対の国民的運動を展開する。 

「税と社会保障による貧困改善を欧米並

に」をスローガンに、大企業・大金持ちに応

分の負担を求め、憲法第 25 条実現での国の

責任を問う国民的運動として、医療、福祉、

年金、教育の充実（社会保障拡充）を求める

取り組みを進める。 

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。 

 

(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。 

 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。 

全国食健連（国民の食糧と健康を守る運動全

国連絡会）への結集を強め、安全安心の食料の

確保、食料自給率の向上を求める運動、地産地

消の運動などを農民連、消費者団体と連携して

取り組む。農家への価格保障・所得保障実現

の運動を進める。 

そのために「高知県食健連」の再建に尽力

する。 

 

 

４．憲法改悪の策動をはね返し、守りいかすたたかい            

 

ＮＰＴ再検討会議の到達点もふまえ、「核

兵器のない世界」をめざす運動を強化する。 

(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)「憲法署名」と「核廃絶署名」の目標達成

をめざす。  

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) 普天間基地の撤去を求める沖縄の運動

に連帯し、在日米軍基地・施設撤去、拡充反
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対の運動への結集を強める。 

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                 

 

 労働者の生活と権利擁護、社会保障の拡充を

めざす政治の実現、構造改革路線からの転換を

めざす政治闘争の強化をはかる。 

賃下げからの転換、雇用破壊からの転換、社

会保障改悪からの転換、戦争する国づくりから

の転換の「四つの転換」を掲げ、新保守主義、

構造改革路線の転換を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。 

職場運動、地域運動を活発に繰り広げ、政治

の民主的転換の必要性を組合員の中で共有し、

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 

 

＜地域課題＞ 

・農林漁業の振興 

・産業振興 

・景気、雇用対策 

・医療・介護・年金（医師・看護師不足、国保

証の取り上げ、無年金・低年金の改善・・・） 

・教育（教育条件整備、学校の統廃合、こども

の貧困・・・） 

・少子高齢化、人口減少、集落機能の維持、地

域の活性化 

「貧困を地域からなくそう」の運動に収斂させ、

要求と運動をまとめる。 

 

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
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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。 

道州制を前提とした「地域主権改革」に対し

て、地域を支える必要な公的サービスを確保す

る運動を進める。 

国民の安全安心、生活と労働の確保の後退に

つながる国の出先機関の統廃合に反対する。 

そのために地域労連の活動を活性化する。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。 

 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。 

 関係組織と協議し、食健連（食料と健康を守

る連絡会）、安心年金つくろう会の立ち上げの

準備を行う。 

 

 

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

をキーワードに組織拡大・強化運動の具体化を

進める。 

 まず、幹部が動こう！「減るのは仕方ない」との

負の認識を一掃しよう。全国にも増えている組

織がたくさんある。状況のせいにしない！ 

 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）の強化を不可分に

追求しよう！ 

  

 

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。 

②１０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 

③３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）、

組合員数の把握。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。 
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 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。 

非正規労働者の組織化、要求実現を本格的に

進めるため、パート、臨時、派遣など非正規職

員を抱える労働組合が中心となり、健生会、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。 

郵政事業における非正規労働者の正規化問

題を重視し、公正公平な正規化を求める運動を

郵産労を支えながら展開する。 

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。 

ＮＴＴ闘争、社会保険庁の分限免職撤回の闘

い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。 

各地域での相談活動（地域労連と県国公、あ

るいは「くらしあったか村・実行委員会」主催

で）を行い、地域相談所の立ち上げも視野に入

れた取り組みを行う。 

 

 

 

 

 

 

■質的強化                                                    

 

１）執行体制の団結、体制強化             

 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（今年は経営

分析講座を計画）、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。 
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４)専門部活動の強化                  

①青年部活動の強化をはかる。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。 

③機関紙・広報委員会、政策委員会など専門部

活動の本格的な推進を図る。 

 

５）地域組織の再確立と地域での砦の建設     

１０秋闘の中で何らかの会議を開催し、当面

の取り組みなどを話し合う。 

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

会や文化祭などの開催を検討する。 

 

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        

全労連共済が 2010 年 2 月に発足した。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。 

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。 

生活サポート関連の学習会を開催する。 

これらの活動を組織拡大と一体で進める。 

 

９）組織と運動のあり方の検討           

 組織と運動のあり方を点検する作業を開

始する。そのための「委員会」の立ち上げを

検討する。 

 

 

１０秋闘の取組みと行動計画－組織拡大強化の１０秋闘へ            

 

 秋の臨時国会では後期高齢者医療制度廃止

法案、労働者派遣法抜本改正などが焦点となる。 

 １０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。職場、地域から

「貧困」をなくす運動として進める。 

 

 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」

「労働分野・雇用のセーフティーネットの確

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１１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。労働相談センターの更なる活動強化と

地域組織の確立の取り組みなどの組織の拡大

強化を中心課題に据える。 
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 １．秋の組織拡大 

 

 

月   間  10 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。 

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 30 日の執行委員会で更に具体化する。 

       また、10 月 6 日（水）に開催予定の労働相談センターの総会で具体化を図る。 

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．経営分析講座・提案型運動の学習  

 

 

提案型運動の推進へ向けて、連続講座（４講座程度）で経営分析の基礎を学ぶと同時に提案

型運動の基礎を深める。 

要求作り、政策立案、交渉、労使協議のあり方などについて学習・討議を行う。 

 日 時  10 月～ 11 月上旬 

 場 所  高知城ホール 

 参加費  有料で検討 

 講 師  高教組の簿記等の先生に要請。県労連 

 規 模   30 名程度 

      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．全地域労連が総会を！地域労連の再確立、活動の強化を 

 

 

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で以下の行動につい

て取り組みを検討します。 

「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」この視点で地域運

動について論議します。 

 

 

 ①秋に全組織で執行委員会、あるいは加盟組織の代表者会議を開催する。 

 ②秋に開催予定の社保協キャラバンの要求討議、参加体制について検討する。 

③地域での相談活動の実施を検討します（「あったか村」相談会の一環として）。 

④地域の母親大会の成功へ向けて活動する（役員派遣、当日参加等） 

⑤２０１１年春闘討論集会を全地域労連で開催できるよう準備を行う。 
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 ４．県社保協の取組み 

 

 

①県社保学校 

日程  講座内容 会場 講師（敬称略） 
14:00-17:00 医療、国保 県教組会議室 ９ 月 ０ ３ 日

（金） 18:30-20:00 保育 県教組会議室 
医療：重光。国保：山岡。保

育：高保連 
14:00-17:00 介護、年金 県教組会議室 ９ 月 １ ０ 日

（金） 18:30-20:00 医療 保険医協会 
介護：医療生協池上。年金：

年金者組合。医療：重光 
14:00-17:00 生保 県教組会議室 生保：生健会 ９ 月 １ ７ 日

（金） 18:30-20:00 国保 県教組会議室 国保：山岡 
  ⇒ 各組織、各地域労連の幹部を中心に積極的に参加する。職場内での世話役活動、地域運

動や労働相談活動を推進していく上で重要。 

 

 ②くらしと福祉、医療を守る全県キャラバン 

月日 出発場所、時間 コ     ー    ス 

本山町 ⇒ 土佐町 ⇒ 大川村 
医療生協発 9:00 

10:30-12:00   13:30-14:30   15:30-16:30 

香美市 ⇒ 香南市     

１０月
１９日
（火） 

医療生協発 9:00 
10:00-12:00   13:30-15:30     

東洋町 ⇒ 室戸市 ⇒ 奈半利町 
医療生協発 8:00 

11:00-12:00   13:30-14:30   15:30-16:30 

仁淀川町 ⇒ 越知町 ⇒ 佐川町 

１０月
２２日
（金） 

医療生協発 8:30 
10:30-11:30   13:00-14:00   14:30-15:30 

北川村 ⇒ 田野町 ⇒ 安田町 
医療生協発 8:00 

10:30-11:30   13:00-14:30   15:00-16:30 

馬路村 ⇒ 安芸市 ⇒ 芸西村 

１０月
２５日
（月） 

医療生協発 8:00 
10:30-11:30   13:30-15:00   15:30-16:30 

梼原町 ⇒ 津野町     
医療生協発 8:00 

10:30-12:00   14:00-15:30     

大豊町 ⇒ 南国市    

１０月
２６日
（火） 医療生協発 9:00 

10:30-11:30   13:00-15:00     

四万十町 ⇒ 中土佐町 ⇒ 須崎市 １０月
２７日
（水） 

医療生協発 8:00 
10:00-11:00   13:00-14:00   15:00-16:00 

日高村 ⇒  いの町 ⇒  土佐市 
医療生協発 8:00 

9:00-10:00   10:30-12:00   13:30-15:00 

三原村 ⇒ 宿毛市 ⇒ 大月町 

１０月
２８日
（木） 医療生協発 8:00 

11:00-12:00   13:30-15:00   15:30-16:30 

土佐清水市 ⇒ 四万十市 ⇒ 黒潮町 １０月
２９日
（金） 

 
9:30-11:00   13:00-14:30   15:00-16:00 

高知市 ⇒  広域連合  ⇒ 高知県 １１月
２日
（火） 

 
10:00-12:00   13:00-14:00   14:30-16:30 
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 ５．国民大運動の県交渉を軸とした取組み等 

 

 

 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）前に雇用、入札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 月上中旬に雇用・入札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（県交渉とセットで）に開催する。 

④「あったか村」年末相談会の開催（１２月２５日・土を前後して連鎖的に開催。実行委員会に

提案し合意を図る） 

 

 

 ６．２０１１春闘準備等 

 

①春闘討論集会     １２月４日（土）に開催する。高知城ホール２Ｆ ７０名 

②２０１１年新春旗開き １月７日（金） 高知城ホール４Ｆ 

③オルグ養成講座 in高知  １月１５日（土）～１６日（日） 桂浜荘 

④四国地区協女性交流集会 １月２２日（土） 高知城ホール 

⑤第２４回中央委員会  １月３０日（日）に開催する。会場未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 -  

主な会議・集会・行動日程（案）（10 年 9 月～11 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 

 

 

2  第 22 回執行委員会 

12  第 23 回定期大会 

 

30  組織拡大強化代表者会 

    議 

 

3   社保学校（３講座） 

4   教育署名スタート集会 

5   県母親大会 

6  福祉保育労定期大会 

10  社保学校（３講座） 

17  社保学校（２講座） 

19 中四国革新懇交流集会 

  （～20） 

23  高知自治労連定期大会 

（～24） 

 

 

11 女性部第 21 回大会（～12） 

13  日本高齢者大会（～14） 

14 拡大強化・単産・地方代表者会議 

15 国民大運動実行委員会代表者会議 

17 第 1回ディーセントワークデー 

18 青年部第 24 回大会（～19） 

 

30 公契約単産・地方代表者会議 

 

 

 

1

0 

 

月 

 

 

＜11～12 月  

組織拡大月間＞ 

 

6  労働相談センター総会 

7  執行委員会 

 

  

21  執行委員会 

 

 

2  県革新懇総会 

 

 

9  「いの健」総会 

 

15 県労連女性部定期大会 

18  県社保協全県キャラバ

ン（～11月上旬） 

18  県公務労組連総会 

 

 

2  第 4 回健康で安全に働くための交

流集会（～3） 

中 労働協約締結・単産・地方組織代表

者会議 

15 第 2回ディーセントワークデー 

16 反貧困ネット 2010 大集会 

17 介護で働く仲間の交流集会 

18  ヘルパーネット総会 

27 11 年国民春闘共闘委員会 

発足総会 

30  第 2回初級教育講座 

30 非正規センター第 3回総会 

 

 

 

 

1

1 

 

月 

 

 

 

4  執行委員会 

 

 

 

18 執行委員会 

 

6  県教育研究集会（～7） 

 

 

上 国民大運動知事交渉 

（予定） 

23 働く女性の集会 

 

 

28  革新懇「芸能祭」 

 

11  いい介護の日なんでも相談会 

15～21 秋闘要求実現統一行動週間 

17  「生活相談」活動交友集会 

18 国民大運動中央行動・集会 

19  第 3回ディーセントワークデー 

20 第 55 回働く女性の交流集会 

（～21） 

22  組織拡大集中宣伝行動（～27） 

25 １１年国民春闘討論集会（～26） 

29 全国一斉労働相談ホットライン

（～30） 
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1

2 

 

月 

 

 

2  執行委員会 

4   春闘討論集会 

 

16 執行委員会 

4 12･8 母親行動 3  日本平和大会（～5） 

3  いの健センター第 13回総会） 

8   グリーンウエーブ集中行動 

11 女性部春闘討論集会（～12） 

17  第 4回ディーセントワークデー 

19  中央社保協代表者会議 

25 あったか村・年末相談会 

 

１

１ 

年 

１ 

月 

 

6  執行委員会 

7  宣伝行動・旗開き 

 

20 執行委員会 

 

30 第 25 回中央委員会 

 

 

15  全労連四国地区協オル

グ養成講座（～16、高知） 

 

22 全労連四国地区協女性

部交流集会（高知） 

 

 

 

 

20 第 45 回評議員会（～21） 

１

１ 

年 

２ 

月 

 

3   執行委員会 

7  宣伝行動・旗開き 

 

 

17  執行委員会 
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第２号議案 

２００９年度決算報告 
 

会計監査報告 
 
 
 
 
 
 

第３号議案 

２０１０年度予算案 
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第４号議案 

高知県労連規約の改正（案） 

 
【提案理由】  

「全国労働組合総連合共済会（全労連共済）」の発足にともない、高知県労連規約に共済に関す

る条文を挿入する。同時に事業項目を挿入整備する。 
 
【提案趣旨】  

①県労連の目的と事業についての条文である第 2 条に、「共済の実施」をはじめ具体的な事業項

目を１～１１まで挿入する。 
②共済事業の目的と運営の基本、県労連機関との関係を明らかにした条文として、第６条（共

済組織）を新設する。 
 ③それに伴い、６条以下を１つずつずらす。 
 

 
第２条 （目的と事業） （下線部分を挿入） 
 高知県労連は、労働者の経済的・社会的・政治的な地位の向上のために、高知県労連の綱領・

規約・運動方針などに即した次の事業をおこなう。 
１ 加盟組合の諸闘争の調整と全県的闘争の組織 

 ２ 統一闘争への全労働者の結集と未組織労働者の組織化 
 ３ 労働者の教育・文化、福祉活動の推進、共済の実施 
 ４ 機関紙誌の発行等宣伝活動の推進 
 ５ 労働者の要求実現のための政策立案および調査研究 
 ６ 県民的諸要求実現のための共同行動の推進 
 ７ 要求実現のために、政党その他の団体との協力 
 ８ 関係行政機関・経営団体との交渉 
 ９ 労働者の利害に関する各種機関への代表派遣 
 10 労働者の国際連帯の推進 
 11 その他目的達成に必要な事項 
 
（以下の条文を新設） 
第６条（共済組織） 
県労連加盟組織の組合員の福利厚生の充実をはかるため、共済事業を推進する組織を設ける。 
１ 共済組織の運営等は、別に定める共済組織の運営規則による。 
２ 共済組織は、県労連執行委員会のもとにおく。 
３ 共済組織の基礎的な運営方針については、大会または中央委員会の議決を必要とす

る。 
４ 共済組織の管理と運営、会計報告は、大会または中央委員会に提出し、承認を得なけれ

ばならない。 
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活動日誌 

月日 行動内容  

2009 

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） 

 

 

 

 

後期高齢者医療制度拝師県民集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最賃異義申し立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

4 

5 

 

7 

8 

9 

 

 

10 

12 

12-13 

 

13 

 

14 

15-16 

15 

16 

17 

18 

24 

 

25 

 

社保協事務局会議（高知城ホール） 

ゆきとどいた教育を求める高知県集会（60人、高知城ホール）、

公的保育を守る学習会 

選挙管理委員会の会議   

反貧困実行委員会 

青年部第３回常任幹事会 

人権共闘、国民大運動実行委員会世話人団体会議（田口）、６・

９行動 

革新懇常任代表世話人会（高橋） 

全建労四国地本大会（高知） 

全労連青年部定期大会（溝渕）、全労連女性部定期大会（上村文

香） 

県労連第２２回定期大会（高知市東部健康福祉センター） 

高南ハイヤー労組定期大会（樫原） 

特殊製鋼所労組定期大会 

全労連組織拡大代表者会議（熱海：田口） 

革新懇代表世話人会、原水協常任理事会 

国民大運動実行委員会団体世話人会 

労働委員会総会（田口） 

社保協運営委員会(18:00～)、①執行委員会 

第１回２０周年記念事業実行委員会（18:00～、県教組会議室） 

公務労組連幹事会 

国民大運動実行委員会世話人団体会議（10:00～、県教組会議室） 

 

県労連第２２会定期大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆきとどいた教育を求める高知県集会 
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26 

28 

 

29 

 

 

高知自治労連定期大会（西山） 

反貧困実行委員会 

年金者組合 20周年レセプション（樫原、田口、牧） 

子連事務局会議（西山、田口）、須崎労連組織拡大オルグ、 

国民大運動秘書課・教育委員会申し入れ（田口） 

 

 

 

 

 

10月 

2 

3-4 

5 

6 

 

 

7 

8 

 

10 

12 

14 

 

15 

 

 

16 

 

17-18 

18 

19 

 

21 

 

22 

24 

 

24-25 

26 

 

 

 

27 

28 

29 

30 

31 

 

 

エースワン第２回控訴審（15:00～、高松） 

県労連ユニオンセミナー（国民宿舎土佐）、働く女性の中央集

会 

米艦船入港反対の県への申し入れ（田口） 

全労連四国地区協（西山、田口、牧：高知）、いの健理事会（田

口、牧） 

須崎労連組織拡大オルグ 

安保実行委員会（田口）、④青年部常任幹事会、みんなの郵便局

を守る会役員会（田口） 

県医労連定期大会（西山） 

反貧困集会（グリーン、600 人） 

１日総行動（国会議員申し入れ、県交渉、須崎労連オルグ）、

社保協事務局会議 

第２回執行委員会、第２回２０周年記念事業実行委員会、後期高

齢者医療制度の廃止を求める昼休み集会（120 人）、県労働委員

会総会（田口）、石田事務所要請（西山、田口、牧） 

南国労連２０周年レセプション（西山、田口）、県労連女性部定

期大会（樫原）、県社保協事前学習会（田口、牧） 

第 37 回高知自治体学校（田口、安芸市） 

自交総連定期大会（樫原）      

労働相談センター総会、高知一般との債務問題話し合い（樫原、

田口） 

国民大運動実行委員会（西山、田口）、須崎労連オルグ（田口、

牧：ちひろ問題） 

県革新懇昼休み宣伝（西山）、県革新懇常任代表世話人会（田口） 

労働共済第 28 回総会（田口）、県革新懇芸能大会（高知城ホー

ル４F） 

全労働高知支部定期大会（岡原） 

全国革新懇第 29回全国総会（奈良市） 

NTT リストラ裁判第４回控訴審（高松高裁）、県社保協キャラバ

ン（田口、牧：香南市、香美市）、県医労連ちひろコスモス労組

結成大会（樫原、田口、牧） 

子連事務局会議（西山、田口） 

県国公定期大会（田口） 

県交労農林支部定期大会（田口） 

県労連２０周年レセプション（１２０人：高知城ホール４Ｆ） 

子連署名宣伝行動 

 

 

県労連ユニオンセミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療制度の廃止を求める昼休み集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県医労連ちひろコスモス労組結成大会 

 

 

11 月 

4 

 

5 

 

米艦船入港反対対県申し入れ（西山、牧） 

須崎労連交流会（23 名）、オルグ団会議、公務労組連⑧幹事会 

県労委総会（田口）、教育長との話し合い（西山、田口、畑山） 
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6 

7 

 

7-8 

8 

11 

12 

14 

 

 

16 

 

17 

 

 

19 

 

 

20 

 

23 

25 

26 

 

 

27 

 

28-29 

30 

 

社保協の高知市、高知県交渉、いの健⑧理事会 

９条の会集会（260 人、RKC ホール）、通信労四国支部大会（田

口） 

高知県教育研究集会（200 人） 

国民大集会（東京・代々木公園、３.５万人。高知から１７人） 

社保協事務局会議（田口） 

⑤青年部常任幹事会、公務労組連総会（田口） 

労働相談ホットライン宣伝行動（ひろめ市場、10 人、350 枚）、

医労連ナースウエーブ（グリーンロード）、子連署名宣伝（グ

リーンロード） 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口、牧）、同県交渉（知

事応接室） 

NTT 宣伝行動（NTT 帯屋町と南ビルの２箇所で 12 人）、厚労省･

最賃委員問題での聞き取り（労働局、田口）、労働相談実践研

修会 

④執行委員会、国民大運動県民集会（高知市役所前） 

高知一般「美統」争議・宣伝差し止め仮処分①審尋 

県民大集会（高知市役所前、150 人）、④執行委員会 

全労連２０周年レセプション（東京：田口、国松）、須崎労連

労働相談等宣伝行動 

はたらく女性の交流集会（13:00～、高知城ホール） 

労働共済・組織拡大会議（12 人）、子連事務局会議 

じん肺第３陣訴訟。建交労第 11 回定期大会（西山、福祉交流プ

ラザ）、革新懇第６回常任代表委員会（田口）、原水協理事会

（田口） 

子連・県議会要請行動、署名提出集会、いの健センター総会（田

口、牧、高知城ホール３F） 

医労連・ユニオンセミナー（延べ４３名） 

労働相談ホットライン、後期高齢者医療制度廃止実行委員会 

 

 

 

 

 

ＮＴＴ宣伝行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じん肺第３陣訴訟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 

1 

 

2 

 

3 

5 

 

6 

5-6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

 

労働相談ホットライン、第５回執行委員会、高知一般美統ビラ

配布差し止め仮処分②審尋 

オルグ団会議（樫原、田口）、建交労高知鉄道本部定期大会（田

口） 

県労委総会（田口） 

２０１０年春闘討論集会（70 人、高知城ホール４F）、「１２・

８平和の集い」（350 人、ソ―レ） 

高知自治労連・介護シンポ（42 人、高知城ホール） 

全労連女性部春闘討論集会（畑山）、全労連青年部代表者会議

（溝渕） 

公務労組連①幹事会 

赤紙くばり、革新懇常任代表会議（田口）、建交労鉄道・議員

政党回り（田口、牧） 

県社保協運営委員会（田口）、街つくり実行委員会（牧） 

１２・２６①実行委員会（樫原、田口、牧）、ＭＩタウンあっ

せん（田口）、土佐女子解雇事件相談（樫原、田口） 

ソニア職員労組打ち合わせ（田口）、日本平和大会（牧）  

自治労連・ソニア職員労組結成（田口） 

 

 

 

２０１０年春闘討論集会 
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13 

14 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18-19 

19 

21 

24 

25 

26 

 

徳島労連見田さんを励ます集い（国松、田口） 

ソニア職員労組結成通告等（樫原、田口） 

いの健理事会（田口）、後期高齢者医療制度の廃止を求める昼

休み集会（100 人、高知市役所前）、１２・２６記者発表（田

口、牧） 

国民大運動実行委員会世話人団体会議、教育長交渉・教組、①

共同デスク 

教育長交渉打ち合わせ（西山、田口）、教育長交渉・国民大運

動（西山、田口、牧）、県労委総会（田口）、⑥執行委員会 

全労連四国地区協（西山、牧：松山） 

高知弁護士会の年末相談会（樫原、前田） 

あったか村②実行委員会、土佐女子解雇問題団交（樫原） 

高知一般・アビリティー事件あんせん（田口） 

県社保協宣伝行動 

青年部忘年会（38 人）、あったか村・年末相談会（相談 24 件、

ボランティア 100 人）争議支援集会、望年の集い（35 人） 

 

 

 

 

あったか村・年末相談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

1 月 

5 

6 

7 

8 

 

10 

12 

 

 

13 

13-14 

14 

15 

16-17 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

 

24 

29 

30 

 

 

 

自治労連・ソニア問題越知町長申し入れ（樫原、田口、牧） 

オルグ団会議 

⑦執行委員会（18:00～、高知城ホール３F） 

早朝宣伝（20 人、県庁前）、旗開き（103 人、高知城ホール４

Ｆ） 

みんなの郵便局を守る会総会（田口） 

いの健②理事会（田口）、県国公春闘討論集会（西山）、春闘

懇全国代表者会議（東京：牧）、後期高齢者集会実行委員会（西

山） 

②共同デスク、県社保協事務局会議（田口） 

全労連・第４４回評議員会（東京：牧） 

公務労組連②幹事会（高知城ホール）、会計監査 

原水協常任理事会（牧） 

全労連四国地区協・オルグ要請講座（９人：松山） 

民商新年会（西山） 

第７回青年部常任幹事会（６人） 

共産党旗開き 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口、牧）、③共同デスク 

県労委総会（田口）、宣伝行動（グリーンロード）、イージス

艦入港反対県申入れ（牧） 

高知市労連旗開き（田口、牧） 

労働共済第２９回臨時総会（東京：田口）、国労旗開き（岡原）、

高教組中央委員会、自治労連旗開き（牧）  

県労連第 24 回中央委員会 

普天間基地の即時返還等高知県民集会（180 人：市役所前） 

宣伝行動（７人：グリーンロード） 

 

旗開き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オルグ養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

1 

 

イージス艦の宿毛港入港に抗議する集会（150 人：宿毛港） 
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2 

3 

 

4 

5 

6 

9 

 

8 

9 

11 

 

 

13 

 

 

 

15 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

22 

24 

 

25 

26 

 

27 

 

28 

 

憲法会議総会（田口、牧：民商会館） 

共産党との県政懇談会（樫原：高知城ホール） 

全労連四国地区協（西山、田口、牧：香川）、通信労組ＮＴＴ

仮処分②審尋（樫原） 

労農大学（西山）、県労働委員会総会（田口） 

⑨執行委員会、自衛隊歓迎パレード・抗議集会実行委員会（牧） 

県教組第 166 回中央委員会（田口、高知城ホール４F）、医労連

第 24 回中央委員会（田口、リハビリテーション病院）、消費税

学習会（牧、民商会館３Ｆ） 

労金全国統合説明会（高知城ホール２Ｆ） 

全建労が全建総連に申し入れ 

社保協事務局会議（田口、県議会） 

２・１１建国記念の日に反対する集い（150 人：人権啓発セン

ター） 

須崎労連総会（八木、田口、牧）、高保連 30 周年レセプション

（田口）、「いのちの大切さを考える集会｣(自治労連女性部、

現業評議会主催、共済会館)、後期高齢者学習会（高知女子大）、

医療生協バレンタイン行動 

自治体キャラバン（奈半利⇒安芸） 

自治体キャラバン（馬路⇒芸西）、ＪＲ採用差別問題の解決を

求める 

２・１６集会（人権啓発センター） 

自治体キャラバン（土佐市⇒津野）、⑩執行委員会、国民大運

動実行委員会世話人団体会議（10:00～）、高齢者雇用問題で県

への申し入れ（高齢者雇用等:田口） 

自治体キャラバン（香南⇒南国）、南国・香美労連春闘討論集

会（土長教組会館）、ミロク労組定期大会（西山他４名）、⑧

青年部常任幹事会 

自治体キャラバン（黒潮⇒四万十）、土佐清水労連春闘討論集

会 

子連キャラバン 

労働委員会民主化対策委員会（田口、牧：東京）、年金一揆（年

金者組合） 

労農大学（田口）、ＮＴＴ労組④仮処分審尋 

１日総行動（早朝宣伝、申し入れ行動）、高知一般エースワン

高松高裁判決（勝利） 

森林シンポ（香美市保健福祉センター香北、日本共産党高知県

委員会等主催） 

郵産労宣伝署名行動 

 

 

 

 

須崎労連総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体キャラバン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金一揆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

1 

2 

 

 

子連キャラバン 

四国総行動（120：高知 12 人）、労働相談ホットライン（６名

の相談） 
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3 

4 

5 

6 

 

8 

9 

11 

12 

 

 

17 

 

18 

 

19 

20 

21 

24 

26 

28 

 

28-29 

31 

オルグ団会議 

⑪執行委員会、労働委員会総会（田口） 

①講座：労組法・労基法 

ホットラインビラ配り、ＮＰＴ派遣団結式、須崎労連労働相談

（８件の相談、ゆたか） 

国際女性デー高知県集会 

労働相談ホットライン 

統一宣伝行動日（須崎労連で実施） 

重税反対統一行動、②講座：労働組合と安全衛生活動（いの健

センターと共催、２８人）、年金者組合・税務署に個人請願行

動、県・分権室との交渉 

ＮＴＴ問題宣伝行動、国民大運動実行委員会世話人団体会議、

２０１０年春・あったか村実行委員会 

郵産労「非正規職員の正規化を求める」早朝集会、郵便事業会

社への申し入れ、⑫執行委員会 

ワールド・ピース・ナウ集会（高知市役所前） 

ワールド・ピース・ナウ宣伝行動（グリーンロード） 

「阪神大震災と子どもたち」（高知城ホール２Ｆ） 

自衛隊歓迎パレード・抗議集会  

③講座：「労働組合とマネージメント」（２０人、共済会館） 

子連学習会と総会（３０人、高知城ホール２Ｆ）、郵産労・非

正規問題での宣伝署名 

全労連共済学習交流集会（牧：熱海） 

通信産業労組・不当解雇仮処分第７回審尋で和解成立 

 

 

須崎労連労働相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワールドピースナウ集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

10 

 

 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

 

県労委総会（田口） 

④講座：「労働組合と経営参加」（２５人：高知城ホール３Ｆ） 

春闘独自ビラの配布行動（４人参加） 

私学教組土佐女子支部県労委あっせん（田口） 

くらしあったか村・なんでも生活相談会②実行委員会 

オルグ団会議 

⑬執行委員会 

県民集会・国民大運動総会（１００人、高知女子大学）、グリ

ーンロードで宣伝行動（6 人）、全日赤６０周年レセプション

（田口） 

土佐女子問題打ち合わせ（樫原、田口、吉岡） 

メーデー来賓オルグ（西山、田口、牧） 

県社保協事務局会議（田口）、公務労組連の公契約問題学習会 

⑭執行委員会、後期高齢者医療制度廃止昼休み集会（１００人、

高知市役所前）、県労委総会（田口） 

⑤講座：労働共済と福利厚生（１２人、高知城ホール３Ｆ） 

医労連・ナースウエーブ（３１人、グリーンロード） 

郵産労の署名宣伝行動（グリーンロード） 

 

 

 

 

 

労働講座 
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21 

22 

 

23 

26 

28 

国民大運動実行委員会（県教組会議室） 

木曜市宣伝（12:00～12:30）、青年部第１０回常任幹事会（県

労連） 

⑥講座：労働相談と労災問題（２０人、高知城ホール３Ｆ） 

土佐女子団交（樫原、吉岡） 

メーデー前夜祭 

 

 

 

 

 

５月 

1 

 

6 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

 

15-16 

16 

19 

 

20 

21 

22-23 

 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

 

メーデー（中央公園、1000 人）、あったか村・生活なんでも相

談会（相談 14 件、ボランティア 100 人） 

県労委総会（田口）、⑮執行委員会 

「輝け！日本国憲法」（２００人、高新文化ホール） 

地域ビラ配布（６人） 

平和行進・高知市役所⇒鹿児神社、郵産労宣伝署名（１０人、

グリーンロード） 

第 38 回高知自治体学校②実行委員会（田口） 

高知一般債務問題話し合い（岡原、田口、牧） 

オルグ団会議（６人、県教組会議室）、社保協事務局会議（田

口、民商３Ｆ） 

宣伝行動（６人、グリーンロード） 

南国労連定期大会（田口、南国労金２Ｆ） 

③いの健講座「スローライフ学習会」（１０人、高知城ホール）、 

全労連共済代表者会議（牧） 

全労連女性部交流集会（川崎） 

青年大集会（３０人：全体５２００人） 

国民大運動世話人団体会議、あったか村実行委員会、土佐女子

対策委員会（樫原、田口、吉岡） 

⑯執行委員会、県労委総会（田口） 

高齢者運動実行委員会総会、全基労役員との懇談 

「非正規で働く仲間の全国交流集会」（６人：）、 

国民救援会高知県本部総会（婦人会館３Ｆ） 

青年部常任幹事会 

県社保協宣伝行動、後期高齢者医療制度廃止集会実行委員会（田

口）、建交労トンネルじん肺問題で県交渉（田口、牧） 

全労連四国地区協（西山、田口、牧） 

子連事務局会（田口） 

公務労組連幹事会 

香南革新懇・給食シンポ 

 

 

 

第８１回中央メーデー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１０全国青年大集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＴ報告・平和交流集会 

 

 

６月 

1 

 

 

2 

 

 

 

郵産労高知郵便局前早朝宣伝行動（２０人）、東局宣伝行動（郵

産労２人、県労連２人）、県経営者協会申し入れ（西山、田口、

牧、筒井：郵政非正規問題） 

社保協人事で医療生協と懇談（田口）、⑧オルグ団会議、高知

一般との債務問題での協議（西山、岡原、田口。高知一般：宮

崎、島内） 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 -  

3 

 

 

4 

 

5 

 

5-6 

6 

8 

9 

10 

11-12 

12 

 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

19-20 

22 

26 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

南国郵便局宣伝行動（南国労連３人、郵産労３人、県労連３人） 

ＮＰＴ報告・平和交流集会（４０人）、国民大運動で県教委申

し入れ（田口：交渉方式問題） 

須崎郵便局宣伝行動（須崎労連４人、郵産労１人、県労連２人） 

四国労金高知支店代表者会議（牧） 

県原水協総会（西山）、県教組女性部定期大会（高知城ホール） 

自治労連南国市職労第 52 回定期大会（岡原） 

第２回中四国いのちと健康を守るセミナー（９人、） 

民商県連第 42 回総会（西山、民商会館） 

四国労委労協総会（田口） 

後期高齢者医療制度廃止実行委員会事務局会議（田口） 

最賃問題で労働局交渉（１１人） 

社保協全国総会（田口） 

青年部最賃体験発表会（１３名）、青年部定期大会（１７名） 

自治体問題研究所総会 

⑱後期高齢者医療制度廃止昼休み集会（１００人） 

③国民大運動世話人団体会議（西山、田口） 

⑰執行委員会、労働委員会総会（田口） 

女性部会 

過労死１１０番（５人）、アスベスト１１０番（樫原）、全法

務高知支部定期大会（樫原：高知城ホール）、全労連地区協青

年部（溝渕：松山） 

原水禁四国大会 in 高知（西山、牧） 

県労連・最賃デー６３１分ハンスト 

県社保協総会（田口、牧：女子大２０２号）、 

県教組第 86 回定期大会（杉村、高知城ホール４Ｆ） 

高知城ホールのあり方問題の説明会（田口、高知城ホール） 

建交労・民主党県連・高知市長懇談、県要請、「ともだち」８

周年レセプション（田口、牧） 

国民大運動・教育次長と交渉のあり方問題で話し合い（田口）、

高知一般債務問題話し合い（西山、岡原、樫原、田口、牧）、

青年部①常任幹事会（５人） 

子連事務局会議、生公連（生活関連公共事業推進連絡会議）発

足準備会（２４人、高知城ホール） 

 

 

 

 

 

 

第２回中四国いのちと健康を守るセミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部第１６回定期大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建交労・『ともだち』８周年レセプション 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

2 

6 

7 

9 

 

11 

13 

 

14 

 

15 

 

女性部会 

消費税廃止各界連・自動車パレード 

⑨オルグ団会議 

人権共闘・教育長交渉（田口）、県社保協打ち合わせ（田口、

牧） 

参議院選挙投票日 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口、樫原、牧）、公務労

組連・幹事会 

県社保協事務局会議（田口、牧）、後期高齢者医療制度廃止実

行委員会（田口） 

⑳執行委員会 

 

最低賃金審議会での意見陳述 
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20 

21-22 

23 

24-25 

 

26 

28 

29 

30 

 

31 

オルグ団会議（樫原、田口、牧） 

全労連定期大会（西山、田口、牧） 

最賃意見陳述（樫原、溝渕） 

高知自治体学校（田口、岡原：南国市）、第１２回働くものの

交流集会（高知 4 人、全体 101 人、高松市） 

県学習協第 36 回総会（田口） 

年金者組合大会（田口）、法テラス連絡協議会（樫原）  

革新懇・全県活動者会議（田口） 

人権教育を考える学習会・人権共闘総会（田口）、新医療制度

学習会（県教組会議室） 

県教組青年部大会（牧） 

 

 

 

 

 

８月 

2 

3 

5 

4-6 

5 

6 

8 

11 

13 

15 

18 

 

 

オルグ団会議（樫原、田口、牧） 

社保協４者打ち合わせ（田口、牧）、４役会議（西山、樫原、

岡原、杉村、田口、金子、牧) 

原水禁世界大会（牧：広島） 

21 回執行委員会 

選挙管理委員会 

高知一般定期大会（田口） 

県社保協事務局会議 

後期高齢者医療制度廃止県民集会 

戦争を語り継ぐつどい 

国民大運動第５回世話人団体会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


