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第 1 号議案 

２０１１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この間、運動の軸足を

「職場」と「地域」に置き、目に見える職場活

動、地域運動の展開を目指し、地域からさまざ

まな形の「貧困」をなくす取り組みを進めてき

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「雇用問題」を機

軸に据えた。 
また、地域労連の確立と各地域での「あった

か村」相談会の実施を通じて、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質・量的強化、地域

組織の確立、青年部活動の前進などを進めてき

た。 

労働相談センターも専任化４年目に入り、そ

の存在が社会的に広く知られるようになって

きた。 

３月１１日に発生した東日本大震災は、私た

ちに政治のあり方は勿論、社会のあり方、生活

のあり方の問い直しを求めている。 

以下具体的総括を行い、新たな情勢を受け、

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、別表の通りである。 

 人事院 8月 10 日、勧告を発表。 月例給につ

いては 50 歳台後半層を重点的に引下げる

0.19％マイナス改定。期末・勤勉手当（ボーナ

ス）の 0.2ヶ月分引下げを主な内容とし、平均

年間給与はマイナス 9.4 万円（△1.5％）とな

った。 

 高知県人事委員会は10月14日に勧告を発表。

月例給、ボーナスともに２年連続で引下げ。行

政職の平均年間給与は8.6万円引き下げとなっ

た（△1.4％）。一時金は、昭和38年度以来、

47年ぶりに年間４月分を下回ることになる。 

 県公務労組連絡会に結集し、交渉を行うと

同時に、県教組、高知自治労連など確定交渉

を粘り強く行った。 

10 月 15 日、年金者組合高知県本部は「年金

者一揆 2010」を実施し、最低保障年金制度の

確立を訴えた。 
２．１１春闘の取組みの経過と教訓 

「賃上げ・雇用確保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。 

○12月 4日に 11春闘討論集会を高知城ホール

で開催し、40 名が参加した。全労連幹事の斉

藤寛生氏を講師に招き、「公契約適正化運動と

地域経済の活性化」と題し、全国で起きている

公契約をめぐる問題について学習を深めた。 
１月 30 日に第 25 回中央委員会を開催し「春

闘方針」を決定した。 

各地域労連での春闘討論集会を、地域問題を

考える学習会として他団体と共同で開催する

ことを提起し、土佐清水労連（2/17）、香美労

連（2/21）、須崎労連（2/23）、南国労連(2/24)

で開催した。 
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＜春闘前段の行動＞ 

○春闘キャラバン行動を2月14日～18日の間 

に行い、ＴＰＰ問題、地域経済について①香美

市森林組合、②北川村産業建設課、③室戸市

商工観光深層水課、④大豊町（ゆとりファーム）、

⑤ばうむ合同会社（本山町）、⑥とさ嶺北農協、

⑦とさ嶺北農協職員労働組合、⑧ＪＡ高知はた、

⑨中村商工会議所、⑩ＪＡ土佐くろしお須崎支所

を訪問し、意見交換を行った。 

○2月25日、11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、高知県

と南国農協労組に春闘課題で協力・共同を呼び

かけるとともに、ＴＰＰについての意見交流と

食健連への参加要請を行った。午後からは、県

の広域分権推進課、土佐経済同友会と懇談を行

った。 
 夕方には、高知市役所前で県民集会を開催し

た。 
○3 月 8 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。 
○ユニオンセミナーを、2月 22 日から 3 月 25

日にかけて全 5回開催した。経営分析について

学び合意協力型の運動の前進について深めた。

また、雇用政策について学び、労働組合として

雇用問題にもう一歩踏み込んだ取り組みをす

ることについて論議した。 

 

３．夏季一時金の取り組み 

妥結状況は別表の通り。昨年と比較すれば、

全体として上向いたといえる。 

  

 

 

一時金の妥結状況（省略） 

 

賃上げの状況（省略） 

 

 

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 9 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。 

建交労高知農林支部は、じん肺キャラバンを

行い、10 月 6 日には労働局と交渉を行った。 

 じん肺根絶・抜本的対策を求める議会決議運

動にも取り組んだ。 

6 月 18 日には、建交労農林支部がアスベス

ト相談会、いの健センター、過労死弁護団など

が「過労死１１０番」を実施した。建交労農林

支部は、県下で「健康相談」活動を展開し、大

きな成果をあげている。 

 7月2日～3日には「第3回働くもののいのち

と健康を守る中四国セミナー」が開催され、

ディーセントワークの実現に向け学習を深め

た。 

②入札制度、雇用確保の改善 

 10 月 18 日、「雇用の緊急改善と入札制度の

見直し等に関する申し入れ」を高知県に行い、

若者雇用等の改善、高齢者雇用の改善、働く場

の確保、官製ワーキングプアの解消、公契約条

例の制定を求めた。11 月 18 日の国民大運動の

副知事交渉でも、入札制度の改善、公契約条例

の制定を強く求めた。 
 高知市の入札・契約制度検討委員会は、11
月 30 日に「入札・契約制度基本指針（提言書）」

を出し、入札・契約制度の基本に「市民が心豊

かで安心して暮らせる地域社会の実現」という

市の理念を置き、環境、福祉、公正労働基準を

含む価値の実現を求めている。 
教組共闘の四国ブロックと高知県労連は、9

月 16 日、県経営者協会と高知県雇用労働政策

課、県教育委員会へ高校生等の就職保障等につ

いて申入れを行った。 

建交労高知県本部は、10 月 5 日には、高齢

者雇用問題で局交渉を実施し、高知市や県とも

話し合いを持ち政策実現を迫った。 

③ディーセントワーク確立の取り組み 

毎月第３金曜日、人間らしい生活と労働を求
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めるディーセントワークの宣伝行動をグリー

ン・ロードで行ってきた。 

④タクシー・ベイ設置の取り組み 

高南ハイヤー労組は、高南労組や県労連と連

携し、大手筋へのタクシー・ベイの設置の運動

を展開した。高知市ハイヤー協会との懇談、運

輸支局申入れ、協同組合帯屋町筋との懇談、県

警交通規制課申入れを行い、不十分ながら追手

筋へのタクシー・ベイ設置にこぎつけた（昨年

12 月から 30台）。 

 昨年 10 月に協議会が再発足し、自交総連の

代表も参加し、タクシーの 2割減車、タクシベ

イの設置問題（追手筋以外にも拡大して論議）

で実施へ向けた論議を重ねている。 

 

３）最賃闘争                    

 
「生活保護との整合性」を定めた改定・最賃

法と民主党の公約、政・労・使「早期に時給

800 円」の合意を生かし、最賃の大幅引き上げ

を獲得する取り組みを進めた。 
青年部は 5 月に最低賃金生活体験を実施し、

12 名が挑戦した。また、その前段では、生計

費シュミュレーションを行い、生活していくた

めに必要な賃金を試算した。7月 4日の最賃デ

ーでは最賃体験発表会で結果を報告した。 

この間、審議会、専門部会の全面公開を求め

てきた。今年度より審議会、専門部会が「公開」

となったものの、傍聴の事前申請、５名の制限

などが付いている。また、引き上げの具体的な

審議に入ると非公開となるなど不十分な状況

が続いている。 

7 月 4 日には、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 642 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、署名を集め世論を喚起し

た。 

中央最低賃金審議会は、７月 26 日に今年度

の地域別最低賃金の引き上げに関する｢目安｣

を厚労大臣に答申した。全国の加重平均で 6

円の引き上げで、全国の平均が 730 円から 736

円になる。高知を含む D ランクはたったの 1

円となっている。 

7 月 28 日には、最低賃金審議会で牧書記次

長と高知一般の清掃現場で働く組合員が、意見

陳述を行なった。 

8 月 23 日に、高知地方最低賃金審議会は 3

円引き上げて、645 円とする答申を労働局長に

対して行った。 

これでは、生活改善につながらないばかりか、

東京との格差は更に拡大する。 

県労連として異議申し出も行い、震災を理由

とした引き上げ抑制を許さない取り組みを引

き続き行っていく。 

 

 
 

   

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 

 

民主党が、構造改革政党に回帰する中、社会

保障の後退を許さない取り組みを進めてきた。 

 貧困の可視化の運動をすすめ、構造改革路線

からの政策転換を迫り、地域を守る運動をより

一層強化する必要がある。 

 
①医療・福祉を守る取組み              

○県社保協・高運連は昨年 10 月 19 日から 11

月 2 日まで「くらしと医療を守る全県キャラバ

ン」に取り組んだ。地域から貧困をなくす共同

の取り組みを目指し、行政と対立するのではな

く、「地域から様々な貧困をなくす」ことを呼

びかけ、共同を広げてきた。 

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、「社会保障と税の

一体改革」によって「姥捨て山」制度の拡大方

向が打ち出されている。 

県内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

支給日にあわせ 2ヶ月に１回、昼休み集会など
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を開催してきた。昨年 12月 15 日には日本共産

党の小池晃氏を講師に学習会を行い、今年 6

月 12 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。 

県社保協総会は 6月 25 日に総会を開催し、

高運連は 5 月 20 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。 

○子どもの医療費無料化は、県社保協のキャラ

バンなどを通じて急速に県下に広がり、現在、

中学校卒業までが 22 自治体、小学校卒業まで

が 2自治体、就学前 10 自治体となった。 

また、高知民医連・潮江診療所は 2009 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。高知市

は、本年 4月から制限つきながら無料低額診療

の利用者を対象に院外処方費の独自助成を始

めた。 

○最低基準の地方条例化・保育新システム導入

反対、公的保育の拡充を求める取り組みは、 

2010 年 8 月 28 日、高知女子大学池キャンパス

で「署名スタート集会」開催。参加者数 190

名。神戸大学の二宮厚美教授が講演を行い、10

万筆の目標を決めた。結果、6万3千筆を集約。

衆参とも審議未了となった。政府での検討状況

を踏まえて 2 月より新しい署名をスタートさ

せ、合計 10 万に迫った。また、11月 8 日から

12 日にかけて県内自治体を訪問。保育新シス

テムが地域になじまないことが語られるとと

もに、少子化が地域の課題となっていることが

明らかとなった。意見書採択運動では、15 自

治体で採択された。3月 5日には、高知女子大

学池キャンパスで「子ども・子育て新システム

を考えるシンポジウム」を開催。180 名が参加

した。5月 1日、メーデー高知県中央集会終了

後、中央公園で「新システムより震災復興を」

をスローガンに、「みんなあつまれ！保育キラ

キラ隊」統一行動が取り組まれた。 

  

②国民大運動の取組み                                   

国民大運動高知県実行委員会（軍事費を削っ

て、くらしと福祉・教育の充実を国民大運動高

知県実行委員会）は、昨年 11月 18 日副知事交

渉を行った。副知事と各課長が対応し、10 の

大項目、103の小項目に渡る要求を提出した。 

TPP（環太平洋経済連携協定）参加への明確

な反対表明、香南市の自衛隊問題での住民不安

の解消の約束、住宅リフォーム助成での検討約

束など前進的な回答を引き出した。1 月 21 日

に教育長交渉を行い、教育長以下 8名が対応し

た。 

また、国民大運動実行委員会として 2 月 25

日には、200 人の参加で「反貧困・地域を守る

県民集会」を開催した。6 月 16 日には南海地

震対策と防災問題について南海地震対策課と

交渉を行った。6 月 21 日には伊方原発問題に

ついて四国電力高知支社と交渉を持った。 

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、雇用問題と地域再生を２本柱に、

地域運動の強化に取り組んできた。 

○TPP問題が急浮上する中、昨年11月26日に県

労連、農民連共催で農業問題の学習会を開催し

た。その成功を受け準備を重ね、日本の食糧、

農林漁業の危機を打開し、食品の安全性と健康

、地域を守ることを目的に、5月21日に食糧と

健康、地域を守る高知県連絡会の再建に漕ぎ着

けた。高知大学の岩佐和幸教授を会長に幅広い

陣容となった。当面するTPP参加反対だけでは

なく、食の安全、地産地消をすすめ地域を守る

運動など多彩な活動をめざす。7月23日にはは

じめての街頭宣伝署名活動に取り組んだ。 

○みんなのための郵便局を守る高知の会は 1

月 9 日には第 10 回総会を行い、郵産労本部の

廣岡元穂委員長が「郵政改革法案への態度、

正社員化のたたかい」と題して約１時間記念

講演を行った。 

○3月 26 日、「青少年の成長と非行」を高知大

学准教授加藤誠之氏を講師に学習会を開催。そ

の後、子どもと教育を守る高知県連絡会の総会
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を行った。 

昨年の 12 月 7 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」69,879 筆を提出した。 

県教組と子連、人権共闘は 4月 21 日、「高知

県学校・警察連絡制度」について、民主的な手

続きを踏んでいないとし、保護委員会と県教委

に対し、要望書を提出した。 

県教委は 3月 3日付けで、4月から全県立高

での日の丸・県旗・校旗を毎日掲揚するように

との依頼文章を出した。それに対し、高知県教

組は「学校教育での『日の丸・君が代』の掲揚・

斉唱及び県立学校での『日の丸』の常時掲揚の

押しつけに反対する申し入れ書」を 3 月 22 日

に県教委へ提出した。 

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 57 年間、「生命を生み

出す母親は生命を育て生命を守ることを望み

ます」をスローガンに各地の集会と県集会を重

ね、要求を持ち寄り要求実現の運動を組織して

きた。今年は 7月 3日に県集会を 9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。昨年 11月より、高知市、室戸市、安芸市、

香美市、南国市、土佐市、四万十町、佐川町、

幡多地域をオルグし、日本母親大会へ 450 人を

送り出した。 

10 年度は、19 カ所で地域母親大会が開催さ

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 25 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。 
 4 月 29 日には、高知県、高知市の後援も取

り付け、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た。また、新たにホー

ムレス支援団体が実行委員会に加盟するなど、

共同の輪は大きく広がった。 
 相談活動は、各地域でも行われ、土佐清水

（10/31）、須崎（12/12）、安芸（12/26）と県

下に広がった。 
 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。 

②1 月 26 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『イージス巡洋艦トーテュ

ガ寄港に抗議する宿毛集会』が開かれ、約 100
名が集まった。 
③「こうち九条の会」と「女性『九条の会』高

知」が共催した憲法公布64 周年のつどいが、

10 月31 日（土）高知市RKC ホールで開かれ、
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270 人が参加しました。 

12 月 4 日「12･8 平和のつどい」が実行委員

会主催で開催され 180 人が集まった。県労連青

年部、県教組青年部、高教組青年部などが実行

委員会に加わり、合唱を行った。 

 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。 

 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、10 月 2 日に総会を開催

し、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

し運動を進めている。政治革新をめざす共同や

県市の図書館の合築問題、地震・原発問題など

生活に関わる問題での学習と共同の輪を広げ

ている。 

②革新県民連合は、今年に入り常任幹事会、幹

事会４回開催し、高知県政についての報告や意

見交換を行ってきた。 

 11 月 27 日投票の知事選挙の対応、要求前進

のための取り組みなどについて検討を重ねて

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）県労連と各加盟組織での取り組み               

9 月末の執行委員会、10 月 6 日の労働相談セ

ンターの総会で意思統一を行い、10 月～12 月

を組織拡大月間に設定、組織拡大に取り組んだ。

また、地域運動の強化を意思統一した。11 月

23 日には、非正規労働者の交流会を開催した。 

 また、春は 3月～5月の拡大月間、定期大会

をめざす拡大に取り組んだ。 

3 月 24 日には、郵産労と共催で「郵政非正

規職員ホットライン」を実施した。郵産労は、

非正規職員の正職員化を求める運動を通じて、

「駆け込み寺」的な役割を発揮し、組合員を拡

大した。 

年金者組合が、1000 名を突破し、7 月 29 日

に定期大会を開催した。 

 また、医労連が新入職員歓迎会を各加盟組織

で取り組み、県教組は教員採用を目指す人を対

象にした「明日を拓く講座」で加入を前進させ

た。 

 ７月末の組織現勢は、○○人である。この 1

年間に 273人の減少であった。増加した組織が 

３組織、減少組織が１３組織、プラスマイナ

ス・ゼロの組織が４組織となっている。 

 公務労組がマイナス 190 人。民間労組がマイ

ナス 83 人となっている。 

 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の総会を開催

し、「問題解決型」から「組織作り型」の活動

を改めて確認した。労働相談を通じた個人加盟

を契機に、職場に組合組織を構築することを目

指す「1 人から組織へ」の方針も提起した。 

更に、待ちの相談から打って出る攻勢的な相

談活動を目指した。 

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29日～30日に「労働相談ホットライン」

（合計 36 件）、3 月 4 日、「労働相談ホットラ

イン」（20件）、10月 31 日に土佐清水労連「な

んでも相談」（5 件）、12 月 12 日に須崎労連・

年末相談会（18 件）12 月 25 日に「くらしあっ

たか村・なんでも相談会」（17件、実行委員会

形式）、12 月 26 日に「安芸あったか村・年末
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相談会」（8件、実行委員会形式）4月 29 日「震

災救援・なんでも相談会」（16件、実行委員会

形式）など全県的な相談会を発展させた。 

 10 年の年間相談件数は 256 件で、昨年の相

談件数を下回った。しかし、11 年は 6 月期ま

でに 162 件と昨年を大幅に上回る相談件数で

推移している。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。 

組織化については、相談を通じた組織化が２

組合で１７人、個人加盟が２５人で計４２人で

あった（前年は 2 組織 47 人。個人加盟は 19

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 14.9％（前

年 33.8％）となっている。 

相談を通じた直接加盟に限ってみれば、昨年

の加入率 6.7％から今年は、8.9％と前進した。 

相談活動を組織化に結実させるための工夫、

組織を維持する方法について更に深め、対策を

取る必要がある。 

住宅地への資料配布を３回実施し、ディーセ

ントワークデーの宣伝、土日への相談受付の拡

大の試みなどを行い、より幅広い相談活動を目

指してきた。 

攻勢的な組織拡大をどう進めるのか課題を

残した。 

ローカルユニオン的役割の一般労組との連

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。 

労働相談実績 

 08.1-12 09.1-12 10.1-12 11.1-6  08.1-12 09.1-12 10.1-12 11.1-6 

男性 102 140 143 79 解雇 44 69 53 24 

女性 97 145 138 80 退職の強要・勧奨 8 16 13 8 

不明 0 0 0 3 賃金・残業等未払 54 63 65 39 

小計 199 285 281 162 労働契約違反 0 0 0 2 

正社員 22 131 134 61 社会・雇用保険 11 9 18 4 

パート・契約等 31 34 53 25 配転・出向・転籍 3 3 4 2 

臨時・嘱託 3 6 19 9 労働条件切リ下げ 2 1 22 7 

派遣・請負 13 31 2 5 労働時間・休暇 19 22 32 16 

その他 0 13 0 0 セクハラ・いじめ 6 26 20 12 

不明 130 70 73 62 倒産・工場移転 0 1 1 0 

小計 200 285 281 162 労災・職業病 10 18 16 8 

     組合結成・加入 7 4 2 4 

    その他 24 47 34 36 

    

 

不明 11 6 0 0 

     小計 199 285 281 162 

３）争議支援の取組み                  

５月２７日、県内の争議の一日も早い解決を

求め、要請行動を行った。私学教組の土佐女子

高等学校での解雇事件、自交総連・さくらハイ

ヤー労組の２人の組合員の解雇事件、高知一

般・高知県スポーツ振興財団の解雇事件の早期

解決を迫った。 

 争議支援金の支給（2件）や争議カンパの取

り組み、物販活動の支援などを行った。 

＜和解が成立した事件＞ 

高知一般・ヰセキ四国の解雇事件は、県労委

のあっせんで和解した（3/9）。 

福祉保育労・(株)コパン賃金未払い事件は、団
体交渉を重ね、小額訴訟で勝利し解決した。（株）
ムッターキントでは、組合の働きかけにより、新
たな経営者の下、経営と雇用の継続を行わせまし
た。 
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＜係争中の主な事件＞ 
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） 

11 年 7月 20 日、第 14回口頭弁論。現在、和解協議中。次回、9月 6日、第15回口頭弁論。 
②駅前観光路線バス乗務員未払い裁判（提訴07年 12 月） 

11 年 6月 14 日、第 24回口頭弁論。裁判所の和解案を双方持ち帰り協議中。次回、8月 23日、
第 25回口頭弁論。 
２．土佐農機解雇事件 
県労委の斡旋が不調に終わり、現在本訴で争っている。裁判所から和解の調整があったが、あくまで職
場復帰を求め闘う構え。次回 9 月 27 日予定。 
３．スポーツ財団解雇事件 
組合員２名が、労働審判で闘う（5 月 18 日提訴）。7 月 20 日第 1 回審判。9 月 1 日第 2 回審判予定。 
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） 
③「解雇無効」地裁判決（11年 4月 22 日） 
④学校側が高松高裁に控訴していましたが、8月になり控訴を取り下げまし。 
 今後、職場復帰のための詰めの交渉が重要となっています。 
自交総連・さくらハイヤー労組 
２名の組合員の不当解雇撤回の闘いは、高知地裁に 6 月 28 日に仮処分を申し立て２回の審尋（7/29、
8/4）が行われている。 

 

国鉄闘争 

国労高知地区本部の主催の「『ＪＲ不採用問

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

知の会や県労連傘下から 130 人が参加した。 

10 月 8 日には「JR 採用差別事件」和解報告

集会を県労連、建交労高知県本部、同高知鉄道

地方本部主催で開催し、100 名が参加し、国鉄

闘争の教訓を汲み取り今後の活動に活かすこ

とを決意しあった。 
 

社保庁分限免職撤回闘争 

０９年末、社会保険庁は廃止に伴い 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、全厚生組

合員 39 人が人事院に対し、集団で「不服申立

て」を行い闘っている。 

人事院審理が進めば進むほど、厚生労働省が

分限免職を回避する措置を取っていないこと

が明らかになっている。また、日本年金機構は

１年5ヶ月たって1,000人の欠員がいる状況と

なっている。 
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・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。 

 

ＪＡＬの不当解雇撤回裁判 

日本航空は、昨年の大晦日にパイロット・客

室乗務員あわせて 165 名を整理解雇した。そ

のうち 146 名が、1 月 19 日に不当な整理解雇

撤回と原職復帰を求め、日本航空経営を提訴し

闘っている。削減目標 1500 名に対して希望退

職者は 1733 名で超過達成しており、整理解雇

の４要件を満たしていないことは明確。組合つ

ぶしが狙いであることが明確になってきてい

る。 

  

■質的拡大                                                   

 

＜執行委員会＞ 

 執行委員会は、昨年度から役員を 2名増やし

た。原則月 2回開催し、出席率は○○％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、
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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 15 日に第 22 回定期大会を開

催し 30 名が熱心な討議を行った。 

 11 月 23 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＞ 

 昨年6月12日に第16回定期大会を開催した。

今年度より、定期大会を県労連定期大会終了後

に開催することを決め、10 月 1 日に開催予定

である。また、全労連青年部へ四国ブロックと

して常任委員を選出し、四国ブロックの青年部

の強化にも力を入れる体制を整えている。 

12 月 18 日には、クリスマスパーティーを開

催し、42 名が参加した。6月 11 日、12 日の働

くものの交流集会を愛媛で開催し、成功へ向け

て貢献した。今年度は高知県で開催予定である。 

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＞ 

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、地域の民主団体にも呼びかけ

て春闘討論集会の開催をめざした。土佐清水、

須崎、香美、南国で開催した。 

また、土佐清水、須崎、安芸では、｢あった

か村相談会｣を実行委員会形式で開催した。 

香美労連では、春闘以降月 1回の交流会を開

催し、正式発足を目指している。 

＜学習運動＞ 

この間、秋と春の講座を開催してきた。秋に

は、経営分析講座を４講座開催し、延べ 77 人

が参加した。春にはユニオンセミナー５講座

（雇用問題２講座、簿記 1講座、賃金問題１講

座、NPO1 講座）を開催し、延べ 92人が参加し

た。 

1 月 15～16 日、高知で全労連四国地区協主

催のオルグ養成講座を開催し、労働相談・争議

対応など実践的な学習を行った。 

＜宣伝活動の強化＞ 

機関紙は、月１回を基本とした定期発行を継

続しており、発行部数も 500 部前後増加してい

る。また、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

3月にリニューアルした。7月末で 75,000 アク

セスを達成し、年間 12,000 アクセスとなって

いる。しかし、昨年比で約 4,000 アクセス減少

しており、組織内での宣伝の徹底と技術的な工

夫が必要である。 

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、郵産労、県労連

青年部がＨＰ及びブログを設けている。 

今後、機関紙やＩＴ活用について学習、研究、

交流の必要性が出てきている。 

 

全労連共済の取り組み状況                  

 2009 年 2 月の全労連共済発足以降、共済運

動の前進を目指してきた。組織拡大と結合した

取り組みを更に意識的に取り組む必要がある。 

 労働金庫活動の強化をめざし、諸会議への参

加を行ってきた。四国労金では、高知から理事

を 1名確保しているが、全労連四国地区協とし

て各県からの理事確保をめざして文書で申入

れを行った。 

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 

11 年 10 年  09 年  

271 415 313 

 

月掛け金総額 一人当月掛け金 

11 年 10 年  09 年  11 年 10 年  09 年  

60,865 95,175 77,450 224 229 247 

 

給付状況 

給付件数 給付金額 

11 年 10 年 11 年 10 年 

5 26 25,000 517,000 
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メーデーの開催状況                   

第 82 回メーデーは高知県中央集会をはじめ、

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。高知県

中央集会では、震災を受けて、デモ行進に代わ

る震災支援を全面に押し出した取り組みを行

った。 

 中央集会では、東日本大震災を受け、デモ行

進に代えて、日曜市での宣伝など多様な行動を

展開した。 
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第 1 号議案 

 

Ⅱ．情勢の特徴（こう見る）                   
 
 

 １.国際情勢の特徴と問われる日本の役割                                    

 

（１） 2008 年秋の経済危機を引き起こした反

省もないまま、「カジノ資本主義」や新自由

主義改革が世界に復活し、格差と貧困に苦し

む労働者をさらなる危機に追いやっている。 

経済危機の影響をいち早く克服した中国、

インド、ブラジルなどの新興国と、金融、雇

用などへの影響を克服できないアメリカ、EU、

日本などの差が、2010 年秋以降、より明確

になった。 

 ギリシャ、アイスランドに続き、ポルトガ

ル、スペインなどに金融不安が飛び火し、Ｅ

Ｕをはじめ先進諸国では、公定歩合引き下げ

などの金融緩和策によるインフレ懸念が高

まってきた。 

経済期危機に陥った国々へのＩＭＦ（国際

通貨基金）や世界銀行の介入が強まり、新自

由主義改革、緊縮財政による「小さな政府」、

社会保障改悪が押しつけられている。 

（２）各国の金融緩和策が国際投機資金の流

動化を加速し、投機による原油、食料品、原

材料価格がリーマンショック直前の状況に

まで高騰する一因となった。このことが、労

働者のくらしや中小零細企業・事業者の経営

を一段と苦しめることとなった。 

中東各国では、このような経済苦と民主主

義を求める動きが結合し、「ジャスミン革命」

と称される民主化運動が一気に広がった。こ

れは同時に、アメリカの覇権主義への反発に

繋がっている。 

アメリカは、イラクからの撤退後アフガニ

スタンに軍を増派しアルカイダの押さえ込

みを図かり、オサマビンラディンを殺害した

ものの、民間人、国際部隊の犠牲者は開戦１

０年間で最大となっている。大統領選挙を来

年に控えているが、撤退計画（12 年夏増派

部隊の撤退、14 年末完全撤退）の実現性は

疑問視されている。 

 中東の政変は、パレスチナ問題にも影響を

与え、話し合いの機運が高まっている。 

 アフリカ諸国の経済的政治的自立、中東・

パレスチナ問題を新たな覇権争いの場にし

ない、国際世論と運動の構築が求められてい

る。 

（３）地球温暖化対応を論議するＣＯＰ１５

が 2011 年 11 月にメキシコで開催された。ア

メリカ、中国など温暖化ガス排出量の相当割

合を占める国が合意をしないこともあり、明

確な目標を合意することはできなかった。し

かし、ヨーロッパを中心に、化石燃料を削減

して自然エネルギー中心に転換する動きを

強めるとともに、原子力発電を温暖化ガス削

減の中心策とする動きもアメリカ、日本、ロ

シア、韓国などで強まった。 

 このような中で、福島原発事故が発生し、

原子力発電を制御不可能な技術として廃止

を求める世論が高まったスイス、ドイツ、イ

タリアでは、計画的な廃炉を決断する動きと

なった。このこともあり、原子力依存のエネ

ルギー政策見なおしの動きは、世界に広がっ

ている。 

（４）中国の２０１０年の国内総生産（ＧＤＰ）

は、日本を抜き世界第２位になることは確実に

なった。 

これに対してアメリカは経済立て直しと

雇用拡大のため成長圏であるアジア地域の

市場取り込みに躍起となり、それがＴＰＰ

（環太平洋戦略的経済協力協定）参加を日本

に迫る背景ともなっている。 
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中国が東シナ海への軍事的な進出を含む覇

権的な動きを強め、従来のアメリカによる軍事

的、政治経済的覇権体制（IMF体制含む）と部

分的衝突を見せている。 
東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と中国は

７月の外相会議で、南シナ海行動宣言履行のた

めのガイドライン（指針）を承認した。 

また、南米カリブ海 32 カ国は 4 月に外相会

議を開催し、アメリカを除く新たな地域機構

「中南米カリブ海諸国共同体（CELAC）」設立に

向けた動きを強めている。 

世界的レベルで対等な経済的政治的関係を

構築することが必要となっており、日本がアジ

アと世界で果たす役割が問われている。 

 

 

 

２.国内情勢の特徴―東日本大震災が突きつける日本政治の貧困                                    

                              

（１）2011 年 3 月 11 日に東北地方太平洋沖で発

生したマグニチュード 9.0 の巨大地震は、最高

震度 7 の激しい揺れと 15 メートルをこえる大

津波を引き起こし、東日本の太平洋岸にかつて

ない甚大な被害を与えた。巨大地震によって広

範な地域で停電が発生し、緊急停止した東北地

方の原子力発電所で冷却用の電源が失われる

という事態が起きた。その中で、津波に対する

備えを欠いた東京電力福島第一発電所では非

常用電源も失われ、1号機から 3号機が相次い

で炉心融解（メルトダウン）し、水素爆発をお

こして放射性物質を大量に飛散させ続けると

いう人類史上最悪の原発事故となった。 

大地震と津波という自然災害に原発事故と

いう人災が重なるかつてない事態のもとで、日

本社会の矛盾や脆弱性が次々に明らかになっ

ている。 

（２）東日本大震災では、以前からの日本社会

の矛盾が一気に表面化した。 

１つは、コスト優先、経済効率優先の社会

は、災害に対して脆弱だったという点である。 

２つは、国際競争力強化を最大価値とし、

経済の 6 割を占める個人消費を活性化させ

る施策をとらずにデフレ状態を深刻化させ

てきたことが、災害復興の障害にもなったこ

とである。 

３つに、90 年代から連続した公務公共業

務の切り捨てや公務員削減、市町村合併など

の弊害が明らかになったことである。 

４つに、批判や異論を排除する非民主性が

「安全神話」を創り出し、原発事故という人

災を生み出したことである。 

（３）菅政権は、１０年７月の参議院選挙で敗

北し国民の批判を受けたにもかかわらず、政権

交代に国民が託した願いに背を向け、日米同盟

強化、消費税増税など「菅の小泉化」と評され

るほど「構造改革路線への回帰」をすすめてい

る。 

 その「新成長戦略」の中身は、法人税減税と

大企業の「国際競争力」強化、規制緩和と民営

化など、大企業応援策が中心となっており、日

本経団連の要求を丸ごと受け入れたものにほ

かならない。 

 東日本大震災の復興に当たっても、「経済特

区」を設け、大企業の参入を拡大するなど「新

自由主義的政策の実験場」としようとしている。 

 菅首相は、退陣の３条件（①第 2次補正予算

案、②特例公債法案、③再生可能エネルギー特

別措置法案の成立）を示したものの政権にしが

みつく姿勢をますます強め、自民党、公明党と

の間で政局を繰り広げ、国民の政治不信を大き

くしている。 

（４）震災問題の裏で国民生活に関わる重要法

案が、十分な審議なしで強行されている。 

 １つは、「地域主権改革」等一括法案。4 月

28 日民主、自民、公明、社民、みんなの各党

の賛成多数で可決された。保育所の「職員配置

基準」、高齢者・障害者設置管理基準などのナ

ショナルミニマムを廃止するものである。「地

方主権改革」は自公政権時の「地方分権」を引

き継ぐもので、①出先機関廃止など国の実施責

任の投げ捨て、②道州制を視野に自治体のさら
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なる広域化と改編により住民サービス切り捨

てなど、問題が深刻化することが懸念される。 
 ２つ目は、介護保険法の改正案。２４時間型

の訪問介護看護の実施を目玉にしているが、

70歳から74歳の自己負担の１割から2割への

引き上げに加え、「地域支援事業」に“介護予

防・日常生活支援総合事業”を新設し軽度者を

介護給付から外す危険性などが出ている。 
 更に菅政権は、６月 30 日「社会保障と税の

一体改革」を閣議で了承した。２０１０年代半

ばまでに消費税を１０％に引き上げ、将来的に

は「福祉目的税」化し、消費税を際限なく引き

上げる構図を作るものとなっている。 
 後期高齢者医療制度は国保に統合し、都道府

県単位化して運営することをめざしている。 
（５）政府の「子ども・子育て新システム検討

会議」は 7 月 27 日、中間とりまとめを正式決

定した。幼稚園と保育所の完全統合は見送り、

並存を認めるとしたものの、「保育の必要度」

の導入など保育制度を介護保険制度のような

「買うサービス」に変質させる本質に変化はな

い。 
 政府は、「少子化社会対策会議」を持ち回り

で開き、中間とりまとめに基づく法制化作業を

加速する方針を確認。秋以降に利用料（公定価

格）や国と地方、事業主の費用負担割合などを

検討し、2012 年の通常国会への関連法案提出、

13 年度からの段階的な運用を目指すとしてお

り、運動の強化が求められる。 
（６）菅首相は昨年 10 月の所信表明演説で、

「平成の開国」と称して TPP（環太平洋経済連

携協定）参加方針を突然表明した。 

TPP は太平洋周辺の国々が参加する関税の

撤廃による自由貿易構想であり、貿易、金融、

医療などサービス解放を含む経済連携構想で

ある。TPP 参加は、中小企業や地域産業の存続

条件の悪化、医療保険制度や金融基盤の崩壊を

もたらすことが危惧される。 

当初の６月末決定が、震災の関係でずれ込ん

だものの、早ければ９月の訪米前、遅くとも

11 月までには結論を出すとされている。 

TPP 問題は単なる農業問題ではなく、国民経

済全体のあり方、地域の存続に関わる重大問題

である。 

（７）政府は、「社会保障と税の一体改革」の

消費税引き上げ論議に加え、復興構想会議打ち

出した「（復興財源は）基幹税を中心に多角的

な検討」の提言（6/25）を受け、政府は最終的

には期間や規模は削除したものの、5 年間で 10

兆円程度の所得税、法人税の増税の方向を決定

した。 

 震災復興に当たっては、国の責任と自治体・

住民主体の方針を貫くと同時に、不要不急の予

算（原発推進の 4000 億円、政党助成金 320 億

円など）、大企業優遇措置（法人税減税・証券

優遇税制 2兆円）を見直すと同時に、244 兆円

もの巨大な額にのぼっている大企業の内部留

保の活用を求める運動が重要であり、その世論

作りが求められる。 

秋の政局は、菅首相の退陣表明を受け、民主

党内では「大連立」の大合唱となっている。早

期の解散総選挙に追い込む思惑から、自公は静

観の構えだが、消費税増税、構造改革路線では

一致している。 

 反新自由主義、反構造改革路線の大きな戦線

の構築が求められる。 

（８）尖閣諸島問題や北朝鮮による延坪島（ヨ

ンビョンド）砲撃を口実に、昨年 12 月に決定

された「防衛計画の大綱」では、「動的防衛力」

を構築するとして、自衛隊の海外派兵もねらい

ながら、米軍との更なる一体化をめざしている。 
 民主党は、参院の比例区廃止・定数削減とあ

わせて、衆院比例定数の削減をねらっている。

これらは、民意を切り捨てることによって、憲

法の改悪をねらうものにほかならない。 
憲法改悪の動きめぐっては、参議院への憲法

審査会の設置法案が可決された。議員定数削減

は改憲への露払いであり、重要視するする必要

がある。 
「二大政党制」が「政策論争」の活発化では

なしに、政策のすり寄り、少数意見の切捨て、

政治不信の増大を招くことが明らかになりつ

つある。その究極の形態が、「大連立」である。 
憲法改悪を許さないためにも、新しい政治や

経済のあり方をめざす本格的な運動を進める

ためにも、「二大政党制」の本格的な問い直し

の運動が必要になっている。 
（９）国税庁・民間給与実態調査（2009 年）
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によると、日本の労働者の賃金は、1 年間で

23 万円（5.5％）、10 年間で 62 万円（13％）

も下がっている。OECD の調査でも国際競争

が激化した 90 年代後半以降で賃金が伸びてい

ないのは日本の労働者だけとなっている。その

結果、年収 200 万円以下の労働者が 1,099 万

人にも達し、15 歳から 34 歳の青年で自立して

生活できるのは、正規労働者で 51.6％、非正

規労働者では 30.3％にしかすぎず、社会問題

となっている。OECD 諸国の中で、賃金低下

と国内消費の低下の経済停滞が続いているの

は日本だけである。労働者世帯の貯蓄高も大き

く減少し、２人以上世帯の 22.3％に貯蓄がな

いという民間シンクタンクの調査結果も出さ

れている。賃下げ、消費の減少、経済成長の停

滞、さらなる賃下げという悪循環が続く限り、

労働者の暮らしが好転しないことは明らかで

ある。 

 

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    

①尾﨑県政は今年で 4年目を迎える。産業振興

計画、健康長寿県構想、教育振興計画の 3大政

策を掲げたこれまでの実績への評価が、今年末

の知事選挙で問われることになる。 

 高知新聞社が昨年11月から12月に行った県

民世論調査によると尾﨑県政に大いに満足

10.3％、まずまず満足 58.2％と合わせて

68.5％となっている。 

 評価の理由では「全国への情報発信」がトッ

プで 53.6％、2位は「県民との対話、市町村と

の連携強化」で 23.4％、続いて「社会基盤整

備」13.8％、「南海地震対策等」12.9％となっ

ている。一方、「産業振興計画、雇用対策」は

5.5％と低くなっている（2 つまで回答可。以

下同じ） 

 逆に評価できない点では、「産業振興計画、

雇用対策の遅れ」がトップで 40.9％、「教育改

革の遅れ」20.8％となっている。 

県政の優先課題については、「雇用対策」

54.3％、「保健・福祉・医療対策」35.1％、「少

子高齢化対策」19.5％、「過疎・中山間対策」

14.2％、「農林水産業対策」14.1％、「教育改革」

12.0％の順となっている。 

「龍馬ブーム」を背景にした観光の好調さが、

県政への評価を押し上げた可能性を見ておく

必要がある。 

また、産業振興計画、雇用対策に対する厳し

い評価は、現在高知県が置かれている厳しい雇

用、経済情勢を反映していると思われる。 

 また、尾﨑知事は TPP への反対表明をし、中

山間地域での介護事業への県単での上積みな

ど、運動を反映としての積極面も見せている。 

 更に、「復興財源に消費税は反対」「原発依存

から徐々に脱却し、新エネルギーに転換する」

などの発言も行っている。伊方原発問題につい

ては、四国電力に「想定外」への対応を強く求

めている。 

②しかし、教育行政などで、強引な行政手法が目

立つ。 

 １つ、全国学力テストの問題。子どもたちの

学力向上をはかるという名目で、全国調査は抽

出からはずれた学校も「希望参加」の名の下に

10 年度は県内全公立小中学校での「悉皆調査」

が強行された。来年度も全校実施の方向を打ち

出している。 

 ２つ目は、高校入試改革。前期選抜で 80％

（一部高校・学科は 100％）の生徒を募集する

高校入試制度が始まって 2 年目となったが、

20％の生徒が切り捨てられ、さらに後期選抜で

も定員を満たさない学校が多数出るという異

常な事態が続いている。 

 ３つ目は、学校・警察連絡制度である。個人

情報保護制度委員会は、学校から警察への情報

提供に疑問を呈し、この種の委員会では異例と

なる３回の審議を行った。警察から学校への情

報提供については、現行の条例で可能であると

して、制度委員会に諮りさえしなかった。制度

委員会の結論が出ていないにもかかわらず、7

月実施を強行しようとし生徒・保護者に説明さ
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せるなど手続き上も混乱を生じた。 

 ４つ目、日の丸の掲揚問題である。県教委は

県立学校で常時掲揚するようにとの依頼文書

を出した。そのために掲揚台をわざわざ設置し

た学校も出ている。改悪教育基本法によって愛

国心を押しつけようという動きが加速してい

る。 

更に、県市の図書館の合築では、トップ会談

による合意を優先させ、高知市の合併特例債の

期限に間に合わせることを至上命題として、県

民的な議論、県議会での十分な議論と手続きを

抜きに「合築ありき」で進めている。検討委員

会の「中間報告」の段階で、合築のための予算

を上程、通過させたことはその典型である。 

 

２）県内経済の現状                            

①消費、生産動向 

個人消費は、自動車販売が震災による供給制

約、消費マインドの低下から落ち込んでいたが

影響は薄らぎ持ち直している。住宅投資も資材

の供給制約も緩和し持ち直しておる。観光は、

「龍馬伝」の反動、震災による自粛ムードで大

幅に落ち込んでいたが、回復傾向にある。製造

業は、サプライチェーンの障害等の影響で落ち

込んでいたが、復興需要などで持ち直しの動き

が明確になっている。消費者物価は、上昇傾向

にある（日銀高知支店、8月 1日報告）。 

②企業倒産の状況 

高知県内の 10 年の倒産は総額、件数とも前

年度から大幅減のとなった。2011 年上半期も

前年並みで推移し、落ち着いている（東京商工

リサーチ）。 

  2008年 2009 年 2010 年 
2011 年

1-6 

負債総額 19,994 20，362 7,243 3,476 

倒産件数 78 77 50 24 

※負債総額 1,000万円以上。単位百万円 

③雇用情勢 

○有効求人倍率は次の通り。08 年 9 月のリー

マンショック以降急激な落ち込みを示したも

のの徐々に回復基調にある。高知県は急激な落

ち込みはなかったものの厳しい況状が続いて

いたが、全国水準まで到達し、近年にない高い

水準となっている。 

しかし、パートの有効求人倍率 1.01 である

が、正職員の有効求人倍率は 0.25 と極端に低

くなっている。また、職種別でもサービス業で

1 を越えているものの、事務系では 0.18 と依

然ミスマッチが存在する（11年 5 月）。 

23 年  
H19 年  21 年 22 年 

3 月 4 月 

高知県 0.50  0.41 0.54 0.57 0.60 

全  国 1.02  0.45 0.56 0.63 0.61 

失業率 3.8 5.2 5.0 4.6 4.7 

○高校生の就職状況は下表の通り。 

内定率は 91.0％と昨年比で 8.2 ポイント上

回り、ここ 10 年で最高となった。この背景に

は、県内の就職内定率が 86.4％と 10 年で最高

となったことがある。 

また、内定数も H20～H22 年まで前年比で減

少していたが、23 年は増加した。特に県内内

定数は H18年水準に回復した。 

   H8 H20 H22 H23 

県内内定 1,535 539 495 603 

県外内定 689 585 484 444 

 内定数計 2,224 1,124 979 1,047 

県外就職率 31.0 52.0 43.4 42.4 

内定率 85.0 88.0 82.8 91.0 

※高知労働局調べ。各年 3 月末卒業(各年 3 月末現在) 
H20,21 年と県外就職比率が 50％を超えたが、

H22,23 年と県内が 50％を回復し、全体として

県内における就職の開拓等が奏効していると

思われる。 

○雇用調整助成金（中小企業分含む）の受理状

況は下表の通り。 

 H22 年度は、雇用情勢の改善に伴い受理件数

は減少傾向にあったが、東日本大震災の影響で

H23 年の 3 月、4 月、5 月と全国的には急増し

た。高知県内は、数値的には影響は見られない

ものの、引き続き警戒が必要である。 

   H21 年度 H22 年度 23年3-5月 

事業数/県 2,756 2,632 620 

同上全国 940,800 787,455 179,615 

労働者数/県 67,038 50,970 11,502 

同上全国 24,419,395 13,504,457 4,680,167 

※高知労働局調べ。 
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３）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 364.8 1043.8 401.1 277.9 

高知 239.9 539.3 266.9 208.1 

徳島 267.1 727.6 296.4 222.2 

香川 267.3 694.2 294.5 213.3 

愛媛 259.4 681.6 288.9 203.4 

2010 年 6月分賃金  H22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 207.0 164.5 212.2 165.3 201.0 163.4 

高知 193.2 146.4 190.5 150.3 195.4 139.8 

徳島 178.5 153.4 181.9 154.7 174.7 150.8 

香川 188.9 150.8 193.8 151.2 183.2 149.6 

愛媛 189.2 154.8 194.0 161.3 183.7 143.3 

2010年3月卒業生の6月賃金 2010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 143.4 134.0 9.4 18.7 

一般 160.7 148.9 11.8 19.6 

パート 88.5 86.7 1.8 15.9 

全 国 139.0 129.6 9.4 18.1 

一般 157.9 145.9 12.0 19.1 

パート 89.8 87.3 2.5 15.7 

2011 年 5月分 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 23.8 13.5 33.1 18.7 

全 国 27.8 13.5 42.1 28.0 

2011 年 5月分 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。 

４）悪化する県民生活                      
①2009 年度の就学援助率は 22.40％（昨年

21.2％）となっている。高知市は 30.87%

（29.9％）と高率となっている。 

2011 年 3 月現在の高知県の生活保護率は平

均で 26.3、高知市は 36.0、室戸市は 53.6 とな

っており、全国平均の 13.8％と比較して約 2

倍となっている。高知市は 12 月議会に生活保

護世帯の増加に伴う保護費７億７千万円を増

額補正した。 

 国保の滞納など、あらゆる種類の貧困が、生

活の中に広がっていると言える。 

②２０１０年国勢調査によると高知県の人口

は、764,281 人と 5 年前と比較して 32,011 人

の減少で減少率はマイナス 4.02％となってい

る。 

 2010 年農林業センサスによると、農業の経

営体（経営耕地面積 30ａ以上）は 18,990 で 5

年前の 21,617 から 2,627 減（△12.2%）となっ

ています。1 経営体当たりの耕地面積は、

0.98ha で 5年前の 0.89ha から増えました。ま

た、農産物の加工経営は283から417と増えた。 

 農家総数は 29,627 戸（前回比△2,890 戸、

△8.9%、全国△11.2%）、その内自給的農家数は

11,141 戸（ 前回比△308戸、△2.7%）である。 

農業人口は 34,131 人（前回比△6,003 人、

△15.0%、全国△22.3%）となっている。 

林業の経営体（経営耕地面積 30ａ以上）は

4,091 で 5 年前の 6,593 から 2,502 減（△

37.9%）となっている。 

項     目 高知県 全国 

国保料収納率 09 年速報値 90.92% 88.01% 

 同上滞納世帯比率09年速報 13.3% 20.6% 

 短期証発行世帯比率 同上 8.5% 6.1% 

 資格証発行世帯比率 同上 2.5% 1.5% 

国民年金納付率 11 年 4 月分 53.8% 51.3% 

協会健保保険料 11 年 3 月～ 9.55% 9.50% 

後期高齢者医滞納率 10.6.1 1.97% 2.25% 

同上短期証交付率 0.30% 0.11% 

特老待機者数 10 年 12 月（人） 3,047 421,259 

自殺者数 １0 年 (人) 214 31,655 

自殺率 10 年 27.06% 24.62% 

※特養待機者全国 09 年 12 月
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第 1 号議案 

 

Ⅲ．方針（こう闘う）                        
 

 １．運動の基本方向            

 
東日本大震災は、「企業利益優先」「くらしや

命が大切にされない社会」が、いかに震災に対

して脆弱かを浮き彫りにした。 

高知県労連はこの間、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

中心に据えてきた。「憲法闘争の３つの柱」即

ち、「県労連運動の３つの柱」に基づく活動で

ある。 

具体的には、①最低賃金引き上、正規雇用が

当り前の社会の実現＝「ディーセント・ワーク」

の運動と社会保障制度拡充と結びついた「なく

せ貧困運動」（「働くものに憲法を」）、②地域で

の教育、医療、福祉など生活を支える諸制度の

後退を許さず、地域経済活性化などを求める

「住み続けたい・住み続けられる地域運動」（「く

らしに憲法を」）、③在日米軍基地の縮小を求め

自衛隊増強に反対し、平和憲法の遵守を求める

「戦争をしない、させない」運動の３つである。 

 全労連は昨年の第２５回定期大会で「福祉国

家」の実現の方針を提起した。憲法闘争の３つ

の柱を基礎にした「福祉国家」像を具体化し、

国民的な選択を現実のものとする運動化が求

められている。 

 ２００９年９月に政権交代を実現した民主

党が新自由主義的な政党に変質し、東日本大震

災が新たな日本社会のあり方の模索の課題を

提起している現在、「もう一つの日本」の姿を

現実的な選択肢として国民の前に提起するこ

とが全労連運動に求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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）の

確立が必要である。 

 住み続けられる地域作りのためには、災害へ

産業の振興 

住み続けられる地域作り 
生活を支える公的サービスの確保 

３つのセーフティーネット 
①雇用、労働分野、②医療、介護、 

年金分野、③生活分野（生活保護） 
－地域から「貧困」をなくす－ 
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の備えやエネルギーの地域自給の課題が欠か

せない。 

「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。 

 「社会保障と税の一体改革」、ＴＰＰ参加問

題が、震災復興、原発問題この秋の政治の焦点

になる。 

 震災復興を「構造改革の実験場」にさせない

ことを含め、新自由主義、構造改革路線との対

決姿勢を鮮明にし、貧困の可視化、新たなエネ

ルギー政策、生活・社会のあり方、地域力復権

も含め「福祉国家」像を提起して運動を進める。 

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。 

※４方よし（①売り手よし、②買い手よし、③

世間よし、④働き手よし）で行こう！ 

また、労使協議会などで企業のめざす理念、

方向、中長期を見据えた年間計画などについて

協議を深める。 

それらを踏まえ、団体交渉で年間の賃上げは

勿論、中期の賃金構想についても合意を形成す

る。 
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）。 

全労連四国地区協で「生計費実態調査」に取

り組み、現行の最低賃金がいかに生活実態と憲

法２５条からかけ離れているかを明らかにし、
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最低賃金の大幅引き上げ、全国一律最低賃金制

の実現をめざす。 

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全面公開の実現、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。高

知市での入札・契約制度の前進面も生かして公

契約運動の前進をめざす。 

高知市での前進面などを活かし、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。 

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」「正職員が当たり前の社会」の実現を

求める「ディー・セントワーク運動」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
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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。 

運動前進のために非正規労働者の懇談会を

定期的に開催する。 

 

(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) 東日本大震災は、電力を湯水のごとくに使

う「２４時間型社会」の見直しを提起している。 

２４時間型社会は、過重労働、家庭生活への

大きな負担を強いている。エネルギー政策の転

換の運動と結合して、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)職場における安全衛生活動を強化す 

 る 

 

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。 

 

(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 

 

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。 

 

(５)職場における防災活動を推進する 

 

 

職場における災害・防災対策を積極的に進め

る。南海地震発生に対して、「防災計画」を策

定させ、地震、津波から労働者を守り、事業の

継続、早期の事業再開ができるようにする（行

政や経営者団体は事業継続計画ＢＣＰの策定

を進めている）。そのために県労連の防災問題

の対経営者統一要求を活用する。公的職場にお

いては、地域住民の生命財産を守るために、ど

のような役割を果たすべきか、職場討議を行い

当局と合意形成を図る。 

各職場で、防災学習会を実施する。 

 

(６)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。 
 郵政事業では宅配部門の経営の失敗を労

働者に転嫁し、4 万 6 千人の非正規職員のリ

ストラを行おうとしている。これを許さず、

今年度の非正規の正規採用の実施を迫る闘

いを郵産労と共に進める。 
雇用と年金の「すき間」を生じさせないた

め、はたらく権利を前提とした生活できる高

齢者雇用の実現をめざす。 
 障害者、難病者など就労上ハンディーを負

う労働者のはたらく権利を保障する取り組

みを強める。 
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(７)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 

 

 社会保険庁による分限免職の撤回を求める

闘い、ＪＡＬの不当解雇を撤回させる闘いへの

支援を強める。 

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。 
 
 
 

 
 

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)社会保障「名目」の消費税引上げに 

反対する一大運動を展開する 

 

「社会保障と税の一体改革」路線が進める社

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。 

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。 

この運動の結節点として、「なくせ貧困・

税金署名（仮称）」を 2011 年秋から取り組む。 

 そのために「消費税廃止各界連絡会」や「生

活と健康を守る会」（生活保護を中心とした運

動団体）、「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)医療、福祉、介護など社会保障を守る取 

組みを強める 

 

後期高齢者医療制度廃止の取り組みを国保

の県単位化反対、国保料の引き下げ・窓口負担

の軽減（国保法４４条の改善）、資格証、短期

証の発行の中止の運動と結合させて取り組む。 

療養病床の削減反対、特別養護老人ホームの

入所待ち解消、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。 

そのため、「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。 

最低保障年金制度の確立、無年金者・低額

年金者の解消など年金制度の抜本改善運動

を進める。支給開始年齢引き上げや年金給付

削減などの年金改悪を許さない取り組みを

進める。 

保育の新システム導入に反対し、公的保育

を守る運動を進める。 

 

(３) 「地域主権改革」に反対し、ナショナ 

 ルミニマム、地域を守る 

 

「地域主権改革」のもとで進められている

「国の出先機関の原則廃止」は、ナ ショナル

ミニマムに対する国の責任を放棄し、地方自治

体に丸投げするものである。 
東日本大震災が、公務労働の大切さを改めて

浮き彫りにし、震災の救援復旧 では、昨年 12
月に閣議決定された「アクションプラン～出先

機関の原則廃止に向けて～」で名指しされた地

方整備局やハローワークをはじめとした国の

出先機関が重要な役割を果たしている。 
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国民の安心・安全を守るため、国の出先機関

のスリム化や効率化に反対し、その機能や体制

を拡充する取り組みを進める。 

 

(４) 食糧を守る運動などで諸団体と共同 

する 

 

 高知県食健連（食糧と健康、地域を守る高

知県連絡会）への結集を強め、当面する TPP

（環太平洋経済連携協定）参加反対の取り組み

や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。 

「社会保障と税の一体改革」による消費税引

き上げ反対と TPP 参加反対の運動を「地域を守

る２大闘争と位置づけ、幅広い運動を組織する。 

 

(５) 南海地震対策、原発から自然エネル 

 ギーへの転換の運動 

  

東日本大震災の教訓を生かし、近い将来高い

確率で起きるとされる南海地震に備えるため、 

県や市町村行政に対して防災対策の抜本的強

化を求める。 

 また、伊方原発の安全対策を求めると同時に、

原発から自然エネルギーへの転換を求める運

動を進める。 

 そのために国民大運動実行委員会や諸団

体に結集し、行政交渉や四国電力との交渉、

脱原発の世論喚起に努める。 

 脱原発、自然エネルギーへの転換を求める

運動体の結成をすすめる。 
 

 

４．憲法改悪の策動をはね返し、守りいかすたたかい            

 

大震災復興など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。 

(1)改憲手続法施行にともなう国会法改悪な

ど改憲反対の取り組みを行う。 

 衆議院比例定数削減反対の署名を推進し、

民意切り捨ての議会定数削減に反対する取

り組みに結集する。 

(2)「憲法署名」と「核廃絶(新)署名」に取り

組む。  

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)在日米軍基地の再編と自衛隊の機能強化

に反対する取り組みを強める。 

 辺野古沖への米軍基地建設を許さないた

め、「普天間基地無条件撤去を求める連帯行

動」を全国的に取り組む。 

 安保破棄、在日米軍基地撤去を課題にした

集会、学習会を全国連鎖で開催する。 

(4) 宿毛湾の軍港化、県内の自衛隊基地の強化

反対、平和行進、四国大会の成功へ向けた取組

みの一層の発展をめざす。 

(5) 「日の丸・君が代」・「愛国心」教育の押し

付け、侵略戦争の「歴史改ざん」などに対する

監視と是正を求める行動を組織する。 

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。 
(6)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。 
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５．政治の民主的転換をめざすとりくみ                 

 

 一致する要求での共同を広範に追求しつつ、

労働者の生活と権利擁護、社会保障の拡充をめ

ざす政治の実現、構造改革路線からの転換をめ

ざす政治闘争の強化をはかる。 

賃下げからの転換、雇用破壊からの転換、社

会保障改悪からの転換、戦争する国づくりから

の転換の「四つの転換」を掲げ、新保守主義、

構造改革路線の転換をめざす。 

 そのために、政党支持自由を掲げると同時に、

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、他団体と共同し地域政策を

まとめ自治体交渉を積み重ね、自治体の政治を

変える取組みをすすめる。 

 11 月末の県知事選挙、高知市長選挙には、

こういう基本姿勢を貫き、関係諸団体と協議し

て対応する。 

 
 

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）            

 

「雇用問題」と「地域の再生」を正面にす

え運動を進める。消費税引き上げ反対と TPP

参加反対の運動を「地域を守る２大闘争」と位

置づける。 

 地域の民主諸団体に呼び掛け、連携を図る

ことを運動の視点として据えて取り組む。 

 あらゆる形の貧困を地域からなくし、エネ

ルギーも含めた自立した地域作りの運動を

すすめる。 

 

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 

 １１月  高知県知事選挙、高知市長選挙 

１２月  補正  

＜地域課題＞ 

・農林漁業の振興・TPP 参加反対 

・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」「地域を衰退させる

消費税引き上げと TPP に反対しよう」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、民商、新婦人、革新懇などの民主諸

団体や子連、県社保協、高齢者運動実行委員

会、母親運動、消費税廃止各界連などの要求団

体（運動）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（共同の自治体交渉、学習

会、署名行動、あったか村相談会・・・・）。 

消費税、TPP、教育、医療、福祉などの切り

捨てに反対し、「子どもの教育権確保」、「国保

料の値上げ反対」、「公的保育を守れ」「医師・

看護師の確保」、「まともな介護の実現」、「一次

産業の振興」「国の出先機関の統廃合反対」「安

全･安心な町づくり」「災害に強い地域づくり」
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「自然エネルギーへの転換」などの要求をかか

げ、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。 

また、「あったか村」相談会を開催する。 

これらの「地域闘争の砦」として県教組の郡

教組会館を位置づけ、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。 

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。 

 

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

 
組織拡大と組織の強化、運動の改善を一体に

取り組む。 

 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！ 

中長期を含む役員、組織、財政、運動のあり

方を検討するための委員会を設置する。来年 1

月の第 24 回中央委員会に間に合うように中間方

針（案）を打ち出す。第 25 回大会方針（案）に全

面的に反映させる。  

 

①量的目標：早期に１万人組織を回復する。１０年間を目途に１.５万人県労連の建 

設をめざす。 

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

 部と産業や職場をリードできる加盟組織執行部の確立。 

 

 

■量的拡大                                                   

 

 組織強化・運動見直しと結合した組織内で

の拡大と労働相談センターによる未組織の組

織化を２つの柱とする。統一行動の設定を行

い力の集中を図る。 

 

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（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。 

 

＜拡大の方法論－ためしてみよう＞ 

①「理念提示」型の拡大 

メリット論を超えて、こんな職場にした

い！こんなことを一緒にやろうよ！こんなこ

とをやってもらいたい！を真正面から訴える。 

②「３つの近い」の法則による拡大 

３つの近い（ⅰ.年齢が近い、ⅱ.席が近い、

ⅲ.好みが近い）人による組合加入の声掛け運

動を展開する。幹部請負の拡大からの脱却。

最近加入した人が、最も強力な「セールスマ

ン・ウーマン」。自分は何故組合に加入したの

か＝組合の魅力を一番良く知っている。 

③「職場の世話役活動」の復活を図り、気軽

に相談できる頼れる組合活動を目指す。その

一環として全労連共済、産別共済の優位性
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を生かした拡大を行う。 

④拡大の準備は怠りなく（執行部の役割） 

・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）。 

・拡大対象の把握。これまでの働きかけの

状況。 

・分かりやすい組合紹介のリーフ、ちょっ

としたグッズの準備。オリエンテーション

の設定、飾り、お菓子・飲み物の準備。 

・新入職員歓迎、新組合員歓迎の準備（予

算は組合、計画は衆知を集め） 

 

２）労働相談センターを軸に、攻勢的な組織 

  拡大を本格的に展開する 

 

①「問題解決型労働相談から組合作り型労働相

談」の取り組みを確実に進める。 

 相談を単なる相談に終わらせないために、面

談の際には必ずⅰ）労組紹介パンフ、ⅱ）全労

連共済パンフの説明を行う。 

 労組加盟、労組結成が「真の解決」に繋がる

ことを訴える。 

また、「１人から組織へ」を合言葉に、職場の

多数は形成を意識して取り組む。 

②相談の機会を広げるための取り組みを行う。 

相談日の拡大（土日の相談体制）、ジョブカ

フェ前、ハローワーク前宣伝、地域へのビラ配

布などを行う。 

 「あったか村」相談会と結合した地域での相

談活動の実施を引き続いて追求する。 

地域相談所の立ち上げも視野に入れる。 

③戦略的積極的な組織拡大に本格的に着手す

る。毎月の労働相談センターのオルグ団会議で、

計画と到達の報告を行い具体化する。 

④オルグ団会議（争議対策委員会）を軸に県内

争議の支援と調整を行う。 

 

 

 

■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組み

立てる。 

 そのために報告事項は事前掌握し、当面の取

り組みもできるだけ、事前計画（周知）、事前

把握し（参加等）、論議の中心点を組織と運動

の中期的な推進に置く。 

 問題点の把握と対処方針の中期的、長期的な

な論議を行う。 

 

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                        

 これまでの秋、春の講座の実施の成果を踏ま

え、県労連として組合員の初級教育、中堅幹部

教育の体系化を検討する。 

 これまで、経営分析講座、マネージメント講

座など運動課題、組織課題に応える学習講座を

開催してきたが、全体の体系化の中で再検討す

る。 

 組織、財政、運動の検討委員会で検討する。 

 

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。 

 

５）地域組織の再確立と地域での砦の建設     

１１秋闘の中で何らかの会議を開催し、当面
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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。 

昨年に続き、民主団体を巻き込んだ「春闘討

論集会」の開催をめざす。 

 

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。秋の講座の

中で、労組としての宣伝活動のあり方の講

座を開催する。 

 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）全労連共済の活動の強化             

全労連共済の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。 

 

 

１１秋闘の取組みと行動計画－組織拡大強化の１１秋闘へ            

 

 秋には「税と社会保障の一体改革」「TPP 参

加問題」「脱原発・エネルギー政策の転換」な

どが、政治課題の中心となる。 

 国の政治のあり方、国民生活に対する国の責

任を追及すると同時に、地域の主体性に基づく

地域の再生が課題となる。 

これらの課題と職場、地域から「貧困」をな

くす運動、地域を建て直す運動と結合して取り

組む視点が重要である。 

 

 

 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。 

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。 

 全労連が提起する「全労連・全国集会２０１１」（11 月 19 日～21 日）の成功へ向けて、取り組

みを強化する。 

 県労連で組織拡大の統一行動日を設定することを検討する。産別、単組でも独自のもの含めて

統一行動日の設定をめざす。 
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２．秋の学習講座と社保講座  

 

 

１）労組の基礎、機関紙・HP などの宣伝活動強化のための連続講座を実施する 

月 日 時 間 場  所 内     容 講  師 

10/7（金） 18:00～ 高知城ホール２F 労働組合と宣伝活動－何をど

う伝えるのか 

民報：中田氏 

10/14（金） 18:00～ 県教組会議室 ①労働組合と WEB 

②魅力あるブログとは 

民報：中田氏 

徳平氏 

10/28（金） 18:00～ 県教組会議室 ①解雇事件と雇用保険 

②解雇と裁判手続き 

全労働 

高知法律事務所 

10/29（土） 14:00～ 県教組会議室 労働基準法の基礎の基礎 青年部 

 

 参加費   

  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） 

 

２）社保講座 

  ９月の毎週金曜日の午後と夕方を基本に、医療、福祉、保育、生活保護、障害者福祉などの

基礎講座を県社保協が行う。 

  県労連として、幹部用の基礎講座と位置づけて参加に取り組む。 

 

 

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） 

⑤２０１２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。 

 

 

 ４．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。 
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①10 月上中旬までに雇用・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 10 月下旬までに知事交渉を行う。（各団体による部、課との交渉は 9 月～10 月上

旬で行う） 

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２４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） 

 

 ５．２０１２春闘準備 

 

①春闘討論集会     １２月３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６日（金） 高知城ホール４Ｆ 

③第２５回中央委員会  １月２２日（日）に開催する。会場未定 

 

主な会議・集会・行動日程（案）（11 年 9 月～12 年 1 月） 

 

 高知県労連 加盟組織、民主団体等 全労連・集会および行動等 
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20  第 1回執行委員会 

 

 

 

2  女性 9条の会学習会 

 

8   革新懇芸能際・総会 

 

15  宇都宮弁護士学習会 

 

18  県社保協全県キャラバ
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22 伊方原発学習会 
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1   地域医療を守る全国交流会(～2) 

2  第 3回初級教育講座（～3） 

15 第 56 回はたらく女性の中央集会

（～16） 

16 反貧集会 

16 介護で働く仲間の交流集会 

20 いのち守る国民集会 

23 青年大集会 2011 

27 12 年国民春闘共闘委員会 

発足総会 

28 障害者大フォーラム 

29 ﾊﾟ臨連第 11回総会 

30 非正規センター第 4回総会 
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1

1 

 

月 

 

 

 

10  第 2回執行委員会 

 

 

 

24  第 3回執行委員会 

 

 

5  県教育研究集会（～6） 

 

 

17  国民大運動知事交渉 

 

 

 

27  県知事選挙、高知、南

国市長選挙投票日 

 

3 保育大集会（～4） 

11 集年末闘争中央行動 

12  介護なんでも相談会（～13） 

16 秋闘要求実現統一行動日 

19  全労連・全国集会 in浜松(～21) 

24  日本平和大会（～27） 

25 秋の争議総行動 

27 共済初級研修会（～28） 

下旬 高齢者雇用問題交流会 

 

1

2 

 

月 

 

 

1  第 4回執行委員会 

 

3   春闘討論集会 

 

15 第 5回執行委員会 

 

 

 

 

 

24 あったか村・年末相談 

  会（予定） 

 

 

2 １２年国民春闘討論集会 

3  女性部春闘討論集会（～4） 

3  青年部春闘討論集会（～4） 

6 全国一斉労働相談ホットライン 

9  いの健センター第 14回総会 

 

 

１

１ 

年 

１ 

月 

 

5  第 6回執行委員会 

6  宣伝行動・旗開き 

 

 

19 第 7回執行委員会 

 

22 第 26 回中央委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 第 47 回評議員会（～19） 
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第２号議案 

２０１０年度決算報告 
 

会計監査報告 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３号議案 

２０１１年度予算案 
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活動日誌 

月日 行動内容  

2010 

８月 

2 

3 

 

4-6 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

13 

15 

18 

21 

 

26 

27 

 

28-29 

29 

 

 

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、県労委総会（田口） 

選挙管理委員会（岡田、田中、田口） 

こうち生協労組定期大会（田口） 

高知一般定期大会（田口） 

県労連青年部常任幹事会 

県社保協事務局会議（田口、牧、県教組会議室） 

後期高齢者医療制度廃止県民集会（90 人、高知市役所前） 

戦争を語り継ぐつどい（130 人、女子大） 

国民大運動第５回世話人団体会議（田口、牧、県教組会議室） 

「JR 不採用問題」和解成立！高知県報告集会（130 人） 

青年部バーベキュー（26 人、仁淀川） 

最賃申し入れ、第 35 回教育講座（160 人）21 回執行委員会 

全労連四国地区協（田口、牧：高知城ホール） 

田母神講演問題での須崎市申し入れ（八木、田口） 

日本母親大会（畑山他２名：福島） 

保育署名スタート 

 

県労連青年部バーベキュー交流 

 

最賃申し入れ 

2010 

９月 

1 

2 

 

3 

4 

5 

9 

7 

9 

10 

11-12 

12 

13 

 

14-15 

 

15 

 

 

オルグ団会議 

県労働委員会総会（田口）、県労連青年部常任幹事会 

選挙管理委員会（畑山、岡田、田中、田口） 

社保学校① 

教育署名スタート 

第 56 回県母親大会 

高知市ハイヤー協会との懇談（樫原、田口） 

高知運輸支局・タクシーベイ問題で申入れ（樫原、田口） 

協同組合帯屋町筋とタクシーベイ問題で懇談（樫原、田口） 

特殊製鋼所労組定期大会、社保学校② 

全労連女性部第 21 回定期大会（畑山：全労連会館） 

県労連第 23 回定期大会（高知市東部健康福祉センター） 

高知県警察本部・タクシーベイ問題で申入れ（樫原、田口） 

１２・８平和実行委員会（牧） 

組織拡大強化全労連・単産地方組織代表者会議（牧、箱根） 

いの健理事会（田口） 

国民大運動・全国代表者会議（田口） 

 

タクシーベイ問題での話し合い 
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16 

17 

18-19 

19 

21 

22 

23-24 

24 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

あったか村①実行委員会（樫原、田口） 

就学保障教組共闘四国キャラバン（田口：経協、県） 

社保学校③、高知市ハイヤー協会との懇談 2回目（田口） 

全労連青年部定期大会（溝渕、牧：東京） 

中四国革新懇交流集会（田口：米子） 

オルグ団三役会議（樫原、前田、田口） 

オルグ団会議 

自治労連定期大会（～２４日、西山） 

10･8建交労オルグ（田口）  

高知一般土佐農機打ち合わせ（田口） 

自交総連・県観光団交（樫原） 

高知一般土佐農機・労働委員会あっせん（田口） 

後期高齢者集会実行委員会（牧） 

子連事務局会議（田口）、全労連共済代表者会議（牧：東京） 

原水協常任理事会（西山、田口） 

①執行委員会 

 

県労連第 23 回定期大会 

 

 

就学保障教組共闘四国キャラバン 

10 月 

2 

2-3 

4 

5 

 

6 

 

8 

9 

10 

 

 

13 

15 

 

 

18 

 

19 

20 

21 

 

22 

23 

 

24 

 

県革新懇総会（田口、高知城ホール４Ｆ） 

第４回健康で安全に働くための交流集会（伊東） 

建交労県本部定期大会（畑山、福祉交流プラザ） 

建交労労働局交渉（田口、牧）、社保打合せ（田口） 

青年部常任幹事会 

労働相談センター総会（高知城ホール） 

じん肺キャラバン労働局交渉（田口、牧：労働局） 

国鉄闘争勝利報告集会(100 名、高知城ホール２Ｆ) 

いの健高知センター総会（高知城ホール）、県医労連大会（西山） 

郵産労高知支部大会（田口） 

自交総連大会（田口、青年センター） 

高南ハイヤー労組大会（田口、同社） 

社保協事務局会議 

県労連女性部定期大会（田口） 

年金一揆（樫原、7箇所での宣伝、91人） 

後期高齢者医療制度廃止昼休み集会（80 人、高知市役所前） 

雇用問題県交渉（16 人、北庁舎） 

公務労組連絡会総会（高知城ホール） 

社保キャラバン（田口、牧） 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口、牧） 

社保キャラバン（③佐川コース）、自交総連宣伝行動（9人） 

②執行委員会 

社保協キャラバン（④東洋コース、⑤仁淀川コース） 

県高齢者大会（人権啓発センター） 

全労働定期大会（田口、青年センター） 

全労連四国地区協女性部会（高知） 

 

 

 

社保学校（安芸） 

 

 

 

こうち労働相談センター総会 

 

 

 



 35 

25 

26 

27 

 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

31 

社保キャラバン（⑥北川コース、⑦三原コース） 

社保キャラバン（⑧土佐清水コース、⑨大豊コース） 

子連事務局会議（西山）、原水協常任理事会 

社保キャラバン（⑩南国コース、⑪四万十町コース） 

県国公定期大会（西山、カルポート） 

②あったか村実行委員会 

社保キャラバン（⑫いのコース、⑬馬路コース） 

農林支部大会（田口、西部健康福祉センター） 

社保キャラバン（⑭檮原コース） 

青年部・女性部交流会（9人） 

須崎労連定期大会（田口） 

「憲法 9 条とこれからの日本」（270人、ＲＫＣホール） 

土佐清水労連何でも相談会(相談者 5 人、県労連 6 人、地元 5 人) 

 

 

 

雇用問題県交渉 

11月 

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

6-7 

7 

8 

 

8-12 

9 

 

10-12 

11 

14-15 

16 

17 

18 

19 

21 

23 

 

24 

25 

26 

28 

29-30 

 

青年部常任幹事会（９人） 

社保キャラバン（⑮高知県コース） 

オンブズマン打ち合わせ（田口） 

特殊製鋼所労組臨時大会（前田） 

全労連青年部常任幹事会（牧：東京） 

③執行委員会、①広報委員会 

①経営分析講座（22 人） 

医労連署名宣伝（26 人、グリーンロード） 

県教研（250人、安芸） 

全労連四国地区協青年部会（高知） 

高知市特命随契問題対策会議（田口、高知市議会） 

医労連・看護師増員で県交渉 

保育キャラバン 

革新懇・新図書館問題学習会（40 人、県教組会議室） 

オルグ団会議 

全労委総会（田口、東京） 

②経営分析講座（20 人） 

全労連共済初級研修会（新宿） 

③経営分析講座（15 人） 

安芸市あったか村実行委員会（田口、牧、杉村、森岡、山崎） 

国民大運動・副知事交渉、④経営分析講座（20 人） 

ホットライン宣伝行動（8人、グリーンロード） 

四国九条の会交流会（川之江） 

働く女性の交流集会（90人、４Ｆホール） 

非正規交流会（18人、県教組会議室） 

安芸市あったか村実行委員会（牧、建交労農林：山崎） 

④執行委員会 

農業問題学習会（80 人、高知城ホール４Ｆ、県労連、農民連） 

革新懇・芸能祭 

労働相談ホットライン（相談 36 件） 

 

社保キャラバン（高知市） 

 

経営分析講座 

 

国民大運動県交渉 
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30 安芸市あったか村実行委員会（牧） 

12 月 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

6 

8 

11-12 

12 

 

13 

14 

15 

 

16 

17 

 

18 

19 

25 

26 

 

 

建交労高知県本部 2011 年望年会（西山、岡原、田口、国民宿舎

桂浜荘） 

日本平和大会(～５日、畑山) 

法テラス・鎌田弁護士送別会(田口、樫原、前田、高知城ホール

20 人、高知女子大） 

春闘討論集会（40 人、高知城ホール２F）、公契約問題懇談（7人） 

１２・８平和のつどい（13:30～、高新文化ホール） 

青年部常任幹事会（9人） 

１２・８平和を守る母親行動（県労連５人） 

全労連青年部第２７回代表委員会（東京、約 40人） 

須崎市地域労連・年末相談会（相談 18 件、参加者 21人） 

青学連婚活パーティー（男女 15 人:15人） 

安芸市あったか村実行委員会 

あったか村記者発表（田口） 

国民大運動実行委員会世話人団体会議（西山、田口） 

⑤執行委員会、後期高齢者医療制度学習会（170 人、高知女子大） 

全労連・労働委員会民主化闘争委員会総会（田口） 

四国地区協（田口、牧：愛媛） 

労働相談センター宣伝行動（グリーンロード） 

青年部・冬の交流会（クリスマスパーティー、42人） 

社保協全国代表者会議（東京） 

あったか村・年末相談会（相談件数 17 件、グリーンロード） 

安芸市・あったか村・年末相談会（相談件数 8件、忘れな草） 

 

 

 

 

春闘討論集会 

 

 

 

あったか村・年末相談会 

2011 

１月 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

15-16 

17 

18 

 

 

⑥執行委員会 

新春早朝宣伝行動（23人、県庁前） 

旗開き（125人、高知城ホール４Ｆ） 

徳島労連 20 周年 

みんなの郵便局を守る会第 10回総会 

日本共産党高知県委員会旗開き（西山、前田、牧、城西館） 

県国公春闘討論集会（田口、かるぽーと） 

革新懇・JA高知中央会との懇談（田口）、オルグ団会議 

国民春闘代表者会議、ミロク労組第 33 回定期大会（田口）  

県原水協常任理事会（西山）、後期高齢者医療制度廃止集会実行

委員会（牧）、安芸あったか村⑦実行委員会（田口、山崎） 

革新県民連合役員会（西山、田口） 

食健連再建②打合せ会(西山、田口) 

全労連四国地区協オルグ養成講座（45人） 

高南ハイヤー労組・高南労組のタクシーベイ打合せ（田口） 

県教組・教育長交渉 

 

 

 

 

 

県労連新春旗開き 
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19 

 

 

 

20 

20-21 

21 

 

 

 

22 

 

 

24 

 

26 

30 

 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口、牧、県教組会議室）、

あったか村実行委員会（西山、田口、牧、県教組会議室） 

県社保協運営委員会（田口、牧、県教組会議室） 

高知市労連旗開き（樫原、高知会館） 

⑦執行委員会 

全労連評議委員会（牧） 

国民大運動・教育長交渉（牧）、子連事務局会議（西山、田口） 

後期高齢者実行委員会（西山、田口） 

ディーセントワークデー（５人、グリーンロード） 

高知市地域労連再建対策会議（９人、県教組会議室） 

消費税学習会（８０人、ソーレ） 

国労旗開き（岡原、橋詰、高知城ホール２Ｆ） 

自治労連旗開き（田口、高知城ホール２Ｆ） 

共産党と緑心会・県政懇談会（西山、田口、畑山、岡原、高知城

ホール２F） 

米揚陸艦宿毛湾寄航への抗議集会（西山、畑山、牧） 

第２５回中央委員会（東部健康福祉センター） 

 

米揚陸艦宿毛港寄港への抗議集会 

 

オルグ養成講座 

２月 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

7 

8 

9 

 

 

10 

12 

14 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

高知一般・土佐農機裁判（整理手続き） 

全労連四国地区協（西山、田口、筒井：松山） 

⑧執行委員会 

憲法会議 2011年度総会（牧、高知市役所鷹匠別館 2F） 

社保協四国ブロック会議（田口、高知） 

県教組中央委員会（田口、高知市北部健康福祉センター） 

県医労連第 25回中央委員会（田口、リハビリテーション病院） 

県社保協４者打合せ（田口） 

高知一般・駅前観光裁判・貸切（地裁） 

県社保協事務局会議（田口） 

公的保育の実行委員会（牧、自治労連） 

オルグ団会議（前田、樫原、田口、金子） 

嶺北労農大学（労働組合論：田口、土佐町） 

こうち生協労組学習会（田口） 

南国・香美方面キャラバン（西山、前田、杉村、田口、牧、高月） 

中芸・室戸方面キャラバン（西山、杉村、田口、田内） 

高知一般・駅前観光裁判・路線（地裁） 

国民大運動世話人団体会議（田口）、くらしあったか村①実行委

員会（田口）、嶺北方面キャラバン（西山、前田、牧、谷野） 

土佐清水労連学習会（１１人、ヘルパー５人参加） 

幡多方面キャラバン（岡原、樫原） 

ディーセントワークデー（17:30～、グリーンロード） 

食健連再建③打ち合わせ（田口） 

 

 

地域再生キャラバン 

 

 

 

香美労連学習会 
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21 

22 

 

23 

 

24 

25 

26 

27-28 

28 

 

土佐・須崎方面キャラバン（西山、金子、瀧本。午後幡多組合流） 

香美労連学習会（１７人、香美教組） 

全労連単産地方代表者会議（牧：東京） 

ユニオンセミナー①講座・雇用政策(17人) 

国民大運動実行委員会全国総会（牧：東京）、四国労金役員検討

委員会（田口）、須崎労連学習会（２０人、高岡教組） 

南国労連学習会（１５人、南国労金２Ｆ） 

「１日総行動」・県民集会（200人、高知市役所前） 

県教組女性部学習講演会（５０人） 

ビキニデー（畑山）、全労連共催推進会議（牧） 

労働相談センター・専従体制・財政検討委員会 

 

 

ユニオンセミナー 

３月 

2 

3 

4 

5 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

 

11 

 

 

14 

 

16 

 

17 

18 

 

19 

23 

24 

 

25 

26 

28 

 

29 

 

生公連結成準備会 

⑩執行委員会、メーデー前夜祭打合せ、メーデー実行委員会 

労働相談ホットライン（20 件、3人組合加入） 

ユニオンセミナー②講座・雇用シンポ（２１人、高知城ホール２

Ｆ）、保育シンポ（高知女子大池キャンパス） 

子連事務局会議（西山、田口）、青年部常任幹事会（８人）、労働

相談センター宣伝（６人、ひろめ市場） 

四国総行動（１０人：高松）、国際女性デー（ソーレ） 

県社保協事務局会議（田口） 

革新県民連合幹事会（西山、田口）、四国総行動・人事院（高松） 

消費税各界連事務局会議（田口） 

後期高齢者医療制度廃止事務局会議（牧） 

重税反対全国統一行動（県内 6ヶ所、1300人） 

ユニオンセミナー③講座・簿記（９人、高知城ホール２Ｆ） 

食健連の高知大岩佐教授申入れ（田口） 

食健連再建④対策会議（西山、岡原、田口県教組会議室） 

社保協で医療生協申入れ（田口） 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口） 

あったか村②実行委員会（西山、田口） 

⑪執行委員会 

東日本震災救援カンパ活動（グリーンロード） 

子連代表者会議（西山、田口）、青学連（牧） 

ユニオンセミナー④講座・賃金問題（32 人、かるぽーと９Ｆ） 

土佐農機裁判 

オルグ団会議、郵政非正規職員ホットライン（1件） 

郵便局会社高知支店申入れ（田口） 

ユニオンセミナー⑤講座・ＮＰＯ学習会(13人、高知城ホール 2F） 

子連総会・学習会（ソーレ） 

高知一般・森田住宅設備不当労働行為事件（田口） 

労働相談センター②組織財政検討委員会 

香美労連打合せ会議（香美教組） 

 

2・25 県民集会 

 

 

ユニオンセミナー・模擬団交 

 

 

労働相談ホットライン 
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30 

四国労金高知地区役員選考委員会（田口） 

前夜祭実行委員会 

４月 

4 

5 

 

6 

7 

11 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

19 

 

20 

 

21 

23 

25 

 

26 

27 

 

 

28 

29 

 

⑩青年部常任幹事会 

建交労農林支部・四万十監督署労災問題抗議集会（牧） 

県社保協４者打合せ（田口） 

郵産労・雇用継続問題県労委あっせん（田口） 

建交労・雇用問題で県市長会へ要請（田口）、⑫執行委員会 

県社保協事務局会議（田口）、オルグ団会議 

食健連準備会（田口）、メーデー第３回実行委員会 

高知地方最賃審議会（樫原、前田、牧、労働局） 

平和行進実行委員会（18:30～、県教組会議室） 

革新懇代表世話人会議（12:00～、かるぽーと） 

ディーセントワークデー（４人、グリーンロード） 

後期高齢者医療制度廃止昼休み集会（７０人、高知市役所前） 

白衣の行動（３０人、医労連、自治労連、グリーンロード） 

食健連準備会でこうち生協に要請（田口、中岡） 

いの健センター理事会（杉村、田口） 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口、牧） 

あったか村実行委員会（西山、樫原、田口、牧） 

⑫執行委員会、労働委員会総会（田口） 

県教研実行委員会（西山、県教組会議室） 

労働相談センター③検討委員会（前田、樫原、田口） 

消費税宣伝（田口）、消費税廃止各界連（田口） 

高知一般・森田事件③不当労働行為審問（田口、労働委員会） 

子連事務局会議（田口） 

香美労連③交流会（高月、金子：香美教組） 

建交労農林支部労災行政訴訟提起（田口、牧：高知地裁） 

県労連青年部第 11 回常任幹事会（7人） 

メーデー前夜祭（映画上映） 

あったか村相談会（グリーンロード）、女性部学習会（自治労連） 

 

 

 

 

 

あったか村相談会 

 

 

 

 

 

建交労農林支部・抗議集会 

５月 

1 

6 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14-15 

15 

 

第 82 回メーデー高知県中央集会（1,000 人） 

労働委員会総会（田口） 

県労連青年部・最賃体験説明会・生計費シュミレーション（８人） 

県社保協４者打合せ（田口、県労連）、オルグ団会議 

高齢者医療制度廃止実行委事務局会（田口） 

県革新懇常任代表世話人会議（西山、田口） 

県社保協運営委員会（田口、牧） 

⑬執行委員会 

社保協四国事務局長会議（田口：松山） 

全労連女性部交流集会 

県医労連ユニオンセミナー 

 

メーデー 

 

 



 40 

16 

17 

 

18 

 

 

19 

20 

 

21 

 

24 

 

 

25 

26 

27 

28 

31 

労働相談センター地域ビラ配布（５人：潮江地区） 

全労連四国地区協・四国電力申入れ（西山、田口、牧：香川） 

土佐農機裁判（樫原） 

国民大運動世話人団体会議（西山、田口） 

南国労連１９回定期大会（岡原：南国労金２Ｆ） 

県原水協総会（田口、県教組会議室） 

労働委員会総会（田口） 

ディーセントワークデー（４人：グリーンロード） 

高運連総会（ソーレ）、労働委員会総会（田口） 

食健連再建大会（５１人：共済会館） 

高齢者医療制度廃止実行委員会・学習会（田口、高知城ホール） 

消費税宣伝（牧、ひろめ）、消費税廃止各界連（田口） 

革新県民連合代表者会議（西山、田口） 

学警連携問題で県警へ申入れ（西山、田口） 

県労連女性部執行委員会 

⑭執行委員会 

全労連・争議支援行動 

消費税をなくす会再建総会（30人、民商３Ｆ）  

いの健理事会（田口、県労連） 

 

 

 

 

食健連再建大会 

６月 

2 

 

4 

5 

6 

 

8 

9 

10 

 

11 

11-12 

12 

 

14 

15 

16 

17 

 

 18 

 

19 

21 

22 

 

県労連 4 役会議（西山、岡原、前田、樫原、畑山、田口、金子） 

全労連共済代表者会議（牧：東京） 

南国市職労第 54回定期大会、平和行進・高知市網の目行進 

高知市母親大会、青学連・婚活第２弾（男性４人、女性５人） 

県労連青年部第 12 回常任幹事会（３人） 

私学教組土佐女子支部団交（前田、樫原、田口、牧、畑山） 

県社保協事務局会議（田口）、香美労連交流会（18:30、香美教組） 

⑮執行委員会 

女性部・青年部交流会（15 人） 

県教組執行委員会に役員問題で要請（田口） 

国民大運動 2011 年度総会（１５３人、高知城ホール４F） 

四国働くものの交流集会（６人、１２０人愛媛） 

民商県連総会（西山、民商３Ｆ） 

高齢者医療制度学習会(５０人、県立大学) 

革新懇代表世話人会（西山、県教組会議室） 

国民大運動①世話人団体会議（西山、田口） 

国民大運動地震防災問題での県交渉（１３人、危機管理部） 

ディーセントワークデー（３人、グリーンロード） 

労働委員会四国３者会議（田口、高松） 

過労死 110 番（１件：高知生協病院） 

建交労・健康相談会（面談１人、電話相談３人：長浜集会所） 

高知保険医協会総会 

国民大運動・四国電力への申入れ（５人、四電ビル） 

消費税各界連総会（樫原、田口：民商３Ｆ） 

 

 

 

平和行進 

 

 

 

南海地震対策・県交渉 
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23 

24 

 

25 

 

 

26 

28 

 

29 

 

高知一般・森田不当労働行為事件第 1 回審問（田口） 

｢福島原発を考える会｣(120 人、共産党県議団主催) 

消費税問題宣伝行動 

国民大運動･全国の原発運動を学ぶ会(15人、高知城ホール302号) 

県社保協総会(３０人、県立大・永国寺)、高知医療生協総代会、

福 祉 保 育 労 大 会 （ 畑 山 、 高 知 城 ホ ー ル ２ Ｆ ）          

県教組大会（岡原、高知城ホール 4Ｆ） 

全労連幹部セミナー（大津） 

いの健理事会（田口、県労連）、県原水協常任理事会 

自交総連・さくらはイヤー仮処分第 1 回審問 

子連事務局会議（西山、田口） 

労働相談センター地域ビラ配布（旭地区） 

 

 

伊方原発問題・四電交渉 

７月 

2-3 

3 

4 

5 

7 

 

9-10 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

17-18 

20 

 

21-22 

22 

 

23-25 

23 

25 

27 

 

28 

 

29 

30-31 

 

中四国いの健セミナー（６人：山口） 

県母親大会（600 人、高知大） 

最賃デー（局前集会・局交渉・ハンスト・最賃発表会） 

食健連①幹事会（１０人：高知城ホール３Ｆ） 

県社保協①事務局会議（田口、金子）、高知地方最低賃金②審

議会（５人：サンピ高知）、⑰執行委員会（18:00～） 

原水禁四国大会（愛媛県・新浜市） 

「高知白バイ事件」再審請求報告集会（高知城ホール２Ｆ） 

青年部第 13 回常任幹事会（６人）、オルグ団会議（県労連） 

革新懇の原発問題の学習会（120 人、婦人会館） 

民間労組懇談会（四役、ミロク２、宇治電２、特殊１） 

県社保協①事務局会議（田口、金子） 

革新県民連合幹事会（西山、田口、県教組会議室） 

人権共闘県教委交渉（樫原） 

全労連・全国労働委員研修会（田口、東京） 

国民大運動②世話人団体会議（西山、田口） 

スポーツ財団労働審判（樫原、地裁） 

全労連評議委員会（牧：熱海） 

公務労組の地震問題の学習会（高知城ホール３Ｆ） 

保育の大運動の総会 

震災ボランティア（牧） 

食健連宣伝行動（田口、中岡、6 人：ひろめ市場） 

香美労連交流会（高月、香美教育会館） 

子連事務局会議（西山、田口、県教組会議室） 

高知一般・森田不当労働行為事件第２回審問（田口） 

最賃意見陳述（陳述：牧、川内。傍聴：西山、前田、田口、労

働局） 

年金者組合高知県本部定期大会（西山、高知城ホール２Ｆ） 

日本母親大会（高知 450 人、全国 8500 人広島） 

 

 

最賃デー（ハンスト座り込み） 

 

 

TPP 反対・署名宣伝行動 

 

 

最賃審議会・意見陳述 
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８月 

1 

 

 

4 

7-9 

8 

9 

10 

15 

 

17 

 

18 

 

 

「原発ゼロ学習会」（共産党県委員会主催、ＲＫＣホール） 

青年部 14 回常任幹事会 

最賃①専門部会傍聴（西山、樫原、田口、牧） 

県労連⑲執行委員会 

2011 年原水爆禁止世界大会 in 長崎 

オルグ団会議（前田、樫原、岡原、田口、金子） 

革新懇代表世話人会議（田口） 

県社保協事務局会議（田口、金子、県教組会議室） 

8･15 戦争を語りつぐつどい（120 人、人権啓発センター） 

後期高齢者医療制度廃止夕涼み集会（50 人、高知市役所前） 

国民大運動③世話人団体会議（西山、田口、牧：県教組会議室） 

食健連②事務局会議（田口、中岡） 

郵政守る会・県選出国会議員要請（田口） 

県労連⑱執行委員会、革新懇・檮原見学 

 

 

 

 

 

 

原水爆禁止・世界大会 in 長崎 
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高知県労連２０１０年度役員一覧 
役  職 氏  名 出身・推薦組織 備   考 

執行委員長 西山 潤 県教組 県教組委員長 

副執行委員長 樫原 正彦 県労連執行委員会 労働相談センター長 

 〃 畑山 佳代 年金者組合  

 〃 岡原  孝 県国公  

 〃 杉村 浩司 高知自治労連 高知自治労連書記長 

  〃 前田 研 高知一般 高知一般組合長 

書記長 田口 朝光 県労連執行委員会 県労委委員 

書記次長 金子 竜太 県医労連 県医労連書記長 

   〃 牧  耕生 県労連執行委員会 県労連青年部事務局長 

執行委員 藤崎  豊 県教組 県教組副委員長 

 〃 八木 敬三郎 須崎労連 須崎労連事務局長 

 〃 森本 拓也 南国労連  

 〃 伊賀 良成 県国公  

 〃 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 

 〃 小松 茂弘 高教組  

 〃 杉内 茂春 県医労連 県医労連副委員長 

 〃 山崎 圭司 高知一般 高知一般書記長 

 〃 山下 のりとし 福祉保育労組 福祉保育労組高知地本書記長 

 〃 中岡 健太 こうち生協労組 こうち生協労組書記長 

 〃 高月 陽生 高知自治労連 高知自治労連書記次長 

 〃 森岡 晃篤 建交労高知県本部 建交労高知農林支部執行委員 

 〃 筒井 典子 高知自治労連 県労連女性部長 

 〃 溝渕 博生 高知自治労連 県労連青年部長 

会計監査 吉岡 太史 高教組  

  〃 砂田 紳一 私学教組  

  〃 小澤 幸次郎 年金者組合  
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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 ８２２-６８２３ 

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 ８２２-１０１３ 

県国公 781-8560 
高知市大津乙 2536-6 

 職安３F 雇用情報室内         
８55－45０6 ８５５－４50７ 

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 
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県労連 
〒７８０－０８５０ 

高知県高知市丸ノ内２－１－１０ 高知城ホール ３Ｆ 

ＴＥＬ：(088)-872-3406 ＦＡＸ：(088)-822-7969 

 

 


