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　明けましておめでとうご
ざいます。
　今、日本の社会経済は、
人口減少と超少子高齢化の
急速な進行や第 4 次産業
革命といわれる技術革新な
ど大きな構造変化の局面に
入っています。高知県にお

いては人口減少のペースが加速しており、昨年に
はついに70万人を切ることになり、地域の持続可
能性の確保に向けて待ったなしの取り組みが求め
られています。
　このような中、昨年連合は結成30周年を迎え、
新しい連合ビジョン「働くことを軸とする安心社
会―まもる・つなぐ・創り出す」を策定し、果敢
に社会問題に対応していくための新たな一歩を踏
み出したところです。
　連合高知としても、「安心社会とディーセント・
ワークをまもり、創り出す」「男女平等をはじめ
として真の多様性が根付く職場・社会を実現する」

などの目標を構成組織・組合員の皆さんと共有し
ながら、多くの組合員が参加し、多様な市民の皆
さんと協働する運動の構築をめざしていきたいと
考えます。特に、分配構造の転換につながり得る
賃金引き上げに挑む2020春季生活闘争の前進を期
すとともに、経済的困窮・移動の制約等多様で複
合的な課題を抱える方々の生活を支える取り組み
を通じて「誰もがつながり合い支え助け合いなが
ら暮らすことのできる地域共生社会」実現の取り
組みに全力をあげていきます。
　さらに、これらの目標を達成するためには、劣
化の一途をたどる日本の政治を変えていかなけれ
ばなりません。本年中に実施されるであろう解散
総選挙闘争において文字どおり組織の総力をあげ
た闘いを展開し、勝利をめざしていきたいと思い
ます。
　皆様方のこれまで以上の、連合高知の運動に対
するご支援とご協力をお願い申し上げ、新年のご
あいさつとさせていただきます。本年もよろしく
お願い申し上げます。
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新役員です。よろしくお願いします !

退任された役員の方々　お疲れさまでした。
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　11月27日三翠園にて「連合高知第31回定期大会」
を開催し、2020～2021年度の運動方針を決定し新役
員を選出した。
　今大会では、この 1年間を振り返り、2020～2021
年度の 2年間の運動方針を決定した。冒頭、折田会
長は「①自然災害について、平常時からの取り組み
をより深める形で進めていく、②結成30周年を迎え、
2035年の社会を展望した運動と政策の方向性を示す
‘働くことを軸とする安心社会～まもる・つなぐ・
創り出す～’を策定し、歴史や連合運動の歩みに思
いを馳せて新たな一歩を踏み出していく、③選挙闘
争について、安倍一強政治の継続を許すことになり、
国政、地方でも厳しい結果となった。安倍一強政治
に終止符を打つために、来年に実施される解散総選
挙に勝利し高知県で、広田一、武内則男両衆議院議
員の当選を勝ち取らなければならない、④当面の方
針について、2020～2021年度運動方針について、新
しい運動「働くことを軸とする安心社会～まもる・
つなぐ・創り出す～」を実践するために、すべての
組織において運動を参加型に変えていくことを追求
していただくようにお願いしたい」とあいさつした。
　来賓には、連合本部山本副事務局長、先の高知市
長選挙にて 5選を果たした岡﨑市長をはじめ多くの
方々に出席いただき、それぞれの立場からあいさつ
を頂いた。活動報告・財政報告を行った後、議事に
ついて、第 1号議案「2020～2021年度運動方針」、
第 2号議案：2020春季生活闘争について、第 3号議
案：第25回参議院議員選挙闘争総括について、第 4
号議案：2020年度一般・
特別会計予算について、
第 5議案：役員選出につ
いて、第 6号議案：表彰
について提案・質疑討論
を経て、全て提案どおり
に可決・承認した。

＜代議員からの意見・要望など＞
○山崎代議員：自治労
　厚生労働省は 9月26日、全国の公
立病院と赤十字や済生会といった公
的病院などのうち「再編統合の議論
が必要」と位置付けた424の医療機

関を実名で公表した。既にマスコミ報道でも風評被
害が出ており、医師や看護師の動揺、採用する予定
であった人が辞めるとか、あるいは地域から公立病
院がなくなるのではないかという地域住民の不安の
声が出ている状況にある。国が財政論や医療費削減
論あるいは効率性のみを追求した一方的な理論の押
しつけをするようであれば、地域医療の崩壊につな
がる可能性を指摘しておきたい。また、再編に当たっ
ては雇用の問題も想定されることから、働く者の代
表者は何らかの形で入るか意見を申しのべる機会が
あるべきと考える。今後、県などに対して要請など
何らかの対応が必要と考えるが見解を伺いたい。
●執行部
　今後、高齢者が急増していくことを踏まえ、国か
らは医療費の膨張を抑える観点から、医療機関の再
編・統合等を進めていく考えが示されている。どの
ような見直しを進めていくにしても、そこに従事す
る（働く）者の意見、あるいはサービスを受ける住
民の気持ちや目線は絶対に反映されるべきであり、
様々な立場の参加によって、あるべき姿や方向性が
議論・検討されなければならないと考える。
　ご指摘の内容を踏まえ、今後、県に対する政策要
求の提出ならびにその協議・交渉の場においてしっ
かりと要請していくとともに、広田・武内両衆議院
議員をはじめ連携する県議・市町村議員と連携しな
がら、取り組んでいく。

○山崎代議員：自治労
　今年は春の統一自治体選挙に始まり、夏の参議院
選挙、そして11月24日の県知事選挙・高知市長選挙
など政治決戦の一年であった。歴代最長となった安
倍政権は「桜を見る会」にみる税金支出の公私混同、
大学入学共通テストで萩生田文科相の「身の丈」発
言は教育機会の公平性を無視したものであり、安倍
政権の驕りと傲慢さの極みと言える。しかし、世論
調査では依然として40％台の支持を維持している。
主な支持理由は、「前の民主党政権よりいい」とか
「他に人がいないから」であり、安倍政権を熱烈に
支持、あるいは安倍政権によってこの国が変わると
期待しているわけではない。ただ、この「他よりマ
シ」という理由はある意味、対立軸を構築しづらい
側面があり、不十分な結果となった「二大政党制」
を踏まえれば、自公に対抗しうる政党の誕生、ある
いは野党共闘の発展なくして対抗軸は成立しえな

い。そのような中で、夏の参議院選挙、先の知事選
の結果を見ても一定程度、野党共闘が深化し評価で
きるものと受け止めており、次期国政選挙に希望を
繋げるものだと考える。
　一方、野党共闘を進めるうえで、連合として共産
党に対する認識と関係の整理が必要ではないか。当
産別でも連合結成時の組織分裂、現在でも組織競合
があり、また政策面では人権問題に対する認識につ
いて違いがある。
　対自民の一点突破と選挙の積み重ねにより一定関
係性は深まるとはいえ、最終的に政策面での一致が
ないと、特に首長選挙などは戦えるものではない。
今後、国政面でも例えば消費税の扱いをどうするの
か、政党や連合内にも様々な考えがある中で、政党
そして支える立場の連合がグランドデザインを描
き、国政選挙に昇華させる事が必要だと考えるが、
見解を伺いたい。
●執行部
　安倍一強政治が続いている中、高知では 7月の参
院選・11月の知事選において野党共闘の枠組みで共
産党候補者が立った。「一強政治打破」としながらも、
共産党が立てた候補者であっては、連合高知が一枚
岩となって全面的な支援を行なうことは難しかった
状況である。
　巨大与党と対峙していくためには、野党候補を一
本化し、与野党一騎打ちの構図にする必要があり、
その中で、過去に野党が力を結集して自公に対抗し
た成功事例としては、第48回衆院選（2017年10月）
における高知 2区で広田一氏が勝利した戦いであ
る。
　ご指摘のとおり、夏の参院選、先の知事選を通じ
て、野党共闘は深化してきていると感じており、何
よりも野党の力を結集させ連合高知が先頭に立って
その戦いを牽引していくためには、立憲・国民をは
じめとした旧民主党勢力、つまり我々サイドから候
補者を立てなければならない。そういう意味におい
て、次期衆院選における広田・武内の再選に向けて
は、早速に準備にとりかかっていく強い思いを持っ
ている。また、広田・武内にとどまらず、いつ、ど
のような選挙があったとしても我々サイドからしっ
かりと候補者を立てられるよう、日々の活動から意
識しながら、人材の発掘・調整等に汗をかいていき
たい。
　また、「政策の一致」「グランドデザインを描く」
という点については、まさにご指摘のとおりであり、
これは中央での野党間協議、特に立憲民主党と国民
民主党をはじめとする統一会派を中心として連合本
部も含めた中で、早急かつ真摯に議論いただくよう
要請していきたいと考える。
　最後に、繰り返しとなるが、次の目標は「次期衆
院選での広田・武内の再選を果たすこと」であり、
知事選において、「火中の栗を拾いに行った両氏を
なんとしても勝利させなければならない」という強
い思いをあらためて共有しておきたい。

【連合高知第31回定期大会】
「私たちが、未来を変える～安心社会に向けて～」 許すな！パワハラ・不当処分

地域ユニオンから闘争報告と支援要請が！
　11月27日に行われた連合高知第31回定期大会で、地域
ユニオンの市川委員長から税理士法人高知さくら会計に
おけるパワハラ・嫌がらせ、不当処分に関する闘争報告
と支援要請があった。
　この闘争は、就業規則の一方的な変更（特別休暇の廃
止）をめぐって労働相談があったことに端を発している。
地域ユニオンはこの相談者を含む社員４名を組織化する
とともに、使用者に対して「真摯に話し合える場の設定」
を求めてきた。だが、使用者は「就業規則の変更は使用
者の専権事項だ」との主張に終始。そのうえ、相談者の
「降格処分」にまで踏み込んだ。このため地域ユニオンは、
労働委員会に不当処分撤回を求めるあっせんを申請。加
えて、このあっせん申請前後にパワハラ・嫌がらせを執
拗に受けたことから、パワハラ・嫌がらせに関して労働
局に助言申請もおこなってきたというのがこの間の経過
である。
　市川委員長は報告の中で、「私たちは団体交渉と同時
に個別労働関係紛争解決機関も利用して和解をめざした
ところだが、結果的にはすべて解決に至らなかった。挙
句の果てに使用者は“降格は配置転換だ”と事件のすべ
てを否定して居直った。こんなブラックな会社を社会的
に許してはならない」と訴えた。そのうえで「この闘い
は“地域のすべての労働者を守る”という連合高知の社
会的な役割が発揮できるのかどうかが問われる」と闘い
の意義を述べるとともに、組合員に支援を要請した。

地域ユニオン高知さくら会計支部

　12月14日（土）高知市勤労者交流館にて、両委員会の
総会を開催した。開会からあいさつまでを合同で行い、
その後、両委員会に分かれ、女性委員会32名、青年委員
会41名が参加し総会を開会した。
　女性委員会では、 1．ネットワークづくりと問題意識
の共有化、 2．男女平等参画推進、 3．均等・政策・制
度要求の取り組み、 4．連帯活動の取り組みを強化する
ことを全体で確認した。
　青年委員会では、 1．産別の枠を超えた連帯強化を進
める、 2．青年層が共有できる課題を議論し、学習会を
企画・開催する、 3．連合平和、 4．行動を始め連合高
知の取り組みに積極的に参加する、 5．「連合高知第 4
次男女平等参画推進計画」の達成に向けて、男女平等参
画推進委員会、女性委員会と連携し取り組む、 6．職場
の課題と政治の課題を結びつけながら政治学習に取り組
むことを全体で確認した。
　総会終了後、場所を移動して‘レストランＪ’にて「連
合高知クリスマスパーティー」を開催し、幹事以外の組
合員（幼児、小学生）総勢75名の参加があった。各自が
用意したプレゼント交換など終始和やかな雰囲気のなか
で、産別を超えた交流がはかれた。

連合高知女性委員会第29回総会、連合高知青年
委員会2020年総会、クリスマスパーティー

★

★

あいさつする山本副事務局長
クリスマスパーティー
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について提案・質疑討論
を経て、全て提案どおり
に可決・承認した。

＜代議員からの意見・要望など＞
○山崎代議員：自治労
　厚生労働省は 9月26日、全国の公
立病院と赤十字や済生会といった公
的病院などのうち「再編統合の議論
が必要」と位置付けた424の医療機

関を実名で公表した。既にマスコミ報道でも風評被
害が出ており、医師や看護師の動揺、採用する予定
であった人が辞めるとか、あるいは地域から公立病
院がなくなるのではないかという地域住民の不安の
声が出ている状況にある。国が財政論や医療費削減
論あるいは効率性のみを追求した一方的な理論の押
しつけをするようであれば、地域医療の崩壊につな
がる可能性を指摘しておきたい。また、再編に当たっ
ては雇用の問題も想定されることから、働く者の代
表者は何らかの形で入るか意見を申しのべる機会が
あるべきと考える。今後、県などに対して要請など
何らかの対応が必要と考えるが見解を伺いたい。
●執行部
　今後、高齢者が急増していくことを踏まえ、国か
らは医療費の膨張を抑える観点から、医療機関の再
編・統合等を進めていく考えが示されている。どの
ような見直しを進めていくにしても、そこに従事す
る（働く）者の意見、あるいはサービスを受ける住
民の気持ちや目線は絶対に反映されるべきであり、
様々な立場の参加によって、あるべき姿や方向性が
議論・検討されなければならないと考える。
　ご指摘の内容を踏まえ、今後、県に対する政策要
求の提出ならびにその協議・交渉の場においてしっ
かりと要請していくとともに、広田・武内両衆議院
議員をはじめ連携する県議・市町村議員と連携しな
がら、取り組んでいく。

○山崎代議員：自治労
　今年は春の統一自治体選挙に始まり、夏の参議院
選挙、そして11月24日の県知事選挙・高知市長選挙
など政治決戦の一年であった。歴代最長となった安
倍政権は「桜を見る会」にみる税金支出の公私混同、
大学入学共通テストで萩生田文科相の「身の丈」発
言は教育機会の公平性を無視したものであり、安倍
政権の驕りと傲慢さの極みと言える。しかし、世論
調査では依然として40％台の支持を維持している。
主な支持理由は、「前の民主党政権よりいい」とか
「他に人がいないから」であり、安倍政権を熱烈に
支持、あるいは安倍政権によってこの国が変わると
期待しているわけではない。ただ、この「他よりマ
シ」という理由はある意味、対立軸を構築しづらい
側面があり、不十分な結果となった「二大政党制」
を踏まえれば、自公に対抗しうる政党の誕生、ある
いは野党共闘の発展なくして対抗軸は成立しえな

い。そのような中で、夏の参議院選挙、先の知事選
の結果を見ても一定程度、野党共闘が深化し評価で
きるものと受け止めており、次期国政選挙に希望を
繋げるものだと考える。
　一方、野党共闘を進めるうえで、連合として共産
党に対する認識と関係の整理が必要ではないか。当
産別でも連合結成時の組織分裂、現在でも組織競合
があり、また政策面では人権問題に対する認識につ
いて違いがある。
　対自民の一点突破と選挙の積み重ねにより一定関
係性は深まるとはいえ、最終的に政策面での一致が
ないと、特に首長選挙などは戦えるものではない。
今後、国政面でも例えば消費税の扱いをどうするの
か、政党や連合内にも様々な考えがある中で、政党
そして支える立場の連合がグランドデザインを描
き、国政選挙に昇華させる事が必要だと考えるが、
見解を伺いたい。
●執行部
　安倍一強政治が続いている中、高知では 7月の参
院選・11月の知事選において野党共闘の枠組みで共
産党候補者が立った。「一強政治打破」としながらも、
共産党が立てた候補者であっては、連合高知が一枚
岩となって全面的な支援を行なうことは難しかった
状況である。
　巨大与党と対峙していくためには、野党候補を一
本化し、与野党一騎打ちの構図にする必要があり、
その中で、過去に野党が力を結集して自公に対抗し
た成功事例としては、第48回衆院選（2017年10月）
における高知 2区で広田一氏が勝利した戦いであ
る。
　ご指摘のとおり、夏の参院選、先の知事選を通じ
て、野党共闘は深化してきていると感じており、何
よりも野党の力を結集させ連合高知が先頭に立って
その戦いを牽引していくためには、立憲・国民をは
じめとした旧民主党勢力、つまり我々サイドから候
補者を立てなければならない。そういう意味におい
て、次期衆院選における広田・武内の再選に向けて
は、早速に準備にとりかかっていく強い思いを持っ
ている。また、広田・武内にとどまらず、いつ、ど
のような選挙があったとしても我々サイドからしっ
かりと候補者を立てられるよう、日々の活動から意
識しながら、人材の発掘・調整等に汗をかいていき
たい。
　また、「政策の一致」「グランドデザインを描く」
という点については、まさにご指摘のとおりであり、
これは中央での野党間協議、特に立憲民主党と国民
民主党をはじめとする統一会派を中心として連合本
部も含めた中で、早急かつ真摯に議論いただくよう
要請していきたいと考える。
　最後に、繰り返しとなるが、次の目標は「次期衆
院選での広田・武内の再選を果たすこと」であり、
知事選において、「火中の栗を拾いに行った両氏を
なんとしても勝利させなければならない」という強
い思いをあらためて共有しておきたい。

【連合高知第31回定期大会】
「私たちが、未来を変える～安心社会に向けて～」 許すな！パワハラ・不当処分

地域ユニオンから闘争報告と支援要請が！
　11月27日に行われた連合高知第31回定期大会で、地域
ユニオンの市川委員長から税理士法人高知さくら会計に
おけるパワハラ・嫌がらせ、不当処分に関する闘争報告
と支援要請があった。
　この闘争は、就業規則の一方的な変更（特別休暇の廃
止）をめぐって労働相談があったことに端を発している。
地域ユニオンはこの相談者を含む社員４名を組織化する
とともに、使用者に対して「真摯に話し合える場の設定」
を求めてきた。だが、使用者は「就業規則の変更は使用
者の専権事項だ」との主張に終始。そのうえ、相談者の
「降格処分」にまで踏み込んだ。このため地域ユニオンは、
労働委員会に不当処分撤回を求めるあっせんを申請。加
えて、このあっせん申請前後にパワハラ・嫌がらせを執
拗に受けたことから、パワハラ・嫌がらせに関して労働
局に助言申請もおこなってきたというのがこの間の経過
である。
　市川委員長は報告の中で、「私たちは団体交渉と同時
に個別労働関係紛争解決機関も利用して和解をめざした
ところだが、結果的にはすべて解決に至らなかった。挙
句の果てに使用者は“降格は配置転換だ”と事件のすべ
てを否定して居直った。こんなブラックな会社を社会的
に許してはならない」と訴えた。そのうえで「この闘い
は“地域のすべての労働者を守る”という連合高知の社
会的な役割が発揮できるのかどうかが問われる」と闘い
の意義を述べるとともに、組合員に支援を要請した。

地域ユニオン高知さくら会計支部

　12月14日（土）高知市勤労者交流館にて、両委員会の
総会を開催した。開会からあいさつまでを合同で行い、
その後、両委員会に分かれ、女性委員会32名、青年委員
会41名が参加し総会を開会した。
　女性委員会では、 1．ネットワークづくりと問題意識
の共有化、 2．男女平等参画推進、 3．均等・政策・制
度要求の取り組み、 4．連帯活動の取り組みを強化する
ことを全体で確認した。
　青年委員会では、 1．産別の枠を超えた連帯強化を進
める、 2．青年層が共有できる課題を議論し、学習会を
企画・開催する、 3．連合平和、 4．行動を始め連合高
知の取り組みに積極的に参加する、 5．「連合高知第 4
次男女平等参画推進計画」の達成に向けて、男女平等参
画推進委員会、女性委員会と連携し取り組む、 6．職場
の課題と政治の課題を結びつけながら政治学習に取り組
むことを全体で確認した。
　総会終了後、場所を移動して‘レストランＪ’にて「連
合高知クリスマスパーティー」を開催し、幹事以外の組
合員（幼児、小学生）総勢75名の参加があった。各自が
用意したプレゼント交換など終始和やかな雰囲気のなか
で、産別を超えた交流がはかれた。

連合高知女性委員会第29回総会、連合高知青年
委員会2020年総会、クリスマスパーティー

★

★

あいさつする山本副事務局長
クリスマスパーティー
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　明けましておめでとうご
ざいます。
　今、日本の社会経済は、
人口減少と超少子高齢化の
急速な進行や第 4 次産業
革命といわれる技術革新な
ど大きな構造変化の局面に
入っています。高知県にお

いては人口減少のペースが加速しており、昨年に
はついに70万人を切ることになり、地域の持続可
能性の確保に向けて待ったなしの取り組みが求め
られています。
　このような中、昨年連合は結成30周年を迎え、
新しい連合ビジョン「働くことを軸とする安心社
会―まもる・つなぐ・創り出す」を策定し、果敢
に社会問題に対応していくための新たな一歩を踏
み出したところです。
　連合高知としても、「安心社会とディーセント・
ワークをまもり、創り出す」「男女平等をはじめ
として真の多様性が根付く職場・社会を実現する」

などの目標を構成組織・組合員の皆さんと共有し
ながら、多くの組合員が参加し、多様な市民の皆
さんと協働する運動の構築をめざしていきたいと
考えます。特に、分配構造の転換につながり得る
賃金引き上げに挑む2020春季生活闘争の前進を期
すとともに、経済的困窮・移動の制約等多様で複
合的な課題を抱える方々の生活を支える取り組み
を通じて「誰もがつながり合い支え助け合いなが
ら暮らすことのできる地域共生社会」実現の取り
組みに全力をあげていきます。
　さらに、これらの目標を達成するためには、劣
化の一途をたどる日本の政治を変えていかなけれ
ばなりません。本年中に実施されるであろう解散
総選挙闘争において文字どおり組織の総力をあげ
た闘いを展開し、勝利をめざしていきたいと思い
ます。
　皆様方のこれまで以上の、連合高知の運動に対
するご支援とご協力をお願い申し上げ、新年のご
あいさつとさせていただきます。本年もよろしく
お願い申し上げます。

2020年　あけましておめでとうございます 
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新役員です。よろしくお願いします !

退任された役員の方々　お疲れさまでした。


