
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 66回 地方委員会開催 

 

連合高知は、7 月 13 日（水）総

計 49 名が参加し、2022 春季生活

闘争の中間総括を主要議題とす

る第 66 回地方委員会を三翠園で

開催した。 

委員会では「多数の組合が “人

材確保”と“人への投資”をキー

ワードに闘いを進めてきた結果、

一部に厳しい結果がみられるも

のの、全体的には“賃上げの傾向

にある”」などとする中間総括を

満場一致で確認した。 

  

 

  

 開催にあたり主催者を代表し

てあいさつした池澤会長は、

「2022 春季生活闘争は、長引く

コロナ禍や物価高の影響により

各組合において厳しい交渉環境

の中、特に中小組合に健闘が光る

状況であり、全国の傾向と同じく

“賃上げの流れは継続してい

る”」とし、「今後は、この結果と

賃上げの流れを“未解決組合への

支援”“地域別最低賃金の審議”

“地場の賃金相場への波及”など

につなげていかなければならな

い。そして、県内すべての労働者

の暮らしの底上げと地域経済の

構造強化に向けた引き上げを求

め、引き続き取り組んでいきた

い」と述べた。 

また、先の第 26 回参議院選挙

の結果については、「この間、軸

足を置いて取り組んできた比例

代表では、組織内候補 9 名のう

ち 8 名が当選を果たすことがで

きた。しかし、“全員勝利”とい

う目標の達成に至らなかったこ

とは残念である。一方、選挙区で

は、自民党現職候補が終始安定

2022 春季生活闘争 

中間まとめ 
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連合高知 2022 年男女平等参画推進フォーラム 

 連合高知 2022 年男女平等参画

推進フォーラムは、こうち男女共

同参画センター「ソーレ」、高知

県経営者協会と共催で開催した。 

日本女子大学名誉教授 大沢

真知子氏を講師として招き、「ポ

ストコロナ・サバイバル ～あな

たはどう生き、どう働く？～」を

テーマに、コロナ禍で明らかにな

った“経済格差”や“これからの

働き方”、“世界の現状”について

講演頂いた。講師は、「日本にお

いては多くの女性が社会進出し

て働き始めたにも関わらず、意識

や社会制度が遅れている。そうで

あるがゆえに、いまだに女性が犠

牲になっている」と女性の社会的

な実態を明らかにした。そのうえ

で、「制度だけ変わっても意識が

変わらなければ何も変わらない」

など、意識を変えていくことの大

切さを訴えた。 

講演の最後にはポストコロナに

関して、「コロナ禍により“ワーク・

ライフ・バランスの意識変化”が

あり、求められる 

キャリアが変わっ 

てきたことで、 

一般スキル（英 

語力、接客力、コ 

ミュニケーション 

スキル）を身につ 

けるための教育投 

資が必要である。 

そして今後、男性 

も女性も“理想の 

働き方”を求めて 

いくとともに、女 

 

産別を超えた仲間づくりを目的とした《ユースラリー》は、コロナ禍の

影響により 2 年ぶりの開催となります。今年は「モルック交流会」を開催

いたします。皆さんのご参加をお待ちしております。 

      9 月 17 日（土）13時 30分 

     よさこいドーム 高知市大原町 158番地 
      

 

 

 

      

日 時 

場 所 

参加対象 

問合せ先 

連合高知青年・女性委員会

は、戦後 77年を迎える今年、

「原爆写真展」を開催します。 

   

ご家族や友人の皆さんをお

誘いあわせのうえ、多数のご

来館をお待ちしております。 

2022年8 月26 日（金）▶ 8 月31 日（水） 

場 所：高新画廊（高知市本町 3-3-39 高知放送南館 2Ｆ） 
時 間：午前 10時 ～ 午後 6 時【最終日は午後 4 時まで】 
 入場料：無 料 

撮影者／林 重男 

提供／広島平和記念資料館 

連 合 高 知 (4) 2022.8.26 

《講師：日本女子大学名誉教授 大沢真知子氏》 

連合高知 今後の予定 《2022.8～2022.11》 
8 月 23 日(火)  18:30     第 1 回 ボランティアチーム会議 
8 月 26 日(金)～31 日(水)  連合高知「原爆写真展」 
8 月 27 日(土) 10:30 男女平等リーダーセミナー  
9 月 17 日(土) 13:30     連合高知ユースラリー「モルック交流会」 
11 月 18 日(金)  10:00  連合高知第 34 回臨時大会 
11 月 26 日(土)～28 日(月) 連合四国ブロック 平和行動 in 沖縄 
11 月 27 日(日) 11:00 ワークルール検定・秋 

参加費 無 料 

各構成組織組合員、連合高知青年・女性委員会委員 

連合高知事務局  TEL 088(824)5111 

Facebook でも様々な情報

発信をしています！ 

是非、ご覧ください。 

検 索 連合高知 Facebook 

後援：高知新聞社・RKC 高知放送・高知市・高知市教育委員会 

注）新型コロナウイルス感染症の拡大状況によ

り中止や延期の判断をする場合があります。 

《13時受付》 

性の社会進出を確立し“自分の人

生を自分でデザインしていく時

代”【ワーク・ライフ・シナジー

の時代】へ変化していかなければ

ならない」とこれからの課題を提

起して講演を終えた。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

した闘いぶりで再選した。四国

内は与党の独占を許す形、そし

て全国的にも自民党の圧勝と言

わざるを得ないものとなった」

と述べた。連合高知は 3 年後の

国政選挙に向けて、候補者擁立

に向けた取り組み強化を含める

対応については、「連合高知とし

て総括したうえで決める」とし

た。 

 

 

 

 

主要議題の 2022春季生活闘争

の中間総括では、「本年の妥結状

況は昨年に引き続いて“賃上げ

のベクトル”で推移している」

と総論的に総括した。そのうえ

で、現時点の特徴としては、ⅰ．

 

 

製造業はコロナ禍からの復調を

背景とした賃上げ傾向、ⅱ．商

業・サービス業のうち自動車関

連が相対的に高水準の賃上げを

獲得している、ⅲ．規模別では中

小組合が前年比で他の区分と比

較し、相対的に高水準の賃上げ

になっている、とした。また、「県

全体・地場ともに約 7 割の組合

が前年と同額以上、内 5 割が前

年を上回る妥結になっている」

との報告もあった。 

この結果を受けて連合高知

は、「これは、各組合において“底

上げ、底支え、格差是正”と“働

きの価値に見合った賃金水準の

追求”を基本に、“組合員の生活

防衛”と“人への投資”を前面に

出した闘争によるもの」だと評

価した。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題については、「ⅰ．規

模間・地域間格差の是正、ⅱ．賃

金制度の整備、ⅲ．パート・有期・

契約等労働者の処遇改善、ⅳ．県

内すべての労働者の生活防衛・

改善、ⅴ．政策・政治課題の前進」

とした。 

 

地方委員会の最後には、「“働

くことを軸とする安心社会”の

実現をめざすとともに、“コロナ

禍で傷んだ雇用と賃金を回復

し、生活を防衛する”ために総力

を挙げて引き続き行動してい

く」とする委員会アピールを採

択し、すべての日程を終了した。 

今後の課題は… 

  

連 合 高 知 (2) 2022.8.26  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

               

女性が働くうえでの格差や不条理を是正 

するために、労働組合における女性参画を

進めていくことが「男女平等参画」。社会的・文化的につくられた性差に

もとづく偏見や差別を解消し、性的指向・性自認（SOGI）を尊重し、多様

性を認め合うことが「ジェンダー平等」。男女が平等に参画した体制のも

と、法改正を含めて様々な課題に取り組むことが、職場のみならず、社会

におけるジェンダー平等の推進につながる。 

 

連合高知では、「第 4 次男女平等参画推進計画プラス」のもと、様々な

取り組みを行ってきたが、未だ目標達成には至っていない。しかし、今後

も女性の組合参画や課題改善に向けた取り組みを推進しつつ、高知の実

態を踏まえた「ジェンダー平等推進計画」を策定中である。 

 

 

 6月 3日夕刻に 11産別 1地協

24名が参加し、ひろめ市場前に

て、6 月 7 日～8 日に行なう全

国一斉集中労働相談「女性のた

めの労働相談ホットライン～

職場で悩むあなたを応援（サポ

ート）します！」の事前告知行

動を行なった。 

労働相談事前学習会 

 事前告知行動終了後、女性委員

会役員 13 名が参加し、連合高知

市川事務局長を講師に事前学習

会を行った。労働相談の心構えと

流れ、労働法と相談内容への対処

方法、女性の相談内容と対処方法

など細かく説明を頂いた。 

連合高知は 6月 7日～8日、「女性のための

労働相談ホットライン～ 職場で悩むあなた

を応援（サポート）します！」をテーマとし、

電話相談員として連合高知女性委員会役員、

延べ 10人が 2日間対応した。また、6月 7日

にはＦＭラジオ番組への生出演・ＣＭ、新聞

広告などによって県民の皆さんに呼びかけ

もおこなった。 

両日を通じた相談は総数 2件あり、年次有

給休暇取得について、今後制度改正のある社

会保険制度についての相談があった。 

 

2022男女平等月間 

連 合 高 知 2022.8.26 (3) 

 

《FM ラジオ番組生出演の様子》  

 

《事前告知行動 

ポケットティッシュ＆ビラ配布の模様》 

《女性委員会による 

「労働相談事前学習会」の模様》 

連合高知「ジェンダー平等推進計画」策定へ 

女性のための労働相談

ホットライン事前告知行動

《電話相談の様子》 
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いては多くの女性が社会進出し

て働き始めたにも関わらず、意識

や社会制度が遅れている。そうで

あるがゆえに、いまだに女性が犠

牲になっている」と女性の社会的

な実態を明らかにした。そのうえ

で、「制度だけ変わっても意識が

変わらなければ何も変わらない」

など、意識を変えていくことの大

切さを訴えた。 

講演の最後にはポストコロナに

関して、「コロナ禍により“ワーク・

ライフ・バランスの意識変化”が

あり、求められる 

キャリアが変わっ 

てきたことで、 

一般スキル（英 

語力、接客力、コ 

ミュニケーション 

スキル）を身につ 

けるための教育投 

資が必要である。 

そして今後、男性 

も女性も“理想の 

働き方”を求めて 

いくとともに、女 

 

産別を超えた仲間づくりを目的とした《ユースラリー》は、コロナ禍の

影響により 2 年ぶりの開催となります。今年は「モルック交流会」を開催

いたします。皆さんのご参加をお待ちしております。 

      9 月 17 日（土）13時 30分 

     よさこいドーム 高知市大原町 158番地 
      

 

 

 

      

日 時 

場 所 

参加対象 

問合せ先 

連合高知青年・女性委員会

は、戦後 77年を迎える今年、

「原爆写真展」を開催します。 

   

ご家族や友人の皆さんをお

誘いあわせのうえ、多数のご

来館をお待ちしております。 

2022年8 月26 日（金）▶ 8 月31 日（水） 

場 所：高新画廊（高知市本町 3-3-39 高知放送南館 2Ｆ） 
時 間：午前 10時 ～ 午後 6 時【最終日は午後 4 時まで】 
 入場料：無 料 

撮影者／林 重男 

提供／広島平和記念資料館 

連 合 高 知 (4) 2022.8.26 

《講師：日本女子大学名誉教授 大沢真知子氏》 

連合高知 今後の予定 《2022.8～2022.11》 
8 月 23 日(火)  18:30     第 1 回 ボランティアチーム会議 
8 月 26 日(金)～31 日(水)  連合高知「原爆写真展」 
8 月 27 日(土) 10:30 男女平等リーダーセミナー  
9 月 17 日(土) 13:30     連合高知ユースラリー「モルック交流会」 
11 月 18 日(金)  10:00  連合高知第 34 回臨時大会 
11 月 26 日(土)～28 日(月) 連合四国ブロック 平和行動 in 沖縄 
11 月 27 日(日) 11:00 ワークルール検定・秋 

参加費 無 料 

各構成組織組合員、連合高知青年・女性委員会委員 

連合高知事務局  TEL 088(824)5111 

Facebook でも様々な情報

発信をしています！ 

是非、ご覧ください。 

検 索 連合高知 Facebook 

後援：高知新聞社・RKC 高知放送・高知市・高知市教育委員会 

注）新型コロナウイルス感染症の拡大状況によ

り中止や延期の判断をする場合があります。 

《13時受付》 

性の社会進出を確立し“自分の人

生を自分でデザインしていく時

代”【ワーク・ライフ・シナジー

の時代】へ変化していかなければ

ならない」とこれからの課題を提

起して講演を終えた。 


