
連合高知は、現下の経済情勢を鑑み、賃上げや生活困窮者支援に連合全体で取り組

む社会的キャンペーンとして「賃上げ実現・くらし支援 あしたを変える連合緊急ア

クション」を2023春季生活闘争期と絡めて、下記の日程にて実施している。

日程：2022年12月から2023年4月まで
【第1弾】くらし支援の取り組み（12月中）

【第2弾】賃上げ実現に向けた連合内外の機運醸成と成果の社会的波及、政策・

制度実現に向けた取り組み（１月開始～概ね４月までを目途）

【2022年12月23日…県への要請行動】
【2022年12月26日…イオン高知旭町店前街頭行動】

連合高知は12月26日(月)、イオン高知旭店前で“賃上げ実現・

くらし支援 あしたを変える連合緊急アクション”を行った。こ

の街頭行動は、現下のコロナ禍や急激な物価高が国民生活、と

くに生活困窮者の生活を直撃していることから、連合が全国一

斉に取り組みを進めている。

街頭からは、連合高知が12月23日(金)、高知県に対して「生

活困窮者に対する行政の支援策の強化」や「生活困窮者を支援

するＮＰＯ団体などに対する行政支援」を求め

る要請を行ったことや、「現下の物価上昇を

超える賃上げによる生活防衛」などを訴えた。

【2023年2月16日～2月20日
高知県内を
ラッピングカーが巡回！】

本部は1月12日(木)を皮切りに

「連合緊急アクション全国キャラバン」として全国に6台のラッ

ピングカーを出発させた。愛媛に続いて2月16日(木)に高知入り

したラッピングカーは、2月20日までの間、“賃上げの社会的波

及、格差是正、生活困窮者支援の政策・制度要求”を街宣・街

頭行動にて県民の皆さんに訴えながら、高知県内を走りぬけた。

2月16日(木)～17日(金) 東地協(県内東部地域で街宣・街頭行動)

2月18日(土) 連合高知(市内2カ所で街頭行動)

2月19日(日)～20日(月) 西地協(県内西部地区で街宣・街頭行動)

◇2023春季生活闘争「地場組合支援街頭行動」
3月22日（水) 県庁前交差点 7：50～

◇連合高知産別代表者合同会議(第4回執行委員会)
3月29日（水) 高知共済会館 18：00～

◇高知県議会議員選挙（3/31告示、4/9投開票）

◇高知市議会議員選挙（4/16告示、4/23投開票）

◇第94回メーデー高知県中央大会
4月29日（土・祝）城西公園 10：00開催予定

こうち食支援ネットでは、支援に必要な食材等
のご寄付や、ボランティアの参加をお願いしてい
ます。ぜひ、多くの方からのご支援をよろしくお
願いします。
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開催にあたり連合高知池澤会長は、

「コロナ禍が3年にも及ぶ中、物価高騰に

より私たちの暮らしは日々厳しさが増し

ており生活が困難となっていることから、

労働者・生活者は切実な賃上げを求めて

いる。一部の大手企業は賃上げを示唆し

ているが、中小企業は厳しい状況にある。

しかし、人こそが産業・企業、経済・社

会における活力の源であり、労働者への

投資が必要不可欠である。連合高知は、

“すべての労働者の雇用と生活の防衛”

を根底に据えたうえで、“実質賃金の引

き上げ”を基軸に、“底上げ・底支え・

格差是正”、そして“分配構造の転換”

を訴えながら、“働くことを軸とする安

心社会”の実現に向けて、着実な前進を

図っていく。そして、一体感を持って取

り組んでいきたい」と述べた。

また来る、第20回統一地方選挙にふれ

「連合高知は、今回16名の候補者を推薦

している。いずれも重要な闘いであるが、

特に県西部の選挙区では四万十市と土佐

清水市での選挙戦に勝利し、自民党勢力

の独占をなんとしても阻止しなければな

らない。また、女性の推薦候補は1名の

みであり、男女平等参画やジェンダー平

等推進をめざす連合高知としては、女性

議員の輩出も重要である。そして、連合

高知推薦候補16名全員勝利を実現するた

めには、組織内での意思疎通やコミュニ

ケーションを重視し、組合員や家族の投

票を呼びかけることが最重要課題だ。最

後の最後まで継続した取り組みに奮闘い

ただきたい」と訴えた。

連合高知 第67回地方委員会 開催

連合高知は、2 月14日（火）総計46名が参加し2023春季生活闘争の

取り組み方針を主題とする第67回地方委員会を城西館にて開催した。

委員会では、「現下の物価高を鑑みて異例の高水準となる平均19,300

円（定期昇給分を含めた8％）の賃上げ」を求めていくことや、「す

べての労働者の立場にたった働き方の改善」などの具体的な取り組み

方針を満場一致で確認した。

連合高知 池澤研吉会長

連合高知第67回地方委員会「団結ガンバロー」三唱の模様

連合は厚労省の賃金構造基本統計調査（賃金センサス）

における高卒初任給の全国平均などを参考に、「すべて

の労働者の時給1,150円以上、勤続17年相当で1,750円以

上」をめざします。
※時給1,750円以上は、賃金センサスの平均値より算出したもの。

Facebookでも様々な情

報発信をしています！
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「2023春季生活闘争」闘争開始宣言集会

連合高知は、第67回地方委員会終了後、2023春季生活闘

争「闘争開始宣言集会」を18時より高知共済会館で開催し

た。執行部を含めた82名の働く仲間が会場に参加し、冒頭、

市川事務局長から連合高知2023春季生活闘争方針が提起さ

れた。その後、春闘方針提起を受けて「JAM四国高知地区

協議会」「運輸労連高知県協議会」の2産別よりそれぞれ

職場状況や春季生活闘争における取り組みなどが報告され、

「各産別で状況は異なるが、共に地場の底上げ、底支えの

ために頑張ろう！」と決意表明があった。最後に、連合高

知中小共闘センター白木委員長による「団結ガンバロー」

を、参加者全員で三唱し2023春季生活闘争の勝利を誓い合

いあった。

2023春季生活闘争に向けた決意を表明を宣言する産別

写真左：「JAM四国高知地区協議会 西原正雄議長」、写真右：「運輸労連高知県協議会 程岡範人議長」

《月額要求》平均要求額19,300円を基準

《時間額要求》
格差是正に資する「社会横断的な水準」として、

ⅰ．企業内最低賃金協定において最低到達水準1,150円以上
ⅱ．目標水準として勤続17年相当で時給1,750円以上 をめざす。

《企業規模・地域間格差是正に資する社会横断的な賃金水準の設定（格差是正）》
各構成組織は、自組織の方針を踏まえつつ企業規模・地域間格差の是正をはかるため、2022賃金実態調査結果(202

3地域ミニマム運動)に基づいて算出された「最低水準値・上位水準値」(高知県の実態値)も参考にしながら、連合が

設定する「最低到達水準・目標水準」(格差是正に資する社会横断的な水準)への到達をめざす

〈賃上げの概要〉

【連 合】

目標水準
35歳：290,000円

30歳：261,000円

最低到達水準
35歳：266,250円

30歳：243,750円

【連合高知】

□最低水準値

年 齢 18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳

金 額 170,000 172,200 177,700 183,200 192,200 202,200

年差額 1,100 1,100 1,100 1,800 2,000

〈平均要求額19,300円の内訳〉
4,500円(定昇相当分／格差維持分を含む)＋7,200円(賃金改善分3％)＋5,700円
(過年度物価上昇分)＋1,900円(連合全体の平均所定内賃金との要求格差是正分)

□上位水準値

〈18歳 187,100円〉 (参考値：ミニマム第3四分位)

〈20歳 190,200円〉 (参考値：ミニマム第9十分位)

25歳 220,000円

30歳 248,000円

35歳 278,000円

40歳 313,000円

(1歳1年間差5,600円)

(1歳1年間差6,000円)

(1歳1年間差7,000円)

※なお、2023春季生活闘争方針の「Ⅱ．闘いの基本的な考

え方と取り組み内容について」より〈賃上げ概要〉のみ抜

粋しています。詳細については「第67回地方委員会議案書」

P21～P33をお読み取りください。

来賓には、立憲民主党高知県総支部連合

会 武内則男代表、国民民主党高知県総支

部連合会 前田強副代表、社会民主党高知

県連合 久保耕次郎代表 にお越しいただき、

それぞれの立場から第20回統一地方選挙に

向けての決意を述べていただいた。

第 1 号議案「役員の交代（案）」では、

構成組織の役員改選に伴う役員の交代につ

いて決定した。第 2号議案「2023春季生活

闘争方針」では、連合高知における賃金労

働条件改善を中心とした取り組み方針を決

定した。

連合高知は前回の第66回地方委員会にお

いて、2022春季生活闘争の結果を「一部に

厳しい結果が見られるものの、全体的には

“ここ数年の賃上げ傾向を維持した”」と

評価したところである。この、昨年の闘争

結果を踏まえながら、2023春季生活闘争に

おける基本目標を、「賃上げの流れを止め

ない」こと、そして「実質賃金を引き上げ

ると同時に、格差是正をめざすこと」とし

た。

地方委員会の最後には、「連合高知21,0

00人組合員は、“底上げ、底支え、格差是

正”と“すべての労働者の処遇改善”、

“分配構造の転換”、そして第20回統一地

方選挙の勝利をめざして、組織の総力をあ

げて闘っていく！」とするアピール宣言を

採択し、池澤会長の団結ガンバローで締め

くくった。

《会計年度任用職員制度について》

〇会計年度任用職員制度は、非正規職員の

待遇改善を目的とした働き方改革の一環と

して、同一労働同一賃金に向けた取り組み

が進められてきた。この間、県議会を通じ

て賃金労働条件改善のための法改正を進め

てきたが、昨年6月の県議会で提出した意

見書は否決された経過がある。そのような

中、自治労高知県本部は“地域の賃金相場

の形成と底上げで、その流れを人勧へと繋

げるべく全力を挙げる”ことを、2月8日の

臨時大会で確認し取り組みを進めている。

今回の通常国会においても、会計年度任用

職員の勤勉手当支給に道筋をつけることを

視野に入れた法改正が示された。

これらを踏まえ今後も引き続き、連合高

知の側面支援をお願いしたい。

●会計年度任用職員制度の取り組みでは、

まさにこの春季生活闘争から処遇改善が求

められている。“全ての労働者の賃金労働

条件改善”という共通課題を統一して闘っ

ていくこと、皆が力を合わせて取り組むこ

とが春季生活闘争の原則である。官民、連

合、構成組織の壁を越え取り組んでいきた

い。しかしながら、会計年度任用職員制度

について中途半端な法適用であることを踏

まえ、制度の問題を含めて中長期的展望を

持って取り組んでいきたいと考えている。

《芳野連合会長の発言等について》

〇芳野連合会長が、自民党大会に出席する

という報道を受け、これまでの芳野会長の

選挙での一連の対応や発言も含めて、組合

員から懸念の声が上がっている。この件に

ついて、連合高知としての現時点での見解

をお示しいただきたい。

●この間の芳野連合会長の発言等について

は、歴代の会長たちと同様に取り組んでい

るが、発言の一部を切り取られて報道され

てきているところがある。

一方で、本部が開催している地方連合会

事務局長会議等での発言については、批判

的な意見が出ており、発言や見られ方を見

直す必要があると考えている。また、今回

の自民党大会への出席についても、どのよ

うな主旨で出席されるのかを明確に示して

いただかなければならない。そして、もし

出席するのなら「今の格差社会をつくった

のは自公政権で財界だ」ということを明確

にして、毅然とした対応をしてもらいたい。

近々、芳野会長との懇談会が予定されてい

るため、直接確認する考えである。

［議案に関する質疑〇・応答●］

立憲民主党高知県総支部連合会

武内則男代表

国民民主党高知県総支部連合会

前田強副代表

社会民主党高知県連合

久保耕次郎代表

質 疑 ・ 応 答質 疑 ・ 応 答質 疑 ・ 応 答
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連合高知は、現下の経済情勢を鑑み、賃上げや生活困窮者支援に連合全体で取り組

む社会的キャンペーンとして「賃上げ実現・くらし支援 あしたを変える連合緊急ア

クション」を2023春季生活闘争期と絡めて、下記の日程にて実施している。

日程：2022年12月から2023年4月まで
【第1弾】くらし支援の取り組み（12月中）

【第2弾】賃上げ実現に向けた連合内外の機運醸成と成果の社会的波及、政策・

制度実現に向けた取り組み（１月開始～概ね４月までを目途）

【2022年12月23日…県への要請行動】
【2022年12月26日…イオン高知旭町店前街頭行動】

連合高知は12月26日(月)、イオン高知旭店前で“賃上げ実現・

くらし支援 あしたを変える連合緊急アクション”を行った。こ

の街頭行動は、現下のコロナ禍や急激な物価高が国民生活、と

くに生活困窮者の生活を直撃していることから、連合が全国一

斉に取り組みを進めている。

街頭からは、連合高知が12月23日(金)、高知県に対して「生

活困窮者に対する行政の支援策の強化」や「生活困窮者を支援

するＮＰＯ団体などに対する行政支援」を求め

る要請を行ったことや、「現下の物価上昇を

超える賃上げによる生活防衛」などを訴えた。

【2023年2月16日～2月20日
高知県内を
ラッピングカーが巡回！】

本部は1月12日(木)を皮切りに

「連合緊急アクション全国キャラバン」として全国に6台のラッ

ピングカーを出発させた。愛媛に続いて2月16日(木)に高知入り

したラッピングカーは、2月20日までの間、“賃上げの社会的波

及、格差是正、生活困窮者支援の政策・制度要求”を街宣・街

頭行動にて県民の皆さんに訴えながら、高知県内を走りぬけた。

2月16日(木)～17日(金) 東地協(県内東部地域で街宣・街頭行動)

2月18日(土) 連合高知(市内2カ所で街頭行動)

2月19日(日)～20日(月) 西地協(県内西部地区で街宣・街頭行動)

◇2023春季生活闘争「地場組合支援街頭行動」
3月22日（水) 県庁前交差点 7：50～

◇連合高知産別代表者合同会議(第4回執行委員会)
3月29日（水) 高知共済会館 18：00～

◇高知県議会議員選挙（3/31告示、4/9投開票）

◇高知市議会議員選挙（4/16告示、4/23投開票）

◇第94回メーデー高知県中央大会
4月29日（土・祝）城西公園 10：00開催予定

こうち食支援ネットでは、支援に必要な食材等
のご寄付や、ボランティアの参加をお願いしてい
ます。ぜひ、多くの方からのご支援をよろしくお
願いします。

高知市本町4丁目1-32 こうち勤労センター5F

連 合 高 知 (4) 2023.3.15 

開催にあたり連合高知池澤会長は、

「コロナ禍が3年にも及ぶ中、物価高騰に

より私たちの暮らしは日々厳しさが増し

ており生活が困難となっていることから、

労働者・生活者は切実な賃上げを求めて

いる。一部の大手企業は賃上げを示唆し

ているが、中小企業は厳しい状況にある。

しかし、人こそが産業・企業、経済・社

会における活力の源であり、労働者への

投資が必要不可欠である。連合高知は、

“すべての労働者の雇用と生活の防衛”

を根底に据えたうえで、“実質賃金の引

き上げ”を基軸に、“底上げ・底支え・

格差是正”、そして“分配構造の転換”

を訴えながら、“働くことを軸とする安

心社会”の実現に向けて、着実な前進を

図っていく。そして、一体感を持って取

り組んでいきたい」と述べた。

また来る、第20回統一地方選挙にふれ

「連合高知は、今回16名の候補者を推薦

している。いずれも重要な闘いであるが、

特に県西部の選挙区では四万十市と土佐

清水市での選挙戦に勝利し、自民党勢力

の独占をなんとしても阻止しなければな

らない。また、女性の推薦候補は1名の

みであり、男女平等参画やジェンダー平

等推進をめざす連合高知としては、女性

議員の輩出も重要である。そして、連合

高知推薦候補16名全員勝利を実現するた

めには、組織内での意思疎通やコミュニ

ケーションを重視し、組合員や家族の投

票を呼びかけることが最重要課題だ。最

後の最後まで継続した取り組みに奮闘い

ただきたい」と訴えた。

連合高知 第67回地方委員会 開催

連合高知は、2 月14日（火）総計46名が参加し2023春季生活闘争の

取り組み方針を主題とする第67回地方委員会を城西館にて開催した。

委員会では、「現下の物価高を鑑みて異例の高水準となる平均19,300

円（定期昇給分を含めた8％）の賃上げ」を求めていくことや、「す

べての労働者の立場にたった働き方の改善」などの具体的な取り組み

方針を満場一致で確認した。

連合高知 池澤研吉会長

連合高知第67回地方委員会「団結ガンバロー」三唱の模様

連合は厚労省の賃金構造基本統計調査（賃金センサス）

における高卒初任給の全国平均などを参考に、「すべて

の労働者の時給1,150円以上、勤続17年相当で1,750円以

上」をめざします。
※時給1,750円以上は、賃金センサスの平均値より算出したもの。

Facebookでも様々な情

報発信をしています！

是非、ご覧ください。

（ 0 8 8 ）8 2 4 －3 0 0 2FAX
（ 0 8 8 ）8 2 4 －5 1 1 1TEL
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