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　連合高知は 4月29日（10時開催）城西公園で約

700名（19産別、 8 団体）が結集して第93回メー

デー高知県大会をおこなった。一昨年はコロナ禍

により、大会が中止となったが、昨年と今年は開

催したものの、行進は行わず式典のみの開催と

なった。

　開催にあたり挨拶した池澤連合高知会長は、「新

型コロナウイルス感染症は 2年以上が経過した今

も依然として収束には至っていない。コロナ禍は

人々の移動や接触を抑制し、私たちの仕事や暮ら

しをはじめ、社会・経済の全般に亘って多大な影

響をもたらし続けている。労働組合の活動におい

ても、大会や会議体は書面・web形式での開催、

またイベント等については中止・延期の判断を余

儀なくされるなど、大きく影響している。

　そのような中で、本日こうして多くの仲間が同

じ場所に集えたことは貴重な機会であり、“お互い

につながり合うこと”、“顔を見て直接的に言葉を

交わすこと”、“団結・連帯すること”等の大切さ

を再認識し、あらためてこの喜びを皆で分かち合

いたい。今後ともコロナウイルスが共存する中で、

お互いのコミュニケーションをしっかりと取りな

がら創意工夫に努め、私たちの運動を一歩ずつ前

進させていきたいと考えている。」とコロナ禍にお

ける労働運動や情勢について語り、あらためて連

合運動への結集を参加者全体に呼びかけた。

　高知地裁は 4月28日、地域ユニオン組合員 4
名を原告団とする「パワハラ訴訟」について、
原告側が訴えた97件の行為のうち 2件をパワハ
ラと認定し、44 , 000円の支払いを命じた。
　この判決は、「一部をパワハラ行為と認定」し
たものの、全体的には“使用者の優越的地位を
擁護した判決であり、労使関係において労働者
は弱い立場にあるという観点を著しく欠いた極
めて理不尽な判決”だと連合高知および地域ユ
ニオンは受け止める。
　その理由の第 1は、“パワーハラスメントの定
義を紋切り型で当てはめた結果、社会一般の常
識からはかけ離れている”ということである。
　第 2は、原告側（組合員 4名）の訴訟主旨は、
“97件にも及ぶ被告（使用者）らの行為が、そこ
で働く労働者の就業環境を著しく害していた事
実があった。よって、これらについて当然、使
用者には安全配慮義務があったはずではないか。
だから、使用者の安全配慮義務違反を問う”と
いうものであったにもかかわらず、裁判所はそ
の主旨とはかけ離れた判断をおこなった”とい
うことである。
　第 3は、“97件の行為のうち、この訴訟で最大
の案件であるＴ氏の降格処分について、一方的
に使用者側の主張だけを取り入れた不当な判決
である”ということである。
　第 4は、“第三者の証言は一切取り上げず、そ
のうえ、原告Ｔ氏、Ｙ氏の陳述書は基本的に信

用できない”とした一方、使用者側の主張に偏
重して判断したことである。
　このように、本判決は事実認定からして使用
者側の主張に偏った極めて不当なものと受け止
めざるを得ない。まさに、『社会における企業運
営秩序を維持するために、労使の主従関係をはっ
きりさせる目的を持った、結論ありきの判決』
の何ものでもない。
　以上のように、本判決は、原告側にとっては、
一部パワハラ行為が認められてはいるものの、
こちらが求めていた使用者の安全配慮義務違反
やＴ氏に対する降格処分の判断、一連の事実認
定の仕方などからして到底受け入れられる内容
ではないと判断する。
　また、この判決は、社会において訴訟はもと
より個別労働紛争解決制度も利用できずに泣き
寝入りせざるを得ない多くのパワハラ被害を受
ける労働者の一助にもならない不当判決でもあ
る。
　したがって、原告団 4人を筆頭とする地域ユ
ニオンおよび連合高知は、社会からパワハラ・
嫌がらせを根絶することに繋げていくためにも、
この裁判闘争を継続することとし、速やかに高
松高裁へ控訴する。

日本労働組合総連合会
高知県連合会（連合高知）

第93回メーデー高知県中央大会

尊重し、多様性を認め合う社会を
繋がり合う未来を目指して！

　本日、私たちは第93回メーデー中央大
会を開催した。多くの仲間が現地に集う
メーデー開催は 3年ぶりとなる。
　日本のメーデー100年となった2020年
から今日に至るまで、新型コロナウイル
ス感染症により、人と人との接触が制限
されてきた。未だ収束の見通しは立たな
いものの、本日こうして多くの仲間が結
集することができた。働くことの尊厳を
守り、働く者の多様な思いを集結させる
メーデーに際して、「つながること、団
結すること」の重要性を再確認し、この
喜びを皆で分かち合おう。
　近年、激甚化・頻発化する自然災害を
はじめ、私たちの生活に多大な影響を及
ぼし続ける感染症、そして浮き彫りと
なった社会的セーフティネットの脆弱性
や深刻化するさまざまな格差が、今なお
社会に大きな痛みを与えている。

　特にコロナ禍は社会の脆弱さと不条理
を明らかにした。だからこそ私たちは、
自己責任の「自助」ではなく、支え合
い・助け合いの「公助」と「共助」に重
きを置く。その実現のためにも、ジェン
ダー平等はもとより、多様な価値観・背
景を持つさまざまな人たちの社会対話を
さらに進めよう。
　県内では、地場組合において2022春季
生活闘争が本格化している。今季の闘い
は何よりも「コロナ禍で傷んだ雇用と賃
金を回復させる」ことである。そのため
には、賃上げを起点にした経済の自律的
成長をめざしていかなければならない。
　そんな中、連合全体の妥結状況は、現
時点において「賃上げの流れを継続する」
結果になっている。これを受けて連合高
知では、組織の総がかりで未決着中小組
合を支援して賃上げの流れを地域に波及

させようではないか。
　そして、その成果を続く地域別最低賃
金の引上げにつなげ、すべての労働者の
“底上げ、底支え、格差是正”をめざし
ていこう。
　今この時も、私たちの生命・生活、そ
して社会を懸命に支え続けている数多く
の働く仲間がいる。社会を支え続ける仲
間たち、すべての働く仲間の奮闘を互い
に称えつつ、誰一人取り残されることの
ない社会、一人ひとりが尊重される多様
性を認め合う社会をめざし、みんなが輝
く未来を、力をあわせてつくっていこう。
　以上、ここに宣言する。

2022年 4 月29日
第93回メーデー高知県中央大会

第93回メーデー宣言

連合高知 地域ユニオン「パワハラ訴訟」高知地裁判決に対する見解

2022　男女平等月間の取り組み

 
【連合2022年テーマ】

1．連合 ｢ジェンダー平等推進計画｣ フェーズ 1を踏まえた自組織の目標設定・達成に向けて、
計画を立てよう。

2．すべての労働者の働き方を見直し、均等待遇と、仕事と生活を調和できる職場環境を実
現しよう。

3．仕事の世界におけるあらゆるハラスメントと暴力を禁止しよう。
4．一人ひとりが尊重された多様性や包摂性のある社会を実現しよう。
5．政治への関心喚起や組織拡大などにより運動の輪を広げよう。

★女性のための全国一斉集中
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！～

○日　時；2022年 6 月 7 日（火）～ 8日（水）
両日ともに10：00 ～ 19：00

○場　所；連合高知事務所、
西地協事務所

★2022年男女平等参画推進フォーラム
○日　時；2022年 6 月18日（土）

14：00 ～ 16：00
○場　所；こうち男女共同参画センター「ソーレ」

オンライン併用
○講　演；ポストコロナ・サバイバルあなたは

どう生き、どう働く？
○講　師；大沢真知子　日本女子大学名誉教授
○定　員；会　　　場 120名

オンライン 500名（Zoom使用）（事前予約制）

『第93回メーデー』池澤連合高知会長、挨拶の様子
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　集会では「ロシア軍のウクライナ侵攻を糾弾
し、反戦平和と人権、核兵器全廃を求める特別決
議（右記参照）」を参加者全員で確認した。そして
「誰一人取り残されることのない社会、一人ひと
りが尊重される多様性を認め合う社会をめざし、
みんなが輝く未来を、力をあわせてつくっていこ
う」とするメーデー宣言を最後に満場の拍手で採
択し、佐々木徹副会長の
閉会あいさつ後、池澤会
長の団結ガンバローで締
めくくった。

READYFORアクセス用ＱＲコード

https://readyfor.jp/projects/unifan-
Ukuraine

ゆにふぁんマップアクセス用ＱＲコード

https://www.jtuc-rengo.or.jp/unifan/

ロシア軍のウクライナ侵攻を糾弾し、反戦平
和と人権、核兵器全廃を求める特別決議

　ロシアは 2月24日、ウクライナに軍事侵攻し、現在も住
民に対する無差別殺戮と民間施設への攻撃が止んでいな
い。
　このロシアによるウクライナ東部地域の一方的な独立承
認や軍事侵攻などの一連の行為は、ウクライナの領土と主
権を侵害し、「紛争の平和的解決を義務付ける」国連憲章
や国際法に違反するものであることから、私たちはこれを
徹底して糾弾する。
　そして、軍事侵攻という武力による現状変更は、国際的
道義の根幹を揺るがす許されない行為であり、人権侵害の
何ものでもない。よって、私たちはロシアの即時停戦、ウ
クライナ領土からの即時撤退を強く求める。
　加えて、軍事侵攻に際してロシアが核保有を誇示する姿
勢や核兵器の使用を示唆する発言、さらには戦略的核抑止
部隊への「特別警戒」命令など、非人道的な核兵器の使用
はもちろんのこと、核兵器の力を背景とした圧力をかける
こと自体、到底許されるものではない。
　今から77年前、日本の広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、多くの尊い命が奪われた。今なお、後遺症で苦しむ人、
大切な人を失った苦しみを抱える人が多数存在する。一瞬
で、人の命が、日常が、大切なものが奪われる、あのよう
な惨劇を繰り返してはならない。
　また、プーチン大統領の発言は、「再び核兵器による被
爆者をつくるな」と国内外で運動を続けた結果、核兵器禁
止条約の発効までに至ったこれまでの経過を踏みにじるも
のであり、許されるものではない。
　一方、日本国内では、「核共有」の議論を求める声が国
会議員から出されている。この発言は、議論を呼びかける
名目で、国是である“非核三原則”を揺るがそうとする動
きであり、私たちはこれを決して容認しない。
　今、私たちに求められていることは、「ロシア軍の即時
停戦・撤退」と、「反戦平和・核兵器の全廃」に向けて、「い
かなる国であっても他国への侵略は誤りであり、戦争は最
大の人権侵害だという認識を国際社会で共有すること」で
ある。このことが「紛争の武力解決とあらゆる侵略、そし
て、核兵器の使用を抑制する大きな力」になるということ
をお互い確認し合おうではないか。
　私たち連合高知は、核兵器のない、平和で安定した世界
をめざして、万国の労働者と連帯しながら戦争とあらゆる
差別、そして、専制主義に反対する取り組みを続けていく。
　以上、決議する。

2022年 4 月29日
第93回メーデー高知県中央大会

NPO法人こうち食支援ネット/（一社）高知県労働者福祉協議会

　第93回メーデー高知県中央大会ではNPO法
人こうち食支援ネット/（一社）高知県労働
者福祉協議会による【フードドライブ】を実
施した。
　【フードドライブ】とは、各ご家庭や企業
等で使いきれない未使用食材を持ち寄り、
フードバンク団体や地域の福祉施設・団体な
どに寄贈する活動である。
　寄付できる食材は、賞味期限が明記され一
か月以上の期限であるものや、開封していな
い食材であったり、常温保存可能な食材等、
ある一定の制限はあるものの、各ご家庭や企
業の余剰食品を寄付することで気軽にSDGs
に貢献できる活動だ。また、コロナ禍により
様々な社会課題が顕在化し貧困問題が大きく
取り上げられる中、寄付を通じて問題解決に
繋がる取り組みとなる。
　今回の【フードドライブ】は第93回メーデー

中央大会に参加された皆さんのご協力の中、
盛況の中実施された。
　気軽に参加できる【フードドライブ】。日
本人の根底にある「もったいない」精神を、
今こそ助け合いへと繋ぐこの活動を連合高知
として応援していきたい。

フードドライブを実施！
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　集会では「ロシア軍のウクライナ侵攻を糾弾
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議（右記参照）」を参加者全員で確認した。そして
「誰一人取り残されることのない社会、一人ひと
りが尊重される多様性を認め合う社会をめざし、
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ロシア軍のウクライナ侵攻を糾弾し、反戦平
和と人権、核兵器全廃を求める特別決議

　ロシアは 2月24日、ウクライナに軍事侵攻し、現在も住
民に対する無差別殺戮と民間施設への攻撃が止んでいな
い。
　このロシアによるウクライナ東部地域の一方的な独立承
認や軍事侵攻などの一連の行為は、ウクライナの領土と主
権を侵害し、「紛争の平和的解決を義務付ける」国連憲章
や国際法に違反するものであることから、私たちはこれを
徹底して糾弾する。
　そして、軍事侵攻という武力による現状変更は、国際的
道義の根幹を揺るがす許されない行為であり、人権侵害の
何ものでもない。よって、私たちはロシアの即時停戦、ウ
クライナ領土からの即時撤退を強く求める。
　加えて、軍事侵攻に際してロシアが核保有を誇示する姿
勢や核兵器の使用を示唆する発言、さらには戦略的核抑止
部隊への「特別警戒」命令など、非人道的な核兵器の使用
はもちろんのこと、核兵器の力を背景とした圧力をかける
こと自体、到底許されるものではない。
　今から77年前、日本の広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、多くの尊い命が奪われた。今なお、後遺症で苦しむ人、
大切な人を失った苦しみを抱える人が多数存在する。一瞬
で、人の命が、日常が、大切なものが奪われる、あのよう
な惨劇を繰り返してはならない。
　また、プーチン大統領の発言は、「再び核兵器による被
爆者をつくるな」と国内外で運動を続けた結果、核兵器禁
止条約の発効までに至ったこれまでの経過を踏みにじるも
のであり、許されるものではない。
　一方、日本国内では、「核共有」の議論を求める声が国
会議員から出されている。この発言は、議論を呼びかける
名目で、国是である“非核三原則”を揺るがそうとする動
きであり、私たちはこれを決して容認しない。
　今、私たちに求められていることは、「ロシア軍の即時
停戦・撤退」と、「反戦平和・核兵器の全廃」に向けて、「い
かなる国であっても他国への侵略は誤りであり、戦争は最
大の人権侵害だという認識を国際社会で共有すること」で
ある。このことが「紛争の武力解決とあらゆる侵略、そし
て、核兵器の使用を抑制する大きな力」になるということ
をお互い確認し合おうではないか。
　私たち連合高知は、核兵器のない、平和で安定した世界
をめざして、万国の労働者と連帯しながら戦争とあらゆる
差別、そして、専制主義に反対する取り組みを続けていく。
　以上、決議する。

2022年 4 月29日
第93回メーデー高知県中央大会

NPO法人こうち食支援ネット/（一社）高知県労働者福祉協議会

　第93回メーデー高知県中央大会ではNPO法
人こうち食支援ネット/（一社）高知県労働
者福祉協議会による【フードドライブ】を実
施した。
　【フードドライブ】とは、各ご家庭や企業
等で使いきれない未使用食材を持ち寄り、
フードバンク団体や地域の福祉施設・団体な
どに寄贈する活動である。
　寄付できる食材は、賞味期限が明記され一
か月以上の期限であるものや、開封していな
い食材であったり、常温保存可能な食材等、
ある一定の制限はあるものの、各ご家庭や企
業の余剰食品を寄付することで気軽にSDGs
に貢献できる活動だ。また、コロナ禍により
様々な社会課題が顕在化し貧困問題が大きく
取り上げられる中、寄付を通じて問題解決に
繋がる取り組みとなる。
　今回の【フードドライブ】は第93回メーデー

中央大会に参加された皆さんのご協力の中、
盛況の中実施された。
　気軽に参加できる【フードドライブ】。日
本人の根底にある「もったいない」精神を、
今こそ助け合いへと繋ぐこの活動を連合高知
として応援していきたい。

フードドライブを実施！
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　連合高知は 4月29日（10時開催）城西公園で約

700名（19産別、 8 団体）が結集して第93回メー

デー高知県大会をおこなった。一昨年はコロナ禍

により、大会が中止となったが、昨年と今年は開

催したものの、行進は行わず式典のみの開催と

なった。

　開催にあたり挨拶した池澤連合高知会長は、「新

型コロナウイルス感染症は 2年以上が経過した今

も依然として収束には至っていない。コロナ禍は

人々の移動や接触を抑制し、私たちの仕事や暮ら

しをはじめ、社会・経済の全般に亘って多大な影

響をもたらし続けている。労働組合の活動におい

ても、大会や会議体は書面・web形式での開催、

またイベント等については中止・延期の判断を余

儀なくされるなど、大きく影響している。

　そのような中で、本日こうして多くの仲間が同

じ場所に集えたことは貴重な機会であり、“お互い

につながり合うこと”、“顔を見て直接的に言葉を

交わすこと”、“団結・連帯すること”等の大切さ

を再認識し、あらためてこの喜びを皆で分かち合

いたい。今後ともコロナウイルスが共存する中で、

お互いのコミュニケーションをしっかりと取りな

がら創意工夫に努め、私たちの運動を一歩ずつ前

進させていきたいと考えている。」とコロナ禍にお

ける労働運動や情勢について語り、あらためて連

合運動への結集を参加者全体に呼びかけた。

　高知地裁は 4月28日、地域ユニオン組合員 4
名を原告団とする「パワハラ訴訟」について、
原告側が訴えた97件の行為のうち 2件をパワハ
ラと認定し、44 , 000円の支払いを命じた。
　この判決は、「一部をパワハラ行為と認定」し
たものの、全体的には“使用者の優越的地位を
擁護した判決であり、労使関係において労働者
は弱い立場にあるという観点を著しく欠いた極
めて理不尽な判決”だと連合高知および地域ユ
ニオンは受け止める。
　その理由の第 1は、“パワーハラスメントの定
義を紋切り型で当てはめた結果、社会一般の常
識からはかけ離れている”ということである。
　第 2は、原告側（組合員 4名）の訴訟主旨は、
“97件にも及ぶ被告（使用者）らの行為が、そこ
で働く労働者の就業環境を著しく害していた事
実があった。よって、これらについて当然、使
用者には安全配慮義務があったはずではないか。
だから、使用者の安全配慮義務違反を問う”と
いうものであったにもかかわらず、裁判所はそ
の主旨とはかけ離れた判断をおこなった”とい
うことである。
　第 3は、“97件の行為のうち、この訴訟で最大
の案件であるＴ氏の降格処分について、一方的
に使用者側の主張だけを取り入れた不当な判決
である”ということである。
　第 4は、“第三者の証言は一切取り上げず、そ
のうえ、原告Ｔ氏、Ｙ氏の陳述書は基本的に信

用できない”とした一方、使用者側の主張に偏
重して判断したことである。
　このように、本判決は事実認定からして使用
者側の主張に偏った極めて不当なものと受け止
めざるを得ない。まさに、『社会における企業運
営秩序を維持するために、労使の主従関係をはっ
きりさせる目的を持った、結論ありきの判決』
の何ものでもない。
　以上のように、本判決は、原告側にとっては、
一部パワハラ行為が認められてはいるものの、
こちらが求めていた使用者の安全配慮義務違反
やＴ氏に対する降格処分の判断、一連の事実認
定の仕方などからして到底受け入れられる内容
ではないと判断する。
　また、この判決は、社会において訴訟はもと
より個別労働紛争解決制度も利用できずに泣き
寝入りせざるを得ない多くのパワハラ被害を受
ける労働者の一助にもならない不当判決でもあ
る。
　したがって、原告団 4人を筆頭とする地域ユ
ニオンおよび連合高知は、社会からパワハラ・
嫌がらせを根絶することに繋げていくためにも、
この裁判闘争を継続することとし、速やかに高
松高裁へ控訴する。

日本労働組合総連合会
高知県連合会（連合高知）

第93回メーデー高知県中央大会

尊重し、多様性を認め合う社会を
繋がり合う未来を目指して！

　本日、私たちは第93回メーデー中央大
会を開催した。多くの仲間が現地に集う
メーデー開催は 3年ぶりとなる。
　日本のメーデー100年となった2020年
から今日に至るまで、新型コロナウイル
ス感染症により、人と人との接触が制限
されてきた。未だ収束の見通しは立たな
いものの、本日こうして多くの仲間が結
集することができた。働くことの尊厳を
守り、働く者の多様な思いを集結させる
メーデーに際して、「つながること、団
結すること」の重要性を再確認し、この
喜びを皆で分かち合おう。
　近年、激甚化・頻発化する自然災害を
はじめ、私たちの生活に多大な影響を及
ぼし続ける感染症、そして浮き彫りと
なった社会的セーフティネットの脆弱性
や深刻化するさまざまな格差が、今なお
社会に大きな痛みを与えている。

　特にコロナ禍は社会の脆弱さと不条理
を明らかにした。だからこそ私たちは、
自己責任の「自助」ではなく、支え合
い・助け合いの「公助」と「共助」に重
きを置く。その実現のためにも、ジェン
ダー平等はもとより、多様な価値観・背
景を持つさまざまな人たちの社会対話を
さらに進めよう。
　県内では、地場組合において2022春季
生活闘争が本格化している。今季の闘い
は何よりも「コロナ禍で傷んだ雇用と賃
金を回復させる」ことである。そのため
には、賃上げを起点にした経済の自律的
成長をめざしていかなければならない。
　そんな中、連合全体の妥結状況は、現
時点において「賃上げの流れを継続する」
結果になっている。これを受けて連合高
知では、組織の総がかりで未決着中小組
合を支援して賃上げの流れを地域に波及

させようではないか。
　そして、その成果を続く地域別最低賃
金の引上げにつなげ、すべての労働者の
“底上げ、底支え、格差是正”をめざし
ていこう。
　今この時も、私たちの生命・生活、そ
して社会を懸命に支え続けている数多く
の働く仲間がいる。社会を支え続ける仲
間たち、すべての働く仲間の奮闘を互い
に称えつつ、誰一人取り残されることの
ない社会、一人ひとりが尊重される多様
性を認め合う社会をめざし、みんなが輝
く未来を、力をあわせてつくっていこう。
　以上、ここに宣言する。

2022年 4 月29日
第93回メーデー高知県中央大会

第93回メーデー宣言

連合高知 地域ユニオン「パワハラ訴訟」高知地裁判決に対する見解

2022　男女平等月間の取り組み

 
【連合2022年テーマ】

1．連合 ｢ジェンダー平等推進計画｣ フェーズ 1を踏まえた自組織の目標設定・達成に向けて、
計画を立てよう。

2．すべての労働者の働き方を見直し、均等待遇と、仕事と生活を調和できる職場環境を実
現しよう。

3．仕事の世界におけるあらゆるハラスメントと暴力を禁止しよう。
4．一人ひとりが尊重された多様性や包摂性のある社会を実現しよう。
5．政治への関心喚起や組織拡大などにより運動の輪を広げよう。

★女性のための全国一斉集中
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！～

○日　時；2022年 6 月 7 日（火）～ 8日（水）
両日ともに10：00 ～ 19：00

○場　所；連合高知事務所、
西地協事務所

★2022年男女平等参画推進フォーラム
○日　時；2022年 6 月18日（土）

14：00 ～ 16：00
○場　所；こうち男女共同参画センター「ソーレ」

オンライン併用
○講　演；ポストコロナ・サバイバルあなたは

どう生き、どう働く？
○講　師；大沢真知子　日本女子大学名誉教授
○定　員；会　　　場 120名

オンライン 500名（Zoom使用）（事前予約制）

『第93回メーデー』池澤連合高知会長、挨拶の様子


