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ー軍事費を削って、くらしと福祉・教育の充実をー 

国民大運動高知県実行委員会 

２０１０年度総会 

               

日時  ２０１０年４月１０日（土） １４：００～ 

場所  高知女子大学（永国寺） 
南学舎１３７教室 

    
 

国民大運動高知県実行委員会 
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２０１０年度活動方針 

１、活動のまとめ 
 

（１）活動日誌 

２００９年 

【３月】 

１５日（日）  子連０９年度総会 

１９日（木）～２０日（金）  ワールドピースナウ高知県集会 

【４月】 

５日（日）   反貧困キャラバン･シンポジウム（雨宮処凛他） 

１８日（土）  国民大運動０９年度総会 

【５月】 

３日（日）   ５・３憲法集会（県民文化ホール、２６０人） 

１４日（木）  子連・教育長との話し合い 

２０日（水）  第１回世話人団体会議 

２３日（土）  県労連･地域運動交流集会（５０人） 

【６月】 

７日（日）   県商連第４４回定期総会 

１３日（土）  学校統廃合問題を考える大討論会（６０人）、県社保協総会 

１４日（日）  県革新懇総会 

１５日（月）  後期高齢者医療制度の廃止を求める昼休み集会（人権啓発センター、１００人） 

１６日（火）  「海賊対処新法」に反対する緊急昼休み集会（憲法会議主催、６５人） 

１７日（水）  第２回世話人団体会議 

２０日（土）  平和行進・高知市網の目行進 

２１日（日）  県母親大会 

【７月】 

４日（土）～５日（日）  中四国ブロックいの健セミナーin 高知 

１５日（水）  第３回世話人団体会議 

２４日（金）  人権共闘総会 

【８月】 

１２日（水）  第４回世話人団体会議 

１４日（金）  後期高齢者医療制度の廃止を求める昼休み集会（１００人） 

１５日（土）  ８・１５集会（１５０人） 

３０日（日）  衆議院選挙投票日（民主大勝・政権交代） 

【９月】 
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５日（土）   ゆきとどいた教育署名スタート集会（６０人） 

９日（水）   第５回世話人団体会議 

１３日（日）  県労連第２２回定期大会 

１６日（水）  第６回世話人団体会議 

２５日（金）  第７回世話人団体会議 

【１０月】 

５日（月）    米艦船入港反対で県へ申し入れ 

１２日（月）   反貧困集会（グリーン、６００人） 

１５日（木）   後期高齢者医療制度の廃止を求める昼休み集会（１２０人） 

２１日（水）   第８回世話人団体会議 

２４日（土）   県革新懇･芸能大会 

２６日（月）   県社保協・くらしと医療を守る全県キャラバン開始（11/6 まで） 

３０日（金）   県労連結成２０周年レセプション 

【１１月】 

４日（水）   米艦船入港反対で県へ申し入れ 

６日（金）   県社保協・県交渉 

８日（日）   国民大集会（東京代々木公園３．５万人、高知県から１７人） 

１６日（月）  第９回世話人団体会議、副知事交渉 

１９日（木）  県民集会 

２３日（月）  働く女性の交流集会 

２７日（金）  ゆきとどいた教育署名・県議会提出集会 

【１２月】 

５日（土）   １２・８平和の集い（有馬頼底氏）、県労連春闘討論集会 

８日（火）   県母連・「赤紙」配り 

１５日（火）  後期高齢者昼休み集会 

１６日（水）  第１０回世話人団体会議、教育長交渉（県教組） 

１７日（木）  教育長交渉（本体） 

２６日（土）  あったか村･年末相談会 

２０１０年 

【１月】 

１０日（日）   みんなの郵便局を守る会総会 

２０日（水）   第１１回世話人団体会議 

２１日（木）   イージス艦レイクエリー宿毛湾入港問題で県への申し入れ 

２４日（日）   県労連第２４回中央委員会 

２９日（金）   普天間基地の即時返還等高知県民集会（１８０人） 

【２月】 

１日（月）    イージス艦レイクエリー宿毛湾入港抗議集会 

憲法会議２０１０年度総会 
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６日（土）    消費税学習会 

１１日（木）   ２・１１建国記念の日に反対する集会（１５０人、人権啓発センター） 

１３日（土）   高保連３０周年記念レセプション、後期高齢者医療制度学習会 

１５日（月）   子連・教育長キャラバン開始、県労連自治体キャラバン開始 

１７日（水）   第１２回世話人団体会議 

２７日（土）   森林シンポ（共産党高知県委員会主催） 

【３月】 

０８日（月）   国際女性デー集会 

１２日（金）   重税反対統一行動 

１7 日（水）   第１３回世話人団体会議 

２４日（水）   自衛隊「歓迎式典」・抗議集会 

２８日（日）   子連２０１０年度総会 

 

（２）まとめ 

１）国民大運動高知県実行委員会は、昨年４月に開催した総会以後、今年３月までに、１３回の

代表世話人団体会議をひらき、この１年間のとりくみを具体化し実践してきました。 

 
２）１１月１６日に０９年度の対県交渉を行いました。十河清副知事や７名の各課長らが対応し

ました。 
県に提出した 10 項目、100 にのぼる文書要求のうち、今年は４項目（①平和問題、②労働・雇

用問題、③医療・介護問題、④女性の権利問題）に絞り話し合いを持ちました。 
まず、平和の問題では、核持込みの密約疑惑がもたれる中、米艦船の入港を認めるなと迫りま

した。副知事は、政府の非核証明にしがみつく姿勢を示したのに対して、「その信憑性が問われて

いる」、「県民の安全を守る立場からも、非核港宣言を守る立場からも県の判断で拒否すべきだ」

と迫りました。香南市への自衛隊の誘致問題でも副知事は賛成の立場を表明。ただし、反対意見

があることを認め、自治体への周知、住民の理解を得るよう自衛隊に申し入れることを約束しま

した。 
２番目の公契約の問題では、「民－民の契約に介入できない」「最低賃金により適正な賃金の実

現がはかられるものと考える」など、公契約の考え方に後ろ向きの姿勢を示しました。これに対

しては、「民－民の契約の前に公－民の契約がある。公共事業、委託事業の発注者としての責任と

権限がある。公契約でワーキングプワを作らないという行政としての明確な意思表示が必要」「最

賃では年間 1800 時間働いても 100 万円ちょっと。ワーキングプワは解消できない。法令順守と

言えば聞こえは良いが、法違反さえ犯さなければ何をやって良いということにつながる。」「千葉

県の野田市で全国初めて公契約条例が制定された。もっと前向きの姿勢を示すべきだ」と迫りま

した。 
３番目は医療問題。特に新型インフルエンザの流行防止のためにも、資格証の発行をやめ、直

ちに被保険者証を発行するよう迫りました。この問題でも「自治体の窓口に行き、所定の手続き
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をとってほしい」と、危機管理の考えの甘さをさらけ出しました。交渉団からは「滞納している

人にとって自治体は敷居が高い。重症化して死亡する例も出ている。」「社会防衛の観点から無条

件発行すべき」と迫りました。 
最後は、女性の権利問題。妊娠したら解雇という遅れた実態が今でも存在する。啓蒙活動は勿

論だが、事業主への指導徹底も必要と迫りました。 

 

３）教育長との交渉は、教育長が県教組、教員排除の姿勢に固執したため、実施が 12 月にずれ込

みましたが、最終的に 12 月 16 日に県教組が 1 時間 30 分、12 月 17 日に国民大運動本体が 1 時間

45 分、教育長との交渉を行いました。 

 30 人学級の問題では、その有効性について教育長の意見表明はあるものの、その一方で「教員

をただ増やせばよいという訳ではない」という発言もあり、予算や県議会での力関係を乗り越え

て 30 人学級をさらに一歩進めるためには、学力や方法論についての共通認識醸成の努力が求めら

れます。 

 学校図書館の充実については、教育長の前向きな発言がありました。学校統廃合に関しては「少

子化の中での苦渋の選択」という姿勢でした。学校が地域で果たす役割、地域の教育に与える力

などについて認識の一致を探る必要があります。 

 ２段階の交渉方式に関しては、「分断策である」、あるいは「教員中心の運動の弱点が露わに

なった」などの意見が出されました。 

 今年は交渉を実施するという実を取り、「今年限り」「自主的判断」という注文を付け、２段

階方式での交渉を受けました。本来、交渉員を誰にするかはその組織の権限であり、従来も制限

を受けずに話し合いを行ってきた経過があり、教育長の姿勢は組織介入に当たります。 

来年度の交渉に当たっては、原則を貫きつつ要求実現の立場でより良い交渉形態を検討する必

要があります。 

 

４）11 月 19 日には、「なくせ貧困・守ろう暮らしといのち－県民集会」を高知市役所前で開催

し、150 名が参加しました。平和、医療、教育問題で決意表明が行われ、アピールを採択し、中

央公園までデモ行進を行いました。 

 11 月 16 日の国民大集会（東京代々木公園、3.5 万人）に高知県からは民商、医療生協、県労連

などから１７名が参加しました。 

 

５）12 月 26 日 『くらしあったか村・年末相談会』をグリーンロード・帯屋町パラソル下で行

いました。民主団体でつくる同実行委員会の主催で、弁護士や司法書士も参加し、裏方のスタッ

フを含めると約１００名がボランティアで参加しました。 

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ました。 

あったか村では、また、おにぎりや豚汁、おしるこなども振る舞い、困っている方には寄付さ

れた毛布や防寒着なども無料で提供しました。 

開村３時間の間に、訪れた相談者は２４人。血圧測定は６４人にのぼりました。相談の中には、
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いくつもの事情が絡み合っているものも多く、相談員も弁護士と共に数人で対応していく場面も

ありました。寄せられたカンパは 32,900 円（最終 46,100 円）に達しました。 

 実行委員会形式でこのように幅広く結集して相談活動を行ったことは初めてであり、今の貧困

状況を何とかしたいと善意の広がりに確信が持てる取り組みでした。これを 1 回限りの取り組み

に終わらせないことが重要です。 

 

６）加盟の各団体、また民主諸団体でもこの１年間に多彩な活動が展開されました。 

①高知九条の会は 11月 7 日、自衛隊イラク派兵差し止め弁護団の中谷雄二弁護士を講師に結成 5

周年の集いを RKC ホールで開催し、260 名が参加しました。 

12 月 5 日に実行委員会主催で京都仏教会の有馬頼底氏を講師に迎え「12・8 平和の集い」を開

催し、350 人が平和の貴さについて考えました。 

 11 月 4 日、県原水協、県原水禁、憲法会議、県平和センター共同で米海軍フリゲート艦「クロ

メリン」高知港寄港に対する申入れを県に対して行ないました。 

 1月 29日には普天間基地の即時返還、米艦船の宿毛湾への入港反対などで共同の集会を開催し、

180 人が高知市役所前に結集しました。2月１日にはイージス艦レイクエリーの入港に抗議する集

会を現地で開催しました。 

自衛隊はアメリカの世界戦略に沿った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

り出しています。陸上自術隊第 14 旅団第 50 普通科連隊の香南市香我美町への配備に対して、こ

の間、革新懇が中心になり、宣伝や議会請願、自治体養成に取り組んできました。3月 24 日には

移駐「歓迎式典」に抗議する集会を開催し、「県土の軍事化反対」の意思を示しました。 

②県社保協、高運連を中心に 10 月 26 日から 11 月 6日まで「くらしと医療を守る全県キャラバン」

に取り組みました。後期高齢者医療制度の即時廃止、生活保護の手続きの改善、国保証の取上げ

反対、子どもの医療を受ける権利の保障などを強く求めました。 

 後期高齢者医療制度の廃止問題では、実行委員会で、年金からの保険料の天引きにあわせて２

ヶ月に１回、昼休み集会を開催し制度の即時廃止を求めてきました。12 月 15 日の昼休み集会に

は 100 名が集まり、中央公園までパレードを行い、3 年間の先送りではなく、即時廃止を求める

世論を高めていくことを確認しました。2月 13日には学習会を行い、73名が参加しました。 

 また、4月からの保険料引き上げをするなと広域連合への働きかけを行ってきました、 

 10 月 17 日には高知県高齢者大会を開催し、上記制度の即時廃止を求めました。 

 10 月から始まった高知医療生協潮江診療所の無料低額診療事業は格差と貧困の広がる中、経済

的理由で必要な医療が受けられない方への命を救う取り組みとなりました。 

③子どもと教育を守る連絡会は、教育の充実を求める署名に取り組み、11 月 27 日には県議会へ

の署名の提出集会を開催し、各会派への働きかけを行いました。 

 また、2 月 15 日からは教育長キャラバンに取り組み、各教育長と学テ問題、日の丸君が代問題

などで申し入れを行いました。 

 子連の参加団体が中心になり、学校統廃合問題でも討論会を開催し（6 月）、特別支援学校の

問題でも学習会を開催するなど運動を進めてきました。 

④高知自治労連は 10月 27 日から 30 日まで、保育キャラバンに取り組みました。首長らからは国
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の進める保育制度見直しについて、地方の実情に合わないとの意見が出されました。 

  現行保育制度に基づく保育施策の拡充を求める国会請願署名は、2009 年 12 月、参議院で全会

一致で採択。参議院で 20 名（民主 9、共産 7、社民１、自民 2、国民 1）、衆議院で 49 名（民主

35、共産 9、社民 3、公明 1、国民 1）の議員が紹介議員になりました。 

高知県では 2010 年 3月末現在で 6万 4千筆を集約。対人口比で全国１位（6.8%）の集約状況と

なっています。 

⑤民商では、自営中小業者の家族従業者の働き分・人権を認めない所得税法第 56条の廃止を求め

る意見書採択の運動に取り組んでいます。全国に先がけて２００７年に高知県議会で採択された

のをかわきりに、県内過半数(１９)の議会で意見書採択を勝ち取っています。業者婦人の地位向

上の運動の一環としても、婦人部を中心に全自治体議会での意見書採択をめざしています。 

⑥その他にも消費税をなくする運動、住民のための郵便局を守る運動、介護の充実を求める運動、

反貧困キャラバンの活動、公的保育を守る運動、中小業者の営業を守る運動、農林業を守る取り

組みなど多彩な（要求）運動が取り組まれました。 

 それらの運動の連携を確かにし、要求実現、より良い政治をめざす運動に結集させていく働き

が求められています。 

 

 

２、情勢の主な特徴 
 

（１）期待から失望へ－迷走から逆送へ向かう鳩山内閣 

昨年８月末の総選挙では自公政権による構造改革路線に対し厳しい審判が下され、政権交代が実現

しました。 

 しかし、政権発足直後７割近くあった支持率は、今年２月には４割をわずかに超えるところまで急落し、

不支持が支持を始めて上回りました。これは３Ｋ（景気、献金、基地）問題での迷走劇によるものと思われ

ます。 

 景気問題では欧米がようやく回復基調に乗りつつあるのに対して、東アジアへの輸出頼みで内需拡大

による景気拡大に舵が切れないために、デフレスパイラルから抜け出せない状況になっています。  

 「政治とカネ」の問題では、鳩山首相と小沢幹事長という政権中枢の疑惑に加え、北海道教職員組合の

選挙違反疑惑が加わり、国民の政治不信を深くしています。 

 普天間基地問題では基地の「県外、国外移設」の公約を投げ捨て、迷走を続け、名護の陸上案まで出

てくるなど「逆走」状態が、国民の不信をかっています。 

 

（２）国民的要求課題でも迷走を深める－2010 年度予算案にかかわって 

鳩山内閣の来年度予算案の一般会計総額は 92 兆 3 千億円です。 
歳出では、子ども手当の新設や高校授業料の実質無償化、診療報酬の増額、地方交付税の増額、
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農業の戸別所得補償、雇用確保や地域活性化への予備費の新設などの積極面を持つと同時に、子

ども手当と引き替えの扶養控除の廃止や、後期高齢者医療制度、障害者自立支援法の応益負担の

廃止先送り、生活保護の老齢加算の復活見送りなどの重大な問題点を持っています。 
後期高齢者医療制度の廃止先送りとセットで 2013年度から実施するとしている「高齢者医療の

新制度案」（厚労省）は、65 歳以上を国保に原則加入させ別財政で運営するというもので、「姥捨

て医療制度の拡大」と言えるものです。 

さらに、財源の点でも大きな問題点を持っています。日米軍事同盟を維持・強化するため、軍

事費や米軍への思いやり予算には手をつけず、歳入面でも、大企業・大資産家への優遇税制を温

存するなどの問題点を抱えています。この２つを聖域化することによって、財源問題で壁にぶつ

かり消費税の増税議論が浮上しています。 
今国会で焦点となる国民生活にかかわる重要法案も国民の失望を買うものとなっています。労

働者派遣法改正をめぐっては、製造派遣は「原則禁止」としながら「常用労働者」を例外にする。

登録型派遣についても「専門２６業種」は適用除外、さらに実施にむけた猶予期間を 3 年から 5
年に先送りするなど数多くの問題が残されています。 
また、政治主導による国会審議の活性化をめざすとしながら、憲法解釈を担当する内閣法制局

長官の国会答弁を禁止し、そのことによって与党が解釈改憲の拡大をねらっていることです。自

衛隊の海外での戦争協力にも道をひらく点で、平和と民主主義にかかわる問題を持っています。

新たな政権のもとでねらわれている強権的な国家づくりは断じて認められません。 
 

（３）国民の暮らしを切り捨てる「構造改革」路線からの脱却を 

各省が提出した概算要求に対する公開の場での「事業仕分け」は、情報開示の点で国民の注目

も集まりました。 
しかし、もともとは、小泉内閣時代の「行政改革推進法」に明記されたもので、「構造改革」を

すすめる手段として位置づけられてきたものです。現に、地方交付税交付金や診療報酬をはじめ、

保育所運営費負担金、義務教育国庫負担金や科学技術関係の予算が廃止や縮小の対象とされまし

た。このように、新たな手法をほどこしながら、憲法の生存権や教育権にもとづいて国が実施に

責任を持つべき事業までも、廃止や縮減をすすめることは認められません。 
国民に「痛み」をせまる「構造改革」によって切り捨てられてきた社会保障費や地方財政を改

善し、本来あるべき姿へと転換していくたたかいが重要となっています。 
2002 年から始まった社会保障削減路線による総額 1 兆 6 千億円もの社会保障予算削減で「医療

崩壊」の危機に直面しています。 
また、地方財政の「三位一体改革」により地方交付税が 5 兆円削減されたことで、地方財政が

急速に悪化し、住民犠牲と地域の疲弊が深刻さを増しています。 
「官から民へ」として、公務・公共サービスの民営化・民間委託をすすめる大きな流れを変え

ていくたたかいが重要です。 
年金制度をめぐって、社会保険庁が「解体・民営化」され、今年 1 月から新たな特殊法人・日

本年金機構が発足しました。これにともなって 525 人の杜保庁職員の解雇が強行されたことをは
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じめ、年金の専門知識を持つ多くの職員が削減され、新規採用や非常勤職員に入れ替わりました。

このことにより、サービスの低下と年金記録問題の解決が遅れることは必至となっています。 
また、政府の「公立病院改革ガイドライン」などにもとづいて各地ですすむ自治体病院の民営

化や民間委託は、地域住民のいのちと健康を奪い、さらに、「指定管理者制度」や「市場化テスト」

による委託企業間の競争は、職員の賃金切り下げで「官製ワーキングプア」をひろげるばかりか、

公共サービスの質の低下につながっています。 
さらに、道州制をにらみながら、国の出先機関の統廃合を進めようとしています。地方分権一

括法案を提出し、分権の名目で国による保育所などの設置基準を廃止し、基準の引き下げを行お

うとしています。 
このようななか、国民が大切にされる行財政・地方自治のあり方について、ともに考え、議論

を深めていくことが重要となっています。 
 

（４）憲法擁護、平和と民主主義をめぐって 

普天間基地返還をめぐって、1 月の名護市長選挙では、基地建設反対を掲げた稲嶺候補が競り

勝ち、名護市民・沖縄県民の良識を示し、歴史的な勝利となりました。 
しかし、鳩山内閣は、「県外・国外への移設」という政権公約の実行を明確に出来ず、迷走をつ

づけています。 
核兵器廃絶の課題では、昨年 4 月のオバマ大統領のプラハ演説以降、核廃絶の声が世界的に高

まりました。国連でも、昨年 12 月の総会で、核兵器禁止・廃絶条約の早期締結のための交渉開始

を求める決議が採択されました。しかし、アメリカ、ロシアなどの核保有国が決議に反対するな

ど、依然として「核抑止」の立場をとっています。こうしたせめぎ合いのもと、5 月のニューヨ

ークの反核行動を成功させ、NPT 再検討会議に対して、世界の反核・平和の声を集中していくこ

とが重要となっています。 
憲法をめぐっては、国会法改悪によって解釈改憲の拡大がねらわれるなど、憲法 9 条への攻撃

に注視が必要です。 
「九条の会」は、全国で 7 千 444（2 月時点）に達し、さらに増え続けています。草の根から

の運動のひろがりが、改憲勢力の動きを押しとどめていることに確信を持つ必要があります。 
今年 5 月からは、「国民投票法」が施行されます。「海外で戦争をする国」にしようとするあら

ゆる攻撃に強く反対し、憲法擁護の共同を発展させていくことが求められています。 
日米安保条約改定署名から 50周年を迎えた 1月 19日の日米共同声明では、「日本の安全とアジ

ア太平洋地域の平和と安定の維持に不可欠な役割を果たす」と表明しました。「日米同盟は地域安

定の礎石」と宣言し、米軍と自衛隊の協力推進など、同盟を「深化」させていく考えを示してい

ます。 

米軍のアフガニスタン増派など世界的な戦争の危機は依然として強まっています。いまこそ、

国民大運動実行委員会が掲げてきた「軍事費を削って～」の要求と結びつけて、憲法と平和、民

主主義を守る運動での奮闘が求められます。 
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（５）地方分権の動きと運動の方向 

平成の大合併により99年3月末に全国で3,232あった市町村は今年3月には1,760になります。

県内では 53市町村が 34 市町村になりました。 

地方制度調査会は、市町村合併の収束宣言を行うと同時に、小規模自治体（1 万人未満）につ

いては、「広域連携」や「都道府県による事務補完」の方向を打ち出しています。 

一方、地方分権改革推進委員会は昨年 12月に国土交通省地方整備局や厚生労働省都道府県労働

局など国の出先機関の見直しと職員約3万5千人の削減を内容とする第2次勧告を行ないました。

日本経団連は昨年 11月の第 2次提言で、2015 年までに全国を約 10 の道州にするよう求めていま

す。 

分権推進委は 10 月 7日、第 3次勧告を出し、保育所など 892 項目の基準の義務付けの廃止・見

直し、国と地方の協議の場の設置、教育委員会、農業委員会設置の自治体選択制を提言しました。

10 月 9 日には「当面の課題」と「中長期の課題」とに区分し第４次勧告を出しました。 
「当面の課題」では、平成 22年度予算の編成に向け、地方交付税の総額の確保及び法定率の引

上げ、直轄事業負担金制度の改革、地方自治体への事務・権限の移譲と必要な財源等の確保、国

庫補助負担金の一括交付金化、自動車関係諸税の暫定税率の見直し、国と地方の事実上の協議の

開始について取り上げ、「中長期の課題」においては、地方税制改革、国庫補助負担金の整理、地

方交付税、地方債、財政規律の確保について取り上げています。 
政府は通常国会に地域主権改革関連 2 法案を提出しました。地域主権戦略会議の設置、国と地

方の協議の場の設置、義務付け・枠付けの見直しに向けた法改正を進めています。そして夏の地

域主権戦略大綱（仮称）制定に向けて、義務付け・枠付けの見直し等を進めています。 

今後、道州制論議の絡みで「基礎自治体」の再編が進む危険性を残しています。 

また、新自由主義的な発想から地方の生活や国土の保全を投げ捨てる公共事業の削減に対して

毅然と対処する必要です。 

 私たちは今までの運動の積み重ねの上に立って、地方分権の将来像もにらみながら、人口減少

と高齢化、中山間地域の疲弊に直面する高知県政の課題と真正面から向き合う運動を地域から再

構築する課題に迫られています。 
 また、地域を支える公的なセクターの維持が不可欠です。 

 

（６）県内情勢の特徴 

１）尾崎県政が進める産業振興計画 

尾﨑県政は０９年度を「産業振興計画」の実行元年と位置づけ取り組みを進めています。 

産業振興計画は農業、林業、水産業、商工業、観光の５部門の産業成長戦略と７地域（安芸、物部、

嶺北、高知市、仁淀川、高幡、幡多）の地域アクションプランからなっています。 

「産業振興推進本部」を設置し、「産業振興推進部」（総勢 123 名）を新設した。地域アクショ

ンプランについては、「産業振興推進地域本部」の下に地域産業振興監を各地域に配置し、地域支

援企画員、出先機関と連携し支援体制を取っています。 



 - 11 - 

昨年９月の第１回「フォローアップ委員会」に続いて、今年１月に第２回目を開催、３月末に

第３回委員会を開催し、22 年度から実行する新「産業振興計画」を確定するとしています。 

県は国内市場を開拓していくため、官民協働で外商に取り組む組織として高知県地産外商公社

を８月に設立しました。その一方で、県商品計画機構は 11 月 17 日、臨時株主総会を開き、解散

を正式に決めました。 

 また、首都圏で高知県を売り込んでいく拠点として、新たなアンテナショップの今年７月オー

プンを目指しています。費用対効果も含めた評価が必要です。 

一方、県教育委員会は、今後 10 年間を見通した教育の振興を図るとして、「高知県教育振興基

本計画」を 9 月に策定した。昨年７月策定の「学力向上・いじめ問題等対策計画」などの個別の

計画の上位に位置づけられています。教育委員会による上位下達の傾向があり、教職員、県民参

加の「土佐の教育改革」の成果を反映させていく取り組みが求められます。 
産業振興計画と教育振興計画とが尾崎県政の２大政策であり、これと政策提言など真正面から

向き合うことが重要となっています。 

高知県の 21 年度予算は前年比 1.2％増の 4,187 億円。普通建設事業費は前年比 4.2％増の 743

億円となっています。財政調整基金を 99億円取り崩しているものの基金残高は見通しよりも上回

る 136 億円を確保しています。 

臨時財政対策債を除く県債残高は H12年度のピーク時と比べ 8割まで抑制されています。 

産振計画の実行元年、中山間が多い高知県独自の「高知型福祉」をうたっていますが、財政は

依然厳しく綱渡りの状況を続けています。 

 

２）男女平等について 

女性差別撤廃条約国連採択 31 年、男女共同参画社会基本法 11 年、高知県男女共同参画社会づ

くり条例 7 年となりますが、依然として男女間の賃金格差は大きく、政策決定の場への女性の参

加は進んでいません。日本女性の社会進出度(ジェンダーエンパワーメント指数)は 108 ヶ国中 57

位、先進国で最低です。 

第 6 回日本政府報告を審査した女性差別撤廃委員会は、日本政府に雇用や職場の平等、民法改

正など多岐にわたる厳しい勧告を出し、女性差別を急ぎ正すよう要請しています。しかし、国は

真摯に受け止めようとせず、48 項目にも及ぶ勧告の改善方向すら見えていません。 

高知県は今年男女共同参画の進捗状況を把握し、第 3 次男女共同参画プラン策定という大切な

年です。しかし、昨年 1 月県庁の機構改革で「男女共同参画」の名称をなくそうとしましたし、

県都高知市は財政難を理由に今年 4月から単独だった男女共同参画課を統合しました。 

女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書は、県と高知市が 12 月議会で、須崎市、本

山町、大月町が 3 月議会で可決しました。選択的夫婦別姓制度をはじめとする民法改正を求める

意見書は須崎市、土佐清水市、大月町が 3 月議会で可決しました。しかし一方、県議会は戦前の

家父長制度を美化し、女性の人権を認めない「民法改正を慎重に…の意見書」を採択しました。

アンテナを高く、バックラッシュの動きを許さない運動をひろげる必要があります。 
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３）危険性を増す県内の軍事化 

原子力空母の横須賀基地への配備や沖縄・神奈川や厚木・岩国など全国各地の基地機能強化な

ど在日米章暮帽が進められています。宿毛港湾や高知港への米軍艦船がこの 3 年で 6 回の寄港を

打診しきており、オレンジルートにおける低空飛行やリマ海域での訓練も増加しています。 

3 月 24 日には、善通寺から陸上自術隊第 14 旅団第 50 普通科連隊の隊員 700 名が香南市香我美

町に移駐してきました。これまでの施設隊とは異なり、戦闘の訓練をする部隊です。 

日常の訓練は実弾による射撃訓練、爆破訓練、ヘリポン訓練などが主たるものです。 

日米安保条約の 6 条では、米軍の基地使用は「日本全土」に及んでおり、米軍との合同訓練も

心配されます。 

高知県や地元自治体は、3月 24日「歓迎式典」を行いました。災害救助が主目的であるかのよ

うに宣伝していますが、米軍と一体化した戦闘部隊です。 

私たちは、今後とも県土の軍事化を許さないための運動を強めなければなりません。 

 

４）厳しさ増す県内経済 

①企業倒産と融資 

高知県内の 08 年の倒産は 07 年と比較して総額、件数ともに減少しました（下表。東京商工リ

サーチ調）。更に 09 年は 10 月までの累計で負債総額 10,542 百万円（68 件）となっており 08 年

を 0大きく下回るペースです。 

一方、県信用保証協会の 08 年度末の保証債務残高は過去最大の 1,725 億 7100 万円。新規の融

資保証は前年度比 47.15％の伸びであったが、緊急融資は借り換え利用が多く、伸び自体は 8.84％

です。 

一方、企業倒産にともなう代位弁済は前年度比 16.8％増の 53 億 3 千万円でした。 

緊急融資の効果が一定あり、倒産件数は表面的には減少しているが、依然厳しい状況といわな

ければなりません。 

②雇用情勢 

○有効求人倍率は一昨年 9 月のリーマンショック以降全国が急激な落ち込みを示しているのに対

して、高知県は緩やかな落ち込みにとどまっています。しかし、これは「万年不況」状態を表し

ており、全国の景気が回復しても高知県は取り残されるパターンが続いています。（18 年度平均

が全国 1.06、高知県 0.48⇒22 年 1 月：全国 0.46、高知県 0.44） 

○非正規労働者の雇い止めの状況は、全国では昨年 10 月から今年 12 月までに 24.4 万人の非正規労

働者が解雇され、県内でも 700 名が解雇されると予測されています。正に、景気の調整弁にされていま

す。 

○高校生の就職状況は H20、21 年と県外就職比率が 50％を超えました。 

 ちなみに県内 4 年制大学の 21 年 3 月卒業生 1,055 人中 845 人が県外就職であり、比率は 79.9%とな

っています（高知大学医学部卒業生は除く）。短大卒業生では総数 176 人中県外は 10 人であり、比率は

5.7％である。 県内の雇用状況は全国と比較して急激な落ち込みはないものの、全国の好況期におい

ても厳しい状況であり、それを反映して雇用の県外流出が続いています。 

○今春卒業予定者の就職内定率の状況は、昨年度を大きく下回っています。 
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 特に、高卒者については１月末現在 81.1％（男 84.7%、女 76.5%）で、昨年同期比で 6.4％の落ち込みで

す。高知県は１月末現在 72.2％（男 75.8%、女 67.4%）に過ぎません。 

有効求人倍率は全国が 1.17 倍なのに対して高知県は 0.44 倍と極めて厳しい現状です。 

③厳しさ増すくらし 

 厚生労働省が 3 月 4日まとめた速報値によると全国で生活保護を受けている人が 09 年 12 月時

点で 1,811,335 人となり、前年同期比では 204,632 人増となりました。高知県は 7,771 人で前年

同月比で 438 人増えています。高知県の増加率は 5.64％で全国平均の 1.36％の 4倍強となってお

り、厳しい生活の実態がうかがえます。 

 2009 年 6 月 1 日現在の国保料（税）の滞納世帯数は 18,166 世帯で比率は 13.4％となっていま

す（全国平均は 20.8％）。短期証発行世帯数は 11,318 世帯で 8.4％、資格証発行世帯数は 3,575

世帯で 2.6％となっています。全国平均の発行比率各 5.6％、1.4％より格段に高くなっています。

09 年度の国保の収納率は 90.92％で 08 年度の 92.49%から 1.57 ポイント下がっています。「払い

たくても払えない」深刻な事態が進んでいます。 

 また、高知市の場合で国保世帯の実に 77.8％が年間所得 200万円未満となっており、保険料の

減免制度の充実に加え、一部負担金の減免制度の実効ある実施が課題となっています。国保法 44

条に基づく一部負担金の減免制度はほぼ全自治体で制度化されているものの、ほとんど適用され

ていないのが実態です。住民への制度の周知徹底や更なる制度改善が求められます。 

 2008 年度の公立の小中学校の就学援助の要保護児童生徒数は県下で 1,186 人。市町村が認定し

た準要保護児童生徒数が 11,015 人です。合計の就学援助率は県平均で 21.5％となっています。

高知市は 30.4％と県下で一番高くなっています。 
 2007 年度の県平均の就学援助率は 20.50％、高知市のそれが 29.37％ですから援助率は高くな

っており、教育の父母負担がより加重になっていることを示しています。 
 
 

３、方針 
 

（１）国民本位の政治を実現する取り組み－軍事費を削って、くらし・いのち・

教育要求の実現をめざす 

中央の国民大運動実行委員会に結集し、諸要求の実現、国民本位の政治の実現をめざします。 

１）軍事費の削減、大企業、大資産家優遇税制の是正により財源を確保し、国民諸要求の

実現をはかる来年度予算の編成を求めます。 

２）国民要求の実現をめざします。 

①最低賃金の時給１０００円以上への引き上げ 
②労働者派遣法の抜本的な改正 
③公契約条例の制定 
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④後期高齢者医療制度の即時廃止、療養病床の削減反対 
 国保料の引き下げ、国保料、自己負担の減免制度の実効性の確保 
⑤医療、介護労働者の待遇改善と増員 
⑥消費税引き上げによらない最低保障年金制度の確立。年金の引き上げ 
⑦生活保護制度の改善 
⑧消費税の引き上げ反対 
⑨３０人学級の実現 
⑩学校、保育所、郵便局、国の出先機関等の統廃合反対 

⑪銀行による「貸し渋り」、「貸しはがし」の規制。中小企業支援策の強化 
⑫温暖化ガス削減など環境政策の強化 
⑬９条改憲反対、在日米軍基地再編強化反対。「戦争をする国」の人づくりを進める教育の反動

化反対 
３）国民大運動が提起する国民大集会に代表を派遣し、全国的な世論の喚起に努めると

同時に、県民運動につなげます。 

 

（２）具体的な県民運動の展開 

１）生活危機突破・平和な県土を守る取り組み 
①国民大運動実行委員会の全国方針で提起されている、非正規切り反対・雇用を守れ、商工業者･

中小企業の営業と経営を守れ、農業の振興、医療・福祉・教育を充実せよ、第３次高知県男女共

同参画プランに県民の意見を反映せよ、消費税の増税反対、核廃絶・平和の実現等の諸要求を掲

げ全国情勢を踏まえ、「県民集会」を開催します。また、県交渉（年１回の定期交渉、随時交渉）

を行います。 
②加盟組織、共闘諸団体との連携を強め、各組織の抱える諸要求の実現をめざし、署名、宣伝、

集会（昼休み集会含む）、シンポジウム、自治体キャラバン、申入れ行動等を行います。 
③反貧困の「何でも相談会」を年末と春の２回、実行委員会形式で実施します。 
④７月の参議院選挙勝利、政治のあり方を転換するため、諸団体と共同して宣伝、集会など世論

喚起に努めます。   
   
２）県交渉の実施 

①１１月に県交渉（副知事）、教育委員長交渉を行います。 

②加盟団体は、それまでに県（知事部局、教育委員会）の部または課との交渉を可能な限り実施

します。 

③事前の交渉の実施、未実に関係なく、各加盟組織は国民大運動の対県交渉に持ち込む要求課題

を９月末までにまとめます。 

④世話人団体会議は、各団体から出された要求課題、情勢や県政課題の重点を考慮しながら、対

県交渉の要求を１０月中下旬までにまとめます。 

⑤毎月の世話人団体会議等で県政課題や制度政策についての学習会を実施します。 



 - 15 - 

⑥交渉の持ち方については、県民要求を県政に反映でき、要求実現ができるあり方をめざします。 

 

３）世話人団体会議 

①毎月１回（第３水曜日）に世話人団体会議を引き続き開催します。 

②各団体の取り組み状況や課題を出し合い、当面する共同行動に取り組みます。 
 
 
 

会則の改正 
１）２の（２）代表世話人（団体）会議  ⇒ （２）代表世話人会議 

２）新設 

５．附則 

  （１）１９９７年１月３０日発効 
  （２）２０１０年４月１０日一部改正の上施行 
 

国民大運動高知県実行委員会運営要綱 

                                            

１、目的と役割 

 国民大運動実行委員会は、各団体の運動を土台に、「軍事費を削って、くらしと福祉・教育の

充実を」「大企業の横暴を規制し、暴利を社会的に還元せよ」の大きな合流つくりだし、発展さ

せるよう協力しあい、共闘する実行委員会です。なお、地域実行委員会や「課題別共闘」とは常

に連携しあい、協力・共同しあうものとします。 

 したがって、構成団体は、可能な限り広く結集します。協力・共同する「課題別共闘」は、趣

旨に賛同するかぎり広く対象とします。 

２、機構と運営 

（１）総会、代表者会  

 総会は、全加入団体（県労連参加組合も含む）の代表者によって構成し、年１回定期開催しま

す。また、必要に応じて臨時に開くものとします。 

（２）代表世話人会議 

   代表世話人は、総会で選出し、会を代表し必要に応じて開催します。 

（３）世話人団体会議 

 代表世話人団体は、総会で選出します。総会から総会までの間、毎月１回を原則として開催し、

執行にあたります。会議は、代表世話人、世話人団体、事務局長・次長で構成します。 

（４）事務局 

 事務局は、高知市丸ノ内２－１－１０高知城ホール３Ｆ 高知県労働組合連合会内に置きます。 

（５）会計監査 



 - 16 - 

 世話人団体から選出します。 

３、財政について 

（１）財政は、一口千円の分担金と寄付金でまかないます。 

（２）予算と決算は総会の案件とします。 

４、構成団体 

高知県労働組合連合会 

高知県商工団体連合会 

高知県民主医療機関連合会 

新日本婦人の会高知県本部 

日本民主青年同盟高知県委員会 

日本共産党高知県委員会 

高知県教職員組合 

高知県高等学校教職員組合 

高知県自治体労働組合総連合会 

高知県医療労働組合連合会 

高知県農民組合 

高知県地域人権連 

高知保険医協会 

高知県平和委員会 

高知県国家公務員労働組合共闘会議 

高知私学教職員組合 

全日本建設交運一般労働組合高知県本部 

全国福祉保育労働組合高知地方本部 

高知一般労働組合 

自交総連高知地方連合会 

全日本年金者組合高知県本部 

ミロク製作所労働組合 

高知県原水爆禁止対策協議会 

高知県患者同盟 

高知県母親運動連絡会 

高知県保育運動連絡会 

高知県障害者運動連絡会 

高知県退職婦人教職員連絡協議会 

安保廃棄諸要求貫徹高知県実行委員会 

平和・民主・革新の日本をめざす高知県の会 

５、付則 

（１）１９９７年 1月３０日発行 

（２）２０１０年４月１０日一部改正の上施行 
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役員体制 
〔代表世話人〕 

西山  潤  高知県労働組合連合会 
小笠原 宏  高知県商工団体連合会 
本間 こぎと 高知県民主医療機関連合会 
山岡 美和子 新日本婦人の会高知県本部 
松本 顕治  民青同盟高知県委員会   
 
〔事務局長〕 

田口 朝光   高知県労働組合連合会 
 
〔事務局次長〕 

杉村 浩司  高知県自治体労働組合総連合会 

米田 稔   日本共産党高知県委員会 

畑山 和則  高知県教職員組合 

牧  耕生  高知県労働組合連合会 

 

〔世話人団体〕 

高知県高等学校教職員組合    
高知県国家公務員労働組合共闘会議 
高知県医療労働組合連合会 
高知県自治体労働組合総連合会 
福祉保育労働組合高知地方本部 
高知県母親運動連絡会 
高知県革新懇 
高知県平和委員会 
高知県商工団体連合会 
高知県民主医療機関連合会 
新日本婦人の会高知県本部 
日本民青同盟高知県委員会 
日本共産党高知県委員会 
高知県農民組合 
 
〔会計監査〕 

和田忠明（高知県平和委員会） 
浜田節子（高知県革新懇） 


