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                                                                      ２０１６年１０月２０日 
高知県知事    尾﨑 正直 様 
高知県教育長    田村 壮児  様 
 
                  「軍事費を削って、くらしと福祉・教育の充実を国民大運動高知県実行委員会」 
                                      代表委員（五十音順） 
                                           今井 好一   高知県民主医療機関連合会 
                                                岡田 はるか  日本民青同盟高知県委員会  
                                                田口 朝光   高知県労働組合連合会    
                                                東谷 勝喜   高知県商工団体連合会    
                                                山岡 美和子  新日本婦人の会高知県本部  
 
 

２０１７年度の県予算、県政に関わる要求書 

 
 ２０１７年度の県予算にかかわる県民要求を以下のようにまとめ、要求書を提出いたします。 
 産業振興計画も第３期目に入り縦軸、横軸の施策がバージョンアップされると同時に、「まち・ひと・

しごと総合戦略」との一環として大きな柱となっています。 
 また、地教行法の昨年４月からの施行に伴い、新教育長が置かれ政治的中立性の前提の下、県行政と

の連携が強化されました。 
 縦割りの「計画のための計画」にしない点検と推進の体制もとられていますが、全体として国の行政

の中での限界があるのも事実です。その点では、地域間競争、部分最適に終わらせないための国政への

発信も重要になっていると考えます。 
 安保法制、憲法改正をめぐって国政が大きく揺れる時代でもあります。 
 貴職におかれましては、このような状況も踏まえ、国政の動向も踏まえながら、県民の要求に根ざし

た県政の実現を目指し、各要求事項について、２０１７度予算や県行政の各施策に反映させていただく

よう要請いたします。 
 また、ご多忙の折とは思いますが、話し合いの継続的で前向きな発展のためにも可能な限り事前に、

それが出来ない場合でも事後に必ず文書で回答をしてくださるようお願いいたします。 
 
 
１、平和の要求 

 

新聞報道によると１６年１１月１０日より四国沖と山陰沖に米軍の訓練空域を新設すると報道してい

ます。 
１．安全保障協議会（２＋２）と日米合同委員会の合意そのものが問題であり、県民の立場から反対し

てください。 
２．漁民をはじめ県民の暮らしに大きな影響を与えるものであり、国に具体的な説明を求めてください。 
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３．空母艦載機５９機が岩国基地に移転することになれば、関係住民に大きな苦痛と被害を与えてきた

低空飛行訓練が更に頻回に行われることが懸念されます。強く中止を求めてください。 
４．日米地位協定を改定し米軍に日本の航空法を守らせるべきです、県はその先頭に立って努力し、オ

レンジル－トの廃棄等を強く求めてください。 
 
 
２、１次産業の再生と振興、高知の地域を守る視点での要求   

 
１．安倍政権は、ＴＰＰの今国会批准を強行しようとしています。ＴＰＰは、農林水産業はもとより、

医療、労働、金融、食品安全などを含め国民生活のあらゆる分野に影響し、地域経済は崩壊するだけで

なく、中山間地域の崩壊に伴う自然災害の多発の可能性も予想されます。一次産業が基盤の本県の特性

等も踏まえ国に対してＴＰＰを今国会で批准しないよう積極的に働きかけてください。 
２．２０１６年産米価は５００円（県内産早生概算金 60ｋｇ）上がりましたが、生産費にはほど遠く、

稲作農家は経営危機に直面しています。日本の主食であるコメについては国が需給調整に関与し、国民

には安定供給、生産者には再生産を保障する施策を取るべきです。日本の農業を守り、食料安全保障を

確立するためにも、農林水産物の輸入規制を強化し、ＴＰＰを含む自由貿易協定、その外例えばＷＴＯ

ラウンドの安易な妥結や日中韓ＦＴＡの「交渉促進」は行わないこと、MA 米の輸入は中止することな

どを国に求めてください。 
３．経営所得安定対策（旧農業者戸別所得保障制度の米の直接支払い交付金）は、2014 年度から半減、

2018 年度から廃止されることになっています。農業の持続・発展のため、地域ごとの生産費に見合う柔

軟な補償制度を導入するように国に働きかけて下さい。また、農林漁家の持続可能性を高めるために、

直接的な所得補償や価格補償を県独自に行って下さい。 
４．家族経営農業を維持し、大規模農家を含め後継者育成に努めてください。また、「強い農業」の一環

としての「農地中間管理機構の事業」が、企業の安易な農地取得・農業参入とならないよう、とりわけ

県外大手企業の進出を監督・規制し、地域内の住民の意思に基づく担い手確保や営農面での組織化と雇

用創出を積極的に進め、耕作放棄地の解消に努めてください。 
５．有機農業やエコ農業を推進するとともに、県独自の検査・加工体制を確立し、高知県の個性を表す

先進的な「安全安心のブランド」を創り出してください。 
６．「小規模企業振興基本法」や「農商工連携支援法」に基づく施策を強化してください。また、地域の

持続可能性を高める観点で、地元生産者や事業者が地域内経済循環を支える構造を推進する施策を実現

して下さい。 
７．地元農産物の直販所やスーパーのインショップなどの販売から、地域での食品加工やレストラ  

ン・学校給食での食材として活用など、生産者と消費者を繋ぐ地産地消の取りみや地域を守る経済 戦

略として見直されつつあります。他方で、冷凍輸入食品や外食産業での過去の不祥事に見られる よう

に、食の安心・安全の問題は依然として日本の大きな課題だと言えます。農業が盛んで、新鮮 な食へ

の関心の高い高知県において、地域流通・地域内消費と結びついた地域農業の再生をめざす とともに、

小・中学校の学校給食で地元産食材の活用を拡大し、地域農業を持続・発展させるとい う視点を踏ま

えつつ、県内の食の安全・安心の取り組みを進めてください。 
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８．林業は地域経済の活性化と低炭素社会の実現に不可欠な産業です。特に本県は森林率 84%であり、 

これを生かしたバイオマスエネルギーの活用等で雇用創出の可能性があります。林産物の輸入自由 化

を改め、国境措置を強化し、林産物自給を回復するよう国に要請してください。また、県産材の 県内

建設業への誘導や薪炭やペレット等のバイオマスエネルギー産業への積極的投資など、高知お おとよ

製材などの事例が広く展開していくように、高知県の林業再生に向けた新たな取り組みを進 めてくだ

さい。 
９．鳥獣被害は中山間で深刻な状況になっています。鳥獣被害対策の具体的な取組み状況を明らかにす

るとともに、自然保護の観点からも一層取り組んで下さい。また、鳥獣害の背景となる耕作放棄地や林

地の粗放化に対する有効な打開策を、一次産業育成策と併せて積極的に進めてください。 
10．有害鳥獣駆除には猟師の方の協力が不可欠ですが、狩猟免許の更新料負担が大きいという声もあり

ます。補助を検討してください。 
11．大雨による冠水・洪水被害や日照不足など、自然災害を原因とする農作物への被害が農家などの 一

次産業で働く県民を苦しめています。こうした自然災害の被害に対して、県として何らかの助成 支援

措置を講じて下さい。 
12．農協制度の変更に関しては、協同組合制度の理念を守り、農家の意向を尊重し、上からの改革を押

しつけないように国に要請して下さい。 
13．高知県は高齢化先進県と呼ばれて久しく、そうした特徴を踏まえた街づくり地域づくりが重要とな

っており、都市部の都道府県からも注目されています。ここ数年では、買い物難民や買い物弱者と呼ば

れる県民の生活を支える対応が待ったなしの課題となっており、中山間地域だけでなく高知市中心部に

住んでいながらも日常の買い物に不自由しているという事例の報告も増加しています。県内の小売り流

通業者などと連携を強化しながら、安心して暮らせる地域づくりを進めてください。 
 
 
３、雇用確保の要求 

 
１．人口流出と向き合った賃金・労働条件の底上げについて 
１）若者の職場への定着、人口流出の緩和などについて原因を探り、対策をとるため関係者（知事部局、

県教委、労働局、経営者協会、県労連、連合高知など）からなる検討の場を設けてください。 
 そこでの討議も踏まえて「若者が安心して働き暮らせる高知県宣言」（仮称）の検討をしてください。 
※「若者が安心して働き暮らせる高知県宣言」（仮称）について 
○安心の社会制度の確立：子どもの医療費の無料化を高校卒業まで、高校授業料の無償化、貸与制奨学金（あ

るいは返還免除制度）の創設 
○働く上でのストック：低廉な住宅の提供（老後へ向けた資産形成措置）、保育所の整備と保育料軽減の強

化策 
○働く上でのフロー：複合型収入の発想（最低賃金保障措置の上に）、失業・再訓練期間の生活保障措置 

２）高知県として、１５００円の全国一律最低賃金制度の確立、早急に各県１０００円以上への引き上

げを政府へ求めてください。同時に県独自の施策の検討を行ってください。 
※引き上げ計画の「労使協定」、３）の措置も加味した達成企業への助成措置の検討。 
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３）正規化プログラム、正規比率なども加味して達成企業への助成措置を創設してください。 
 正規化など処遇改善による人材育成の好例などを県のＨＰで紹介してください。 
※低すぎる最低賃金の引き上げと雇用の正規化が「安心雇用」の２つの柱。 

２．公契約条例の制定と入札制度の改善について 
１）公契約条例の制定へ向けたアクションプランを策定してください。 

※「民・民の契約に介入できない」「労働基準法、最低賃金制度があるので屋上屋になる」などの破綻した

主張は繰り返さないでください。 
２）落札率の向上が労働者の賃金等処遇改善につながっているかどうかを検証するため、高知県発注の

公共工事の請負契約、印刷などの委託契約の中に労務単価の報告義務を盛り込んでください。 
※２省協定の労務費単価の調査結果は四国整備局にも返されておらず、同様に県にも返されていないことが

明らかになりました。従って、県独自に何らかの方法で調査する以外に労務費等を把握することはできま

せん。 
 
 
４、中小商工業者の振興、県民の生活と生命を守るために 

 
１．児童手当差し押さえ判決を受けて、鳥取県では「滞納整理マニュアル」が改訂されています。高知

県徴収事務マニュアルも鳥取県に学び、改訂して下さい。徴収にあたっては、総務省事務連絡「平成２

７年度地方税制改正・地方税務行政の運営にあたっての留意事項について」（１月２０日）にあるように、

「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、その執行を停止する

ことができることとされていることを踏まえ、各地方団体においては、滞納者の個別・具体的な実情を

十分に把握した上で、適正な執行に努めていただきたいこと」をふまえて行って下さい。「財産の差し押

さえによる税金の徴収」を業務とする管理機構では、「住民の福祉の増進を図ることを基本」とした対応

は出来ません。機構の解散、縮小を検討して下さい。 

２．「住宅リフォーム助成制度」は１日で申込定員に達するなど住民に歓迎され、地域経済振興にも貢献

します。県でも来年度から実施して下さい。 

店舗リニューアル助成制度（店舗魅力向上事業費補助金）を商店街地域に限らず、県下全域の対象店舗

が利用できるようにするとともに、申請書類の簡素化を図って下さい。 

３．「小規模企業振興基本法」を生かし、高知県としても小規模企業振興条例を制定下さい。 

４．他県において、スナックなどの料飲店に突然、警察官が立ち入り、風俗営業法(風営法)違反として

経営者などを逮捕・勾留し、罰金を科すといった事例が相次いでいます。庶民の憩いの場となっている

料飲店が安心して営業できるよう、①立法目的にも今の時代にも合わなくなっている風営法と｢解釈運用

基準｣を見直すよう関係機関に働きかけてください。②｢本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の

自由党憲法で保障されている基本的人権に配慮し、職権が乱用されることのないよう十分留意すること｣

(平成２７年６月１６日参議院内閣委員会付帯決議)を踏まえ、過度な取り締まりはせず、スナック等の

営業の自由を守ってください。 
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５、医療・介護制度の充実を進め、県民の命とくらしを守るために 

 
１．医療・介護全般 
１）消費税が 8%へ増税され、賃金は上がらず、くらしが悪化しているにもかかわらず、政府は「財政難」

を口実に、医療、介護、年金、生活保護などあらゆる社会保障を改悪し、国民の負担増をさらに強めよ

うとしています。これでは、今の生活はもちろん、将来の不安は大きくなるばかりです。 
憲法 25 条は、国の責任で国民が健康で文化的な生活を送る生存権を保障するとともに、加えて憲法 13
条は、国民の生命・自由・幸福追求権を保障しています。年金や生活保護などの水準を引き上げ、「人間

らしい生活」を保障することは国の責任です。 
２）医療費抑制のために、都道府県に「地域医療構想」を策定させ、医療機関に制裁も含めて指導させ

る権限をもたせる内容が医療・介護総合法に盛り込まれました。ただでさえ医療過疎が進行しており、

移住・定住にしても医療は基盤をなすものです。こうした住民のいのちに直結する患者追い出し、病床

削減にならないよう、本県の実情にあった「地域医療構想」にしてください。 
 また、現在の「病床機能報告制度」による報告の特徴や「地域医療構想」についての課題について教

えてください。 
２．国保について 
１）国保料（税）滞納者に対して、｢命にかかわる場合以外は短期証は発行しない｣と職員に言われた。

慢性疾患者にも１ヶ月の短期証しか発行しないなどの窓口対応の事例が報告されています。医療が必要

な人には不自由なく受診できるよう、国保証を発行するようにしてください。 
２）滞納が発生する根本原因の一つに国保料（税）が高すぎることがあります。所得に占める割合が２

割近くあり、国民年金も含めると３割を超えます。国保料の引き下げをして下さい。国の負担割合を引

き上げるように国に要請してください。 
３）国保法４４条に基づく医療費の窓口負担軽減を実施してください。 
３．介護保険制度について 
１）次期介護報酬改定むけて、現在要介護１・２の軽度者の生活援助や福祉用具等の給付抑制や報酬引

き下げ等が検討されています。これらを実施することで利用者の重度化が進むこと、家族への負担が増

加すること、また介護事業所の撤退などが懸念され介護崩壊につながる恐れがあります。これ以上の給

付削減や利用料の引き上げ、報酬引き下げは実施しないことを国に要望してください。 
２）介護従事者の処遇改善、確保対策の強化を図ることを国の責任で必要な財政措置を講ずるよう国に

働きかけてください。 
３）総合事業が各自治体で始まっていますが、介護認定を受ける権利が侵害されないような「基本チェ

ックリスト」の活用や、また現行相当サービスの堅持を基本としサービスの切り下げや縮小をしないよ

うに指導をしてください。 
４）認定率だけでの評価が進むと、認定の軽度化が進み強制的な卒業に結び付く危険があります。 
 そのようなことがないように、自治体にはたらきかけてください。 
４．後期高齢者医療制度について 
１）後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を国に強く求めてください。 
国の負担をふやし高齢者が安心できる制度を作るよう県として国に要望をあげてください。 



6 
 

２）後期高齢者への資格証明書について、現状をお聞かせ下さい。 
５．生活保護について    
2018 年度に予定される 5 年に 1 度の生活保護基準の見直しに向けた生活保護基準部会が再開されました

が、生活保護は、この間、最大 10％・平均 6.5％という保護世帯の 96％に対する生活扶助基準の引き下

げに続き、さらに住宅扶助の引き下げが強行されています。 

１）生活保護世帯にどのような影響を及ぼしたか，県としても検証するとともに、これ以上の削減をし

ないことを政府にもとめること。 

２）2013 年の生活保護基準の見直しでは、子どものいる世帯が最も大きな影響をうけている。子どもの

貧困対策の推進に関する法律に反するもので、引き上げをもとめるとともに、今回の基準部会の検討課

題となっている「有子世帯の扶助・加算の検証」が母子加算廃止とならないよう強く要請すること。 

３）2013 年度の基準部会の検証では増額となるはずの高齢者世帯についても実際は減額となっている。

高齢者の貧困、孤立を防止するために「老齢加算」の復活を求めること。 

４）今年 3月の生活保護関係全国係長会議資料の中で重点事項として強調された「申請権を侵害しない」

ことはもとより、「急迫状況など適切な確認」など、必要な支援が確実に実施される対応を徹底すること。 

６．子どもの貧困対策  
１）就学援助の充実、国保の子どもの均等割りの軽減、みなし寡婦控除の実施など貧困の連鎖を断ち切

る経済的支援を強化すること。そのためにも国に対して財源確保を強く求めること。 
２）子ども食堂などこどもの居場所づくりの支援を強化すること 
３）高知家の子どもの貧困対策推進計画は、県民参加での実行と課題の検証をできる場を設定すること。

また対策にあたっては、子どもの自己肯定感の向上に配慮し、いじめ・差別やスティグマ感を生まない

一般施策の充実として実施すること。 
 
 
６、保育、児童に関する要求 

 
１．保育士不足の解消に向けて各自治体、関係機関と連携して具体的な対策をとってください。 

 県内で深刻となっている保育士不足は、職員体制がとれない、年度途中での入所に対応できない（事

実上の待機児問題）、無資格者を任用・雇用せざるをえないなど、さまざまな問題を生じさせています。

保育士不足解消を県の重要課題と位置づけ、その解決に向けて取り組んでください。 

１）市町村や関係機関等との連携をはかり、抜本的な対策を検討してください。 

２）安定した任用・雇用ができるよう保育所運営費の国庫負担金制度の拡充を国に要請してください。 

３）公定価格に積算される保育士の人件費単価の引き上げを国に要請してください。 

４）公立保育所で行われている雇用中断（任用と任用の間の空白期間）の解消を図るよう、市町村への

助言を行ってください。 

２．過疎地における保育所の維持・改善のために特別な措置を国に要請してください。 

３．「食べる」「寝る」「遊ぶ」を保障できる保育環境となるよう、1948 年の制定以来一度も改定されてい

ない「施設・面積基準」の抜本的改善を国に要請してください。 

４．就学援助は、すべての市町村で校外学習費、修学旅行費、給食費の全額援助となるよう取組みを強
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めてください。所得水準は、実質として生活保護基準の 1.3 倍を確保してください。 

５．学童保育の対象が小学校高学年までとなるよう、施設整備のための財政支援措置を行ってください。

県の学童保育料軽減制度の対象に高知市を含めてください。 

６．子どもの医療費助成制度の対象年齢を引き上げてください。また、国に対して、小学校就学前まで

の医療費無料制度の創設を要求して下さい。 

７．義務教育の開始年齢引き下げは行わないよう、国に働きかけて下さい。また、幼児期からの詰め込

み教育につながる「幼児教育強化」を導入しないように、国に働きかけて下さい。 

８．提出書類が多く、保育士の長時間労働につながったり、書類作成だけのために担当職員を配置せざ

るをえない状況も生まれている。このような状況を解消するため、提出書類の簡素化、削減を行うこと。 
 
 
７、障害者に関する要求 

 
１．国に対して介護・福祉・医療サービスにおける利用者負担等の撤廃を求めてください。障害者・家

族の願いをふまえ、応益負担の廃止、報酬単価の引上げ等をおこなってください。 
２．ショートスティ・デイサービスの充実をめざし、目標を含む事業計画を立ててください。基盤整備

を拡充してください。 
３．障害者施設の運営の改善のための県単での助成制度を拡充してください。 
４．障害福祉の制度を守り、医療対象者を拡大して下さい。 
５．障害者を年齢で差別する障害者総合支援法第７条（介護保険優先）を撤廃するよう国に働きかけて

ください。 
 
 
８、女性の権利、男女平等に関する要求 
 
１．第 4次男女共同参画プランの中心である働く女性を応援することは、CEDAW の勧告を生かし、真に男

女平等を推進するものとなるよう県が先頭に立ってください。 

１）国は「2020 年までに女性管理職 30%実現を不可能」として撤回しましたが、この間の努力ですそ野

を広げてきた女性活躍先進県である高知県は、あきらめることなく実現に向けた具体的な展望を示して

ください。 

２）企業でも学校でも別姓使用のために不利益を被ることのないよう配慮をしてください。 

３）CEDAW の勧告が生きるよう若い世代に増えている別姓使用や事実婚などについて、一般的なアンケー

トだけでなく当事者の意見を丁寧にくみ取れるものを実施してください。 

４）ファミリーサポートセンターを広げる場合、子どもの安全を第一にしてください。 

２．CEDAW の勧告を基本にした第 4次男女共同参画プランの学習会を県主催で県職員・教職員・県民対象

に丁寧に開いてください 

３．男性県職員・男性教職員が安心して育児休暇を取ることが出来るよう意識改革だけでなく人的配置

をきちんとしてください。 
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４．マイノリティの人に企業や学校が配慮できるよう県として啓発を強めてください。また、県が率先

して実践の先頭に立ってください。 

５．子どもの医療費無料を県として所得制限なしで、せめて小学校入学まで実施してください。 

 
 
９、伊方原発の再稼働問題、エネルギー政策に関する要求   

 
１．政府は高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉の検討の一方で核燃料サイクルは放棄せず、新たな高速炉の

建設を計画しています。また、それまでの間はプルサーマル原発を先行して再稼働させようとしていま

す。 
 また、４０年ルールも形骸化は必至であり、将来的な原発依存の低減化も見込めません。四国電力は

将来的な電源構成について明らかにしておらず、県知事として伊方原発３号機の稼働中止を愛媛県知事

に働きかけ、四国電力に申し入れてください。 
２．県は四国電力との勉強会を続けていますが、伊方原発３号機が再稼働した現在も安全対策について

「やるべきことや検証すべきこと」はまだあると考えるのか、あるとすればそれは何かお聞かせくださ

い。 
３．四国電力との勉強会と同社との「原子力安全協定」の締結を対立させるのではなく、協定締結の上

勉強会を継続し、県民の安全を守る担保にしてください。 
４．電気料金の高騰が暮らしと地域経済に深刻な影響を与えています。今後の値上げに反対するととも

に、四国電力には高コストの原発依存から脱却し自然エネルギーの先進モデルとなるようビジネスモデ

ルの転換と買電中止の撤回を、株主の立場からも強く求めてください。 
５．地域に利益が還元する自律的な自然エネルギーの普及･拡大とともに、中小企業などの省エネ化の支

援をさらに進めてください。県内市町村のいくつかで新庁舎の建設が計画・予定されていますが「分散

型エネルギーインフラ」の視点で県としても研究・検討を進めてください。 
 
 
１０、教育に関する要求   

１．学校統廃合や高校・特別支援学校の再編については、新たな基準に基づきつつ、一方的な押しつけ

をせず、「合意」を前提に子ども、保護者、住民の声を尊重してください。 

 病弱養護学校の再編について、事前に計画を説明し、保護者や学校の意見を取り入れてください。 

また、隣接する病院や関係機関と連携して進めてください。 

２．行き届いた教育を進めるため、正規の教職員を大幅に増やし、国の責任で３０人学級を実現するよ

う、働きかけてください。県独自での３０人学級をすべての小学校･中学校・高校に拡大してください。 

 当面、小１・２・中１の３０人学級、小３・４の３５人学級を継続するとともに、小５・６・中２・

３への拡大を実施して下さい。また、それに伴い、学級数に見合う教職員定数となるよう、定数も見直

しをして下さい。 

 現在１６人である複式学級の定数改善を、国に働きかけるとともに、当面の間高知県単独でも実施し

て下さい。 
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３．当面、義務教育費国庫負担２分の１を復活させるとともに、教育予算の増額を国に働きかけてくだ

さい。 

４．所得制限のない高校授業料の無償化の復活・改善を政府に働き掛けをして下さい。高校教育におい

て、教科書・副教材・実験実習費など学習・教育活動に必要なものは公費負担とすることや、経済的に

困窮する家庭に対して義務教育の就学援助制度に準じた「高校版就学援助制度」を創設すること、返還

の必要がない給付制奨学金制度（奨学のための給付金制度）の創設を国に働きかけてください。また、

県独自の給付制奨学金制度の一層の充実や保護者の教育費負担軽減のとりくみをより一層推進してくだ

さい。 

５．私学の学費値上げを抑制し、保護者負担が軽減されるよう、私学助成を拡充してください。 

６．高校生の進路保障に向けて、就職の求人確保、自治体独自の雇用機会の創出、経済的な理由で大学・

専門学校への進学が困難な生徒・家庭への支援を図ってください。 

 貧困の連鎖を断ち切るため、低所得家庭の学習困難な生徒を対象とした無料塾などの支援策を強化し

てください。 

７．発達と障害に応じた教育を保障するために、特別な支援を必要とするすべての子どもたちへの教育

条件整備の充実および進路保障を図ってください。特に以下の項目を実施して下さい。 

１）知的障害特別支援学校については、高知市内に小・中・髙一貫した寄宿舎のある学校をつくってく

ださい。 

２）特別支援学校の設置基準を作るよう、国に働きかけて下さい。 

３）小中学校の特別支援学級の定数削減を国に働きかけるとともに、県単独でも学級編制基準を引き下

げるなど改善を実施して下さい。 

８．子どもたちの命と安全を守るために、津波対策を万全にするなど、避難施設も含めた学校施設･設備

を改善してください。また、防災教育の予算 拡充や内容充実など条件整備を図ってください。 

９．全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力、運動習慣等調査への参加は中止してください。市

町村別の結果公表は、これからも しないで下さい。高知県学力定着状況調査も中止して下さい。当面、

参加するかどうかは学校の自主的な判 断に任せて下さい。過度なテスト対策にならないようにして下

さい。 

10.教育大綱及び高知県教育振興基本計画による施策は、学校現場の新たな負担にならないようにして下

さい。 

11.臨時教職員、とりわけ時間講師と支援員（県費負担の支援員のみならず市町村費負担の支援員を含む）

の処遇を、以下の点で、改善し、臨時教職員の確保に努めてください。そして、「先生のいない教室」が

発生しないようにして下さい。また、支援員の賃金・勤務条件（採用審査での処遇などを含む）につい

て、県として一定の水準を確保するよう指導・助言を行って下さい。 

１）「空白期間」をなくして下さい。 

２）年休を引き継げるよう、改善して下さい。 

３）６月・１２月の一時金は、算定期間内にあるすべての着任について通算するよう改めて下さい。 

４）自宅待機中でも一定の身分・所得保障を行うなど、高知県で臨時教員を行うことに意欲を喚起する

ような、採用制度・臨教制度を実現して下さい。 

12.学校給食の充実及び食育の推進のために、市町村とともに、次のことに取り組んでください。 
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１）地産地消を更に進めてください。 

２）これ以上の民間委託や大規模センター化を進めないでください。 

３）中学校給食の拡充を進めてください。 

13.学校警察連絡制度は、教育と個人情報保護の観点から、実際の運用において濫用されることが絶対に

ないようにするとともに、廃止することを含めて見直してください。 

14.県民の防災意識を高揚させ、家屋の倒壊や津波被害・自然災害から身を守るすべを身につけ、自然災

害から住民のいのちを守る地域をつくるために、公民館・図書館など、公的な社会教育機関の機能の強

化をはかるなど、社会教育活動を一層充実させてください。 

 また、専門職員の配置・増員等も含め、学校および教育委員会の防災体制を充実させるとともに、系

統的に防災教育をすすめることで、子どもたちの命を守り、災害に強い社会を実現してください。 

15.すべての学校に学校司書（専門・専任・正規）を置いて、いつでも生徒が学校図書館を利用できるよ

うにしてください。当面、臨時職も含めて未配置の学校への人の配置の対策を拡充して下さい。 

16.ブラックバイトという言葉が注目を集めているように、アルバイトの学生などを使い捨てにする企業

が問題となっています。過密な労働によって、学業や生活がないがしろにされるケースも報告されてい

ます。また、アルバイト時代の過酷な体験は、就職への意欲はもちろん、就職先の労働条件が劣悪であ

っても、それを受け入れてしまう温床となりかねません。労働基本権についての知識や自覚は、若者の

離職防止、職場への定着にとっても重要です。 

１）県教委として、ブラックバイト解消のために出来る情報提供や取り組みを進めて下さい。 

２）若者雇用セミナーや各学校等において労働組合役員の出前授業など、労働基本権にかかわる教育を

積極的に行ってください。また、各種相談窓口の紹介を行ってください。 

３）インターンシップについて、企業を訪問し、仕事の説明を受けるだけでなく、現場で働く労働者や

会社の労働組合役員とも懇談できるように改善し、本来の働く意味や働く権利について学べるようにし

てください。 

17.高校入試の時間が、４０分から５０分に増えて、子どもたちの負担増になっています。負担軽減につ

ながる改善を進めて下さい。 

 
以  上 

 


