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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 

２０１２年度総会 

               

日時  ２０１２年５月１９日（土） １４：００～ 

場所  県立大３５１号室 
 
   
 

国民大運動高知県実行委員会 
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（１号議案） 

２０１２年度活動方針案 

１、活動のまとめ 
 

（１）活動日誌 

２０1０年 

 

【６月】 

１１日（土）  国民大運動高知県実行委員会２０１１年度総会 

１５日（水）  第１回世話人団体会議 

１６日（木）  国民大運動・震災問題での県交渉（13 人、危機管理課） 

２１日（火）  国民大運動・四国電力への申し入れ（5 人、四電ビル） 

２４日（金）  国民大運動・全国の原発運動に学ぶ会（15 人、高知城ホール） 

 

【７月】 

２０日（水）  第２回世話人団体会議 

 

【８月】 

１７日（水）  第３回世話人団体会議 

 

【９月】 

１４日（水）  国民第運動・南海地震防災問題での県交渉（１３人、危機管理課） 

２２日（木）  第４回世話人団体会議 

２９日（木）  国民大運動全国代表者会議（田口：東京） 

 

【１０月】 

１９日（水）  第５回世話人団体会議 

２２日（土）  伊方原発・南海地震問題の学習討論会（国民大運動主催） 

 

【１１月】 

１６日（水）  第６回世話人団体会議 

１７日（木）  副知事交渉、教育長交渉 

２７日（日）  高知市長選挙投票日 
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【１２月】 

１６日（金）  「放射能汚染とどう向き合うか」学習会（５４人、人権啓発センター４Ｆ。国民大運動高知県実

行委員会、高知県革新懇、高知県平和委員会、高知県食健連、高知県教組） 

２１日（水）  第７回世話人団体会議 

 

 

２０１２年 

【１月】 

２５日（水）    第８回世話人団体会議 

 

【２月】 

１５日（水）   第９回世話人団体会議 

１７日（金）   国民大運動２０１２年度全国総会（田口：東京） 

１８日（土）   社会保障と税の一体改革学習会（２６０人、県立大。消費税廃止各界連・消費税をなくす

会、県社会保協、後期高齢者医療制度の廃止・社会保障と税の一体改革に反対する実行

委員会、国民大運動実行委員会） 

 

【３月】 

１１日（日）   「なくそう原発３・１１高知集会」（1,100 人、丸ノ内緑地） 

１2 日（火）   第１０回臨時世話人団体会議 

２８日（水）   第１１回世話人団体会議 

 

【４月】 

１３日（金）   原発安全協定問題等で県交渉（会側１１人、県：新エネ課課長以下４人） 

１４日（土）   原発をなくす高知県連絡会結成総会 

２６日（木）   第１２回世話人団体会議（鷲頭財政課長迎え「県財政と県政の課題）学習会） 

 

【５月】 

１日（火）   第 83 回メーデー 

８日（火）   原発安全協定問題等で県交渉（会側１５人、県：新エネ課、危機管理課各課長以下６人） 

１６日（水）  第１３回世話人団体会議 
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（２）まとめ 

１．国民大運動高知県実行委員会は、昨年６月に開催した総会以後、今年５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１７日に１２年度県予算の対県交渉を行いました。 
１）知事部局は十河清副知事と各課の課長が対応しました。 
国民大運動側は、２４名が参加しました(民医連２、高商連２、県教組３、県労連５、母連２、

新婦人４、原水協２、革新懇２、農民連１、民青１、高障連１)。 

要求項目は、１０の大項目、１１０の小項目に渡りました（①平和 5、②一次産業 14、③雇用

23、④中小商工業 11、⑤医療介護 25、⑥医師・看護師確保 7、⑦保育 8、⑧障害 6、⑨女性 4、⑩

南海地震 7）。 

今年度は６項目（①平和問題、②一次産業の振興、③雇用・入札問題、④中小商工業、⑤医療・

介護問題、⑥男女共同参画）に絞り話し合いを持ちました。 

 十河副知事はＴＰＰへの反対姿勢を改めて示し、同時に農業の大規模化の限界に触れ、県内農

林漁業を県の実情に合った形で発展させる決意を表明しました。実行委員会からは、「ＴＰＰ参加

は決定ではない。引き続き積極的に反対表明をすべき」と求めました。 
 住宅リフォーム助成制度では、2011年４月から須崎市で実施され、県は耐震、県産材活用など

で補助の制度を実現、拡充しました。実行委員会は、経済対策として地元中小業者を対象とした

住宅リフォーム制度を確立するよう強く求めました。 

 副知事は、国保法４４条による窓口負担軽減問題では、医療生協潮江診療所の活動を高く評価

し、その上で医療が必要な人が医療に欠けることがないようにすべきと表明しました。それを受

け、実行委員会は「その理想が実現するよう窓口負担問題、保険証の交付問題を担当部課と詰め

を行い、具体的に解決してほしい」と求めました。 
 副知事は南海地震対策については最優先課題として取り組む姿勢を示し、伊方原発の再稼動に

ついてはストレス・テストの結果を県としてそのまま受け入れることはしない。県民の安全を守

る立場で合理的な説明を四国電力に求めていくと表明しました。実行委員会からは、原発事故の

避難計画を作るよう強く求めました。 
２）教育委員会交渉では、中沢教育長は高校授業料の無償化の継続を政府に強く求めていく姿勢

を表明しました。実行委員会からは、文科省が予算要求している給付制奨学金の実現、高校版就

学援助制度の創設を強く求めました。 
中沢教育長は、学校図書館の充実については引き続き力を入れていくと表明し、県市の合築図

書館問題では基本設計の中間報告を１２月県議会までにまとめ、１２年２月中旬をめどに県内３

ヶ所で住民説明会を開催すると表明しました。実行委員会は、基本設計の３Ｄ表示や高知市内で

の複数日開催を求め、教育長は検討を約束しました。また、運営面での意見はいつでも聞く姿勢

を示しました。 
小中高一貫の寄宿舎付き知的障害特別支援学校の高知市内への設置に関して教育長は、児童数

の推移を見ながら検討すると表明しました。 
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３）交渉当日に回答のあった重点項目については、後日文書回答がありましたが、それ以外について

は文書回答がありませんでした。要求書の前文で文書回答を求め、秘書にも強く求めましたが、今年も

重点項目のみでした。 

全項目文書回答を得るためには、例えば県社保協は事前の交渉で文書回答を得ており、各団体が

事前交渉で文書回答を得るという積み上げも重要となっています。 

また、当日の交渉項目をもっと絞り込んではどうかという意見が出されました。副知事も交代したことも

あり、今後の交渉のあり方については引き続き協議していくこととしました。 

昨年度まで教育委員会側から出されていた交渉形態（県教組組合員の参加の扱い）については、

今年度は何らの注文もなく、従来どおりの扱いとなりました。 

 

３．南海地震対策では県と２回話し合いを持ちました。 

県へは大項目５項目、小項目３７項目の要求を提出しました（①全般 8、②避難及び避難場所

10、③医療・福祉関係 4、④伊方原発関係 8、⑤その他 7）。 

６月１６日の交渉には、国民大運側から１３名が参加し、県庁側は危機管理部などから、危機管

理課長など４名が対応しました。 
県としては、東日本大震災を踏まえ、南海地震対策の加速化と抜本的な強化という方針を出し

ており、その中で平成２３当初予算の見直しや、優先課題の洗い出しなどを行い対応していく、

また、国に１２項目に渡る要望をしたと回答しました。 
懸念される通信連絡網の対策も、地上と衛星など複数の情報網を確保している、また、３月１

１日以降、６名の職員を東北地方へ派遣し、南海地震時に速やかに対処するため、来年度から非

常勤を含めた２４時間の対応を検討中と回答しました。 
会からは、防災文化の形成、避難ビルの確保、女性の視点を入れた県の計画の策定を求めまし

た。 
９月１４日、高知県と 2 回目の話し合いを行いました。積み残しになっていた土木関連や医療、福祉関

連の分野について行いました。国民大運側からは１３名が参加し、県庁側は土木部や医事薬務課などか

ら課長をはじめ多数が対応しました。 

話し合いでは、東日本大震災を受け、津波対策の抜本的強化など必要な見直しを早急に行うというこ

とが表明されました。防波堤については、津波、液状化による影響を再調査し、できるだけ破損を防ぐこ

と。国道など主要な幹線道路については、国交省とも話し合い、交通網の確保のため、8 の字ハイウエー

など代替道路の建設を含め対応する、と回答しました。 

また、地盤の液状化の危険性を調査し、ハザードマップの作成や対策を取ること、特に避難ビルの液

状化対策の強化などを求め意見交換を行いました。 

個人住宅の耐震診断、耐震補強の推進については、国の３０万円の上乗せが３次補正で通っても９０

万円。設計費の２０万円入れても、液状化対策までは回らない点を指摘。震災後の仮設住宅の建設、事

前の高台移転含めて、総合的な検討を要請しました。 

災害時の医療に関しては、現在指定されている災害拠点病院の浸水、津波対策の遅れを指摘、交

通、通信網の確保などについて意見交換しました。ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）などの急性期の医療

対応に加え、慢性期の対応を強く求めました。 
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危機管理については、支援物資、医療支援などの状況と各避難所等の被害、被災状況、需要を把握

し、対応するように検討していると回答がありました。 

更に、実行委員会側からは病院での食料、医療品の備蓄への補助の新設、原発事故を想定した放射

線治療の専門医の養成、配置の検討を求めました。 

 

４．伊方原発の再稼働問題等で次の活動をしてきました。 

①６月２１日四国電力に伊方原発の再稼動反対、全基廃炉など１０項目に渡る要求を提出し、話し合

いを行いました。大運動の参加者は、６名、高知支店側は七宮総務部長以下４名でした。 

四国電力側は、福島第一原発事故を受け「津波対策、電源確保の対策」を取ったことを強調、「伊方原

発は固い岩盤の上に建っており５７０ガルを想定し安全を確認している」「福島第一で地震による破損が

あった等の新たな知見がでれば、対応する」と答えました。 

自然エネルギーへの転換について、太陽光、風力発電などを推進しているとしながらも、「安定性、環

境対応、経済性の３点から原子力が一番適合している」と答えました。また、夏の電力見通しでも現在休

止中の伊方３号機が稼動しなければ、予備率は１．２％となると早期再開の重要性を強調しました。 

依然として安全神話にしがみつき、従来の原発依存の政策を変えようといしない四国電力の姿勢が浮

かび上がりました。 

②伊方原発の再稼働反対等の要求項目で県交渉を３月１４日と５月８日に行いました。 

 ４月 13 日の交渉で県側は、「国の防災指針の見直しもあり、PPAといわれる防護区域が 50 キロ

メートルまで拡大され、四万十市や梼原町の一部が入ってきた。防災計画の見直しも必要である

し、一旦重大事故が起きれば大きな被害を及ぼす。四国電力との安全協定については締結する方向

で研究をしたい」と答えました。 

 伊方原発３号機の再稼動問題について県側は、「国の安全審査や四国電力の取り組み、愛媛県、

伊方町の判断を受けて、県独自に判断する。四国電力とは勉強会をして、情報の収集、把握をし

ている。これまで５回開催した」と答えました。 

 会側からは、「ストレステストの 1 次評価だけでは不十分。また、暫定基準、新基準とは言っ

ても２日でまとめたもの」「国の判断を受けてと言う姿勢では、これらの基準を認めてしまうこ

とになる」「福島第 1 原発の事故原因の究明もなされていない。政府の検討会の地震、津波高の

１次報告も新基準には反映されていない。県として現時点で再稼動は許すことは出来ないという

態度に立つべき」と迫りました。 

 また、「県として独自の判断をするためには外部の専門家に委嘱するなり、４県そろって安全

協定を締結し同じ土俵に立った上で、愛媛で組織している専門家も入れた四国レベルの対応をす

るなり検討してほしい」と要望しました。これらについて、「持ち帰り検討させてほしい」と課

長が答えました。この交渉を受け３項目の再要望書を県に提出しました。 

 ５月８日の交渉では安全協定に関して県側は、事故後の情報提供等に関する協定については結ぶ

意志はあるが事故前の例えば再稼働問題などに関する協定は結ぶ意志はないと述べました。 「高

知も一旦事故になれば大きな影響を受ける」としながらも、「高知も地元」との判断には立ち切

れていないことが浮かび上がりました。  

 再稼働に関しては、政府の安全審査、四国電力の取り組み、愛媛県などの判断を受けて、言う
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べきことは言う（それで十分）という姿勢に終始しました。 

 会側は、「県民の安全を守るため言うべきことを言うというのは当然のこと。問題は、言った

ことを四国電力に受け入れさせる手段があるかどうか。株主の立場での働きかけも必要。そして

安全協定による縛りも必要。大阪維新の会の主張と同じ立場は取れないのか」と迫りました。 

 県側は、維新の会の提案した８項目の中で新たな規制機関の設置、新たな安全基準の策定、そ

れに基づくストレステストの実施についてはすぐに必要との姿勢を示しました。しかし、「現在、

原子力安全委員会は休止状態。新たな規制庁発足の目途は立っていない。ということは、現時点

では伊方原発の再稼働は認められないという立場と受け取って良いか」との質問には明確に答え

ませんでした。県としての政策変更と部長、知事との話し合いの場の設定を再度求めています。 

 

５．１２月１６日には、国民大運動、革新懇、平和委員会、食健連、県教組の５団体共催で「放射能汚染と

どう向き合うか」の学習講演会を愛媛医療生協の曽根康夫医師を講師に開催し、低線量被曝の危険性

などについて学習しました。 

２月１８日には、国民大運動実行委員会も加わった５団体共催で「社会保障と税の一体改革」の学習会

を日本共産党の大門みきし参議院議員を講師に開催し、２６０名の参加で成功させました。 

 

６．労働組合、民主団体等でつくる同実行委員会の主催で０９年の年末から始めた「くらしあったか

村・何でも相談会」の活動も、１１年１２月で３年目となりました。 

県下５箇所で相談６３件、スタッフ１６９人以上（弁護士 7 人、司法書士 6 人、労金 5 人含む）の参加で

成功させました。 

実行委員会参加団体は勿論、弁護士、司法書士等との横の連携を強化し、全県下的な広がりも作り出

してきました。 

高知県、高知市の後援を取り、労働局、高知市の窓口にチラシを設置し、県（雇用労働政策課）

のＨＰにリンクを張ってもうなど、より広く相談窓口の存在を知らせることが出来ました。 

 

７.県知事選挙をめぐっては、革新県民連合を中心に対応をしてきました。１１年に入り常任幹事会を１回、

幹事会を４回開催し、県政についての報告や意見交換を行ない、県民要求を実現し地域課題を前進さ

せる立場で検討を重ねてきました。 

その結果、個々の政策での不十分さ、また、教育行政や図書館の県市合築問題におけるトオプダウン

の手法や管理統制の強化などが見られるものの、全体としては運動の繁栄もあり、県民との対話の姿勢

や中山間地対策の強化など評価でき、次の４点で意見集約をはかりました。 

①革新県民連合としては、今回の知事選挙に候補者は立てない、②尾﨑県政に対しては、良い

面は伸ばし、そうでない側面については厳しくチェックする立場で今後４年間臨んでいく、③今

後も県政の浮揚、特に地域を守る立場から積極的な提案を行っていく立場を堅持する、④将来の

知事選挙については、情勢と運動の進展に応じて柔軟かつ原則的に対応していく。 
革新県民連合として声明をまとめ、10 月 25 日に日本共産党高知県委員会と共同記者会見を開

催し、見解の表明を行いました。 
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８．各課題別共闘でも多彩な運動が展開されました。 

①高知県食健連（食糧と健康、地域を守る高知県連絡会）は、１１年 5 月に再建されて以降、TPP 参

加反対の宣伝署名、県下の首長賛同運動などを行ってきました。 

  １１月 15 日には消費税廃止各界連絡会と共催で自動車パレードに取り組み、40 台の車で市内を３コ

ースに分けて宣伝、テレビで取り上げられるなど大きくアピールしました。2 月 25 日には、グリーンロードで

宣伝署名行動に取り組み、テントを張りゼンザイや JA の柚子ジュース、農民連のポンカン、レモンの提供

などを行い、TPP 参加反対をアピールしました。 

 ４月１８日に県選出国会議員６氏に TPP 参加反対での共同の申し入れをしました。 

②社会保障と税の一体改革反対の取り組みでは、消費税廃止各界連絡会、消費税をなくす会、後期高

齢者医療制度の廃止・社会保障と税の一体改革に反対する実行委員会、社保協などを中心に、署名宣

伝、自動車パレード、集会、学習会の開催、政党・県選出国会議員要請、議会請願行動のなど共同した

取り組みを前進させてきました。 

③原発再稼動反対などの問題では、立場の違いを超えた幅広い団体で「原発をなくす高知県民連絡

会」準備会を作り、10 月 29 日に集会・パレードを実施。12 月 26 日には、県交渉、四電への申入れを行い

ました。 

  東日本大震災から 1 年になる３月１１日には、丸ノ内緑地で「原発さようなら高知集会」を開催し、１１００

人以上が集まりました。集会の趣旨に賛同する１０２団体と１８氏が集会の成功を呼び掛け、四万十市から

もマイクロバス２台で駆けつけるなど、文字通りの県民集会となりました。 

「虹色くじら」（疎開ママの会）、元東京電力職員、伊方原発差し止め訴訟弁護団、脱原発四万

十行動の代表が訴えを行いました。 
 ４月１３日には、「原発をなくし自然エネルギーを推進する高知県民連絡会」（原発をなくす高知県民連

絡会）が、１００を超える団体が結集して結成されました。結成総会には１３０名を越える県民、各団体の代

表が参加、伊方原発差止訴訟団の薦田信夫団長が記念講演、会の名称や役員体制を確立し、伊方原

発再稼動阻止、瓦礫処理問題などにとりくみながら、日本中の原発をすべてなくすために継続的、勢力

的に活動して行くことを確認しました。 
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２、情勢の主な特徴 
 
（１）全国情勢 

民主党・野田政権は、09 年の政権交代に示された国民の期待を裏切り、輸出大企業の国際競争力強

化を最優先とする新自由主義・構造改革路線に完全に先祖返りしました。 

財界とアメリカの意向を最優先にし、ＴＰＰ参加と消費税の引き上げ、原発再稼動、普天間基地の辺野

古移転を政権の至上命題としています。 

加えて、「一票の格差是正」を「口実」にした比例定数削減などの選挙制度改悪や、国の地方出先機

関の地方移譲など、民主主義軽視や公務公共サービス切り捨てにも前のめりになっています。 

野田内閣は経団連などの要望に沿う形で、①震災復興を大企業のもうけの場とする、②消費税増税と

社会保障給付削減を同時に進めて企業負担を軽減する、③農業、医療、環境などを新たな成長分野と

して市場化や自由貿易を促進する、ことの３点を柱に「日本再生のための戦略」を取りまとめるとしていま

す。 

 野田首相は、「不退転の決意」で消費税引き上げを実現するとして、「社会保障と税の一体改革」

に関わる１１法案を特別委員会で一括審議して強行しようとしています。 
 しかし、民主党内にも消費税増に反対する勢力があり、自民党もそもそも消費税引き上げ賛成

であることから、民主の分裂・政界再編、民自の大連立の可能性もあります。 
 原発再稼動、TPP 参加、普天間基地移設問題も絡み、６月 21 日の会期末をにらみながら、解

散総選挙必至の情勢となっています。 
 消費税増税を決定する前に解散総選挙で国民に信を問えの世論を大きくして行くことが求めら

れます。 
 
（２）県内情勢 

１）賃金、雇用、県民生活の状態 

①２０１０年国勢調査によると高知県の人口は、764,281 人と 5 年前と比較して 32,011 人の減少

で、減少率はマイナス 4.02％となっています。 

 15 歳以上人口は 665,688 人。そのうち労働力人口は 363,786 人で労働力人口比率は 54.6％とな

っています。完全失業者は 28,011 人、完全失業率は 7.7%となっています。 

②2010 年度の就学援助率は 23.28％（昨年 22.40％）となっています。高知市は 31.76%（30.87％）

と高率となっています。 

2011 年 3 月現在の高知県の生活保護率は平均で 26.3、高知市は 36.0、室戸市は 53.6 となって

おり、全国平均の 13.8 と比較して約 2 倍となっています（単位はパーミリ。1000 分の 1）。高知

市は 12 月議会に生活保護世帯の増加に伴う保護費７億７千万円を増額補正しました。 

③高知県の賃金の状況は所定内賃金で東京の７割弱、四国では最低となっています。賞与は東京

の５割。男女格差が比較的小さいのが特徴です。労働時間は全国平均と比較して所定内が長く、

所定外が短いのが特徴です。 
2011 年度の「賃金基本統計調査」（10 人以上規模の常用労働者対象）の速報値によると、高知



 - 11 - 

県の所定内給与の平均は 247,700 円となっています。ちなみに徳島県 270,600 円、香川県 273,200

円、愛媛県 252,700 円となっています。 

④本年３月の県内の有効求人倍率は、0.64 で H4 年 12 月以来 19 年 3 か月ぶりの高率となってい

ます。しかし、正社員有効求人倍率は0.29 と低く、新規求職者数も前年同月比で 9.9％減の 5045

人と 3 か月連続で前年同月を下回っています。就職をあきらめる人が増えたことにより、有効求

人倍率が見せかけの上で上がっていることが伺われます。 

⑤高知県の 2009 年度の県民所得（個人給与と企業所得の合計）は、201万 7 千円で初めて全国最

下位となりました。農業などの 1次産業、公共事業の減少、高齢化などが影響しています。 

⑥今春の高卒者の内定率は、３月末現在で 89.2％で前年比 1.8％減、県内就職比率は 57.1％とな

っています。県外求人数の減少など依然厳しい状況が続いています。 

 大卒内定率は 87.7％で昨年より 1.4％改善しました。県内内定数が 26.5％増えるなど県内志向

が強くなっています。 

 

２）２期目を迎える尾﨑県政の特徴と課題 

尾﨑県政は昨年 12 月、無投票で再選を果たし２期目をスタートさせました。 

産業振興計画、健康長寿県構想、教育振興計画、中山間地対策、南海地震対策の 5 大政策を掲げ、

具体的評価が問われることになります。 

尾﨑知事は 12 月議会で、少子高齢化・人口減少の中、「時代を生き抜く処方箋」を全国に先駆けて示

し、「課題先進県」を目指す、そのために「絆のネットワーク」を構築すると所信を述べました。 

県が昨年行った「県民世論調査」によると、産業振興計画で進んできたと思う取り組みについては、①

「地産外商の加速化」52.2％、②「観光の推進」51.0％と、この２項目の比率が特に高く、③「地産地消の

徹底」30.4％、④「県内での『ものづくり』の推進」19.7％と続いています。一方、「わからない」とする回答

が20.2％でした。 

また、産業振興計画の推進のために充実させるべき取り組みについては、①「新エネルギーを産業に

生かす取り組み」30.0％、②「６次産業化の取り組み」29.8％、③「ものづくりの地産地消の取り組み」

29.6％、④「県外での高知フェアの開催や商談会への出展による外商の取り組み」28.6％、⑤「観光客誘

致の取り組み」27.0％となっています。 

一方、高知新聞社が一昨年末行った県民世論調査で県政の優先課題を見ると、「雇用対策」54.3％、

「保健・福祉・医療対策」35.1％、「少子高齢化対策」19.5％、「過疎・中山間対策」14.2％、「農林水産業

対策」14.1％、「教育改革」12.0％の順となっています。 

第 2 期産業振興計画では、4 年後の数値目標を設定しています。製造品出荷額等を 5000億円超にす

ることを掲げ、新規の工業団地の造成、企業立地を進め高校生の県内就職率の 72％への引き上げ、新

規雇用の 1300 人の上積み等をめざすとしています。 

１０年後の高知県の大まかなイメージとして「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働

ける高知県」を掲げていますが、県が速報値を発表した「中山間集落住民調査」（昨年夏から実施）による

と 93％の住民が集落に愛着を感じる一方、75.1％が 10 年後には集落が「消滅または衰退する」と予測し

ています。ちなみに 2010 年の中山間人口は 311,790 人で 1960 年と比べて 225,537 人減少しています。

率にして 42.0%の減少です。 
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ＴＰＰ参加問題と関連して農林漁業の高知県の特性に合った振興は待ったなしであり、一次産業や医

療・福祉分野など高知県の強み、成長産業で雇用を具体的にどう生み出すのかが課題となります。 

それらの課題に加え、南海地震対策が最優先課題となります。内閣府の検討会は昨年 12 月 27 日、東

海、東南海、南海地震が連動した場合の想定震源域を従来の約２倍に拡大し、地震の規模を東日本大

震災と同じマグニチュード（Ｍ）９・０に引き上げる中間報告をまとめました。また、同検討会は本年 3 月 31

日に「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について」の一次報告をまとめました。県下の沿岸

部の多くの自治体で津波の最大高が２０メートルを超え、黒潮町では 34.4 メートルと予測されています。 

県民の命を守るため、最大限の被害想定を基に避難計画、対策等を早急に見直すことが求められま

す。 

この 1 月に伊方原発の全機が停止し、全国的にも５月５日に全機停止となりました。安全性の担保がな

い現段階で再稼動をさせないための対応、過酷事故を想定しての避難計画など、従来方針にとらわれな

い見直しが厳しく問われます。原発依存から脱却し、自然エネルギーに転換することも求められていま

す。 

県は本年度予算を前年度比 0.1％増、4340 億円の積極型で編成し、第 2 期産振計画、南海地震対策

の抜本強化、バージョンアップした日本一の長寿県構想、教育振興基本計画の推進、インフラ整備の５

つを柱に中山間地対策を全庁横断的に進めるとしていますが、地域の厳しい現実が突きつけられていま

す。 
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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、原発予算、政党交付金などの削減、大企業、大資産家優遇税制の是正により

財源を確保し、消費税増税によらない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。労働者派遣法の抜本的な改正。公契約条例の

制定。 
②後期高齢者医療制度の即時廃止。７５歳以上の窓口負担の無料化。現役・家族の２割負担。子ども

の医療費助成の引き上げ、高校生まで医療費無料化を。療養病床の削減反対。高い国保料の引き

下げ(国庫負担の増額)。保険証の無条件交付、窓口での留め置きの中止、短期保険証、資格証の

発行中止。国保法４４条による医療費減免制度の改善（ハードルを低くし使える制度にせよ）、制度

の周知と適用拡大。国保の広域化、県単位の運営化反対。生存権侵害に及ぶ保険料滞納者へ

の「差押え」の中止。建設国保を守れ。医療、介護労働者の待遇改善と増員を。 
②介護保険の改悪反対。介護療養病床の廃止・削減の撤回。特養入所待ちの解消。安心できる介護

サービスの充実。 

③障害者自立支援法の廃止。応益負担、利用者制限の撤廃。 

④県内の医療、介護の提供体制の充実。構造改革路線に基づく「地域主権改革」反対。住み続けられ

る街づくり、地域作りを。 

⑤消費税引き上げによらない最低保障年金制度の確立（現在の無年金・低年金者にも適用）。「消え

た年金」問題の早期解決。年金額の引き下げ、支給開始年齢の引き上げ反対。 

⑥生活保護制度の改善。老齢加算の早期復活。生活保護水準以下の世帯の制度適用。窓口業務の

改善。 
⑦就学援助制度の拡充、学費負担の軽減。中学校までの直営・自校方式での給食完全実施と無料

化。貸与制奨学金制度の創設。 

⑧保育・子育て新システム反対。公的保育を守れ。保育所の統廃合、民間委託反対。保育所への入

所待ちの解消。 

⑨第三次男女共同参画プランに基づく各市町村ごとの実効あるプランの確立。政策決定分野へ

の女性の参画。第三次プランの重点項目の防災分野での男女共同参画の推進。 

⑩妊婦検診・こどもの医療費・ワクチン接種の完全無料化拡大。 

⑪失業保険の拡充。若者雇用、中高年、障害者雇用の改善。 

⑫消費税の引き上げ反対。法人税減税の撤回、大企業・大金持ち優遇税制の是正を。 
⑬３０人学級の実現 
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⑭学校、保育所、郵便局、国の出先機関等の統廃合反対。 

⑮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。住宅リフォーム助

成制度の実現。 
⑯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。県土の軍事化反対。 
⑰東日本大震災の被災者救援の抜本的強化と被害の早期・完全補償。構造改革路線によらない

被災者の生活と雇用、営業、地域の早期の再建。 
福島第 1 原発事故の徹底的な原因究明、地震・津波被害の新知見も取り入れた新たな安全

基準の策定。新体制、新基準に基づく原子力規制庁の発足。脱原発、再生可能エネルギーへ

の転換を明確にしたエネルギー需給計画の策定。 

⑱南海地震対策の抜本的な見直し。伊方原発の再稼動反対。廃炉計画の策定。 

 

３）国民大運動が提起する行動に結集し、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東日本大震災の救援・復興と南海地震対策の抜本的な見直し、伊方原発再稼動に反対し、自然

エネルギーへの転換を求め、県民の命と健康、生活を守る取り組みを強めます。 
 県交渉、四国電力交渉を引き続き行います。 
②社会保障の改悪に反対し、地域から様々な形の貧困をなくす世論と運動を強めます。 
反貧困の「何でも相談会」を実行委員会形式で実施します。 

③TPP 参加、社会保障と税の一体改革、原発再稼動、普天間基地移設問題の 4 課題で、国民のい

のちと安全、生活と地域を守る大きな共同を作り出していきます。 
そのために、国会情勢を見ながら「県民集会」を開催します。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。 
④住民、県民本位の高知県政、高知市政の実現をめざします。 
 
２）県交渉の実施 

①来年度予算に関わる県交渉（副知事）、教育委員長交渉を行います。実施月については、予算編

成の時期との兼ね合いで効果的な時期を検討します。 

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、国民大運動の対県交渉に持ち込む要求課題を整理します。 

③毎月の世話人団体会議等で県政課題や予算の仕組み、制度政策についての学習会を実施します

④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。 
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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。 
 
 

４、当面の日程 
 
１．県民集会 

   

日時   ５月２５日（金） １８：００～ 

  場所   高知市役所前 

主催   国民大運動県実行委員会、消費税廃止県各界連絡会、消費税をなくす高知県の会、 

県社保協、県食健連、県平和委員会、県革新懇 

参加規模  ５００名 

 

２．世話人団体会議（県政学習会を兼ねる） 

日時  ５月２２日（火） １３：００～１５００   

 場所 県教組会議室 
 講師 岡田和人氏（日本共産党高知県委員会） 
    「１２年度予算に見る高知県の課題」 
 
３．国民集会 

日時   ６月２３日（土） １２：００～１５００   

 場所  東京明治公園 
 参加体制 各団体の取り組みで高知県から５０名の参加を目指す。 
      派遣カンパに取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




