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第１号議案  ２０１７年度活動の総括 

 

１ 活動の経過 

 国民大運動実行委員会という組織は、中曽根臨調に対抗し、「軍事費を削って、くらしと

福祉・教育の充実を」の対案（「もう１つの道」）を示すものとして全国的に作られた組織

です。 
高知県の特徴は、この大きな方向の下に様々な要求団体が作られ活動し、かつ、近年の

原発、安保法制反対などでの運動の広がりを反映して「市民と野党の共同」の運動団体と

も連携して運動を展開している点です。 
 そのため、前面に出てあらゆる活動を引っ張るという場面は少なく、要求諸団体、共闘

組織との役割分担がしばしば話題になりますが、目的は「自民党流の政治」に対する対案

を示し、政治を変えることであり、大局的に運動の前進を見ることが大切です。 
共闘の広がりをしっかりと支える役割が重要です。 

 地域要求の実現の観点から、県交渉を重視し、要求諸団体の要求運動を束ねることが任

務となっています。 
 そして、それを４年に一度の知事選挙に向けて政治団体である「革新県民連合」（革新・

平和・躍動の高知をつくる県民連合）との連携を強化して行くことが求められています。 
 安倍９条改憲阻止の運動では、全国市民アクションが提起した「３０００万署名」の平

和委員会側のまとめ役を国民大運動で引き受け、集約を行っています。同時に、平和運動

センター側との調整役も果たしています。 
 また、市民と野党の共闘の前進のために役割を発揮してきました。 
 
１．世話人会議など機関会議 

 

省略 

 

 

２．主な取り組み 

 
省略 
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２ 対県交渉 

   
１２月１日に、国民大運動として岩城副知事並びに田村教育長と交渉を行いました。 
この間、県交渉を１日だけの「行事」に終わらせないために、①各加盟団体、要求団体

の交渉を事前に行い、その積み上げの上に国民大運動の県交渉を行う、②要求の練り上げ、

体系化をはかる、③出来るだけ当事者が参加し、現場の生の実態、要求を県側に伝えるこ

とを心がけてきました。食健連が初めて１次産業関係の各課との交渉を行い、県交渉に繋

げました。県社保協は、３年ぶりに「くらしと医療を守るキャラバン」を実施、また、国

民大運動で県の課長、課長補佐を招いて２度医療関係の学習会を行い（８月２日地域医療

計画、１０月１２日国保の県単位化）、県交渉に繋げました。 
今年度は、昨年のあったか村相談会のつながりを生かし、子ども食堂高知からも参加し

てもらい、副知事、教育長が子ども食堂を見学すると約束をしました。教育長等が２月２

１日に子ども食堂高知の「水曜校時」を見学しました。子ども食堂を入口に様々な形の貧

困をなくす取り組みにつなげて行くことが課題です。 
 また、社保キャラバンでの自治体との懇談を基に、生活再建型の国保税の滞納対策を求

め、実態アンケートの実施を約束させました。 
  ＊なお、交渉の重点項目とやりとりの概略は別紙資料の通りです。 
 

３ 市民と野党の共同と安倍９条改憲 NO!３０００万人署名の推進 

 

１．市民と野党の共同の発展 

 

 昨年度の総会では、「憲法明文改憲と草の根の運動」と題したシンポジウムを開催しまし

た。コーディネーターを国民大運動の田口朝光代表世話人が務め、パネリストに県革新懇

益善一事務局長、こうち九条の会の谷脇和仁事務局長、元気に暮らせる香美市・みんなの

会宮地崇夫役員にお願いしました。 

 その中で、県内１９組織・運動団体を１．統一戦線組織（政治を変える）、２．共闘組織

（課題横断的組織）、３．個別課題・１点共闘の組織に分類する見方を提起しました（後段

資料を参照）。そして１９８０年の共産党排除の社公合意（全野党共闘路線を否定する非共

産非自民の共闘。本質的は非共産の野党分断）路線の克服過程が、「市民と野党の共闘」で

あり、政党としては共産党のみの「革新統一」形態から、立憲的な野党がそろった市民と

の共闘（「市民と野党の共闘」）という「新たな統一戦線」の時代に差し掛かっていると提

起しました。 

 また、高知型の共闘の特徴（①フルラインで要求組織がそろっている、②高知憲法アク
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ションという恒常的な市民と野党の共闘組織が存在する）を示し、地域での「総がかり的

な運動の推進」（それぞれの組織が各地域組織の確立を目指すとともに、まず、地域の各組

織が寄り集まって運動を推進する形態）を提起しました。 

 また、総がかり的な運動の資料として、各組織の県下各地域の一覧を提示しました。 

 ３０００万人署名の中で生まれた南国市民アクションは、個別課題・１点共闘組織型の地

域での総がかり組織と言いえます。様々な形態の総がかり共闘の地域での展開が、更に県

段階の共闘、国政選挙での統一を強固にする関係にあると言えます。 

 

２．安倍９条改憲 NO！３０００万人署名の取組み 

 

２０１４年１２月に「戦争させない・９条壊すな！総がかり実行委員会」が発足。翌年

９月に戦争法が強行成立させられたのを受け、「戦争法廃止の２０００万署名」を提起。全

国で１６００万筆、高知県で２０万筆を集めました。 

２０１７年になり、５月３日の憲法記念日の安倍首相の「改憲前のめり発言」等を受け、

９月８日、「安倍９条改憲 NO！全国市民アクション」が発足、１８年５月３日までに「安倍

９条改憲 NO！３０００万人 7 署名」を集めることを提起しました。その宣伝材料として憲

法アクションでは、独自チラシを３万５０００枚、大判ポスターを５００枚作りました。 

高知県でもそれを受け、より幅広い「憲法アクションを超える憲法アクション」の結成

を目指して活動。１月２３日に「３０００万人署名の経験交流会」（自治労会館、43 人）を

開催し、署名実行委員会を結成しました。 

２月１１日の２・１１「建国記念の日」に反対する集い（３回目の統一集会。６０人、

人権啓発センター６F）を署名推進の飛躍台と位置付け開催しました。 

また、２月４日には、こうち九条の会が「３０００万人署名」交流会（５０人）を開催。

１月３１日には、南国アクションが発足し、１万世帯へのチラシ・署名・返信用封筒配布

とその後のローラー作戦など地域での署名運動を活発に展開しています。 

 県労連と県革新懇は、連続的に県労連カーでの流し、辻立ち宣伝を行っています。県労

連は独自に、地域への返信用封筒を付けた署名、チラシ配布を行いました。南国、香美等

の地域では、共同の宣伝を行い、世論喚起を行っています。南国方式が、須崎、安芸市に

も広がっています。 

 

  団体名 3000 万人署名の到達 2000 万署名の到達 

  総計 ４８，５１０ 83,７４０ 

    

 各団体内訳  省略 
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３．２０１９年参議院選挙の統一に向けた取組み 

 

２０１５年参議院選挙、２０１７年衆議院選挙での野党共同候補擁立の経験から、２０

１９年の参議院選挙は候補者擁立の段階から市民と野党の共同で行うべきとの声が各政党、

関係者から出され、憲法アクションでその方向で調整を図ってきました。 

１９年選挙も高知・徳島合区の選挙になるため、両県の市民団体が先行して調整するこ

とが望ましいとの意見が出され、３月２日に高知憲法アクションとオール徳島との第１回

目の懇談を持ちました。その懇談を受け、高知では４月７日には立憲民主党、４月１３日

には民進、新社、社民、共産の各党幹部と憲法アクションの事務局メンバーが懇談し、候

補者擁立段階から市民団体を仲介役として調整をはかることを確認しました。 

５月７日にオール徳島との２回目の懇談を持ち、両県の情勢交流を行うと同時に候補者

統一へ向けた話し合いを持ちました。 

これと並行して県内政党、県議会の野党会派、県選出野党議員間の話し合いも行われ、

国政選挙での統一とともに県議選レベルでの調整も進められています。 

 

４．２０１９年県知事選挙、高知市長選挙に向けた取組み 

  

2019 年 11 月に予定される県知事選挙、高知市長選挙へ向け、4月 4日には国民大運動と

革新県民連合の合同の会議を持ち、県政評価とこれまでの知事選挙対応について意見交換

をしました。 

4 月 19 日には県革新懇と民主市政の会との合同の会議を持ち、市政評価とこれまでの市

長選挙対応について意見交換をしました。 

間近になっての対応にならないよう、定期的に話し合いを持つことを確認しました。ま

た、国民大運動の総会では福田善乙高知県立短期大学名誉教授を講師に高知県政について

の学習会を計画、更に県革新懇、民主市政の会と合同で中山徹奈良女子大学教授を講師に

「市民共同自治体」についての学習会を準備しています。 

 

【資料】 

１．統一戦線組織（政治を変える） 

①革新懇（政党としては共産党型+民主団体） 
②革新県民連合（知事選挙を戦う組織。政党としては共産党型+民主団体） 
③民主市政の会（高知市長選挙を戦う組織。政党としては共産党型+民主団体） 
④立憲・平和・共生県民連合 高知（国政選挙を戦う組織。４野党+市民団体） 
２．共闘組織（課題横断的組織） 

⑤国民大運動実行委員会（県政課題：政党としては共産党型+民主団体） 
⑥高知市民の会（高知市政：政党としては共産党型+民主団体） 
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⑦高知憲法アクション（政治課題：４野党+市民団体） 
※地域での「戦争法廃止の共闘組織」の存在 
３．個別課題・１点共闘の組織 

⑧子どもと教育を守る高知県連絡会（子連） 
⑨消費税廃止高知県各界連絡会（消費税廃止高知県各界連） 
⑩消費税をなくす高知県の会 
⑪高知県社会保障推進協議会（県社保協） 
⑫高知県高齢者運動連絡会（高運連） 
⑬高知県保育運動連絡会（高保連） 
⑭高知県母親運動連絡会（県母連） 
⑮高知市生活と健康を守る会（高知市生健会） 
⑯人権と民主主義、教育と自治を守る高知県共闘会議（人権共闘） 
⑰働くもののいのちと健康を守る高知県センター（いの健センター高知） 
⑱食料と健康、地域を守る高知県連絡会（高知県食健連） 
⑲高知県原水爆対策協議会（県原水協） 
⑳高知県平和委員会（県平和委員会） 
21 憲法改悪阻止高知県各界連絡会議（高知憲法会議） 
※⑧～21 は、政党としては共産党型+民主団体・個人 
22 こうち九条の会 党派を超えた個人加盟の団体 
  2004 年 12 月 19 日結成 
23 郷土の軍事化に反対する高知県連絡会（１５団体） 
24 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） 
※23～24 は４野党+市民団体・個人の組織。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

４ 衆議院選挙の総括 

 
１．野党共闘の前進と２区での歴史的勝利 

 
選挙結果は次の通りです。 
１区 松本 25542 中谷 81675 大石 45190 
２区 広田 92179 山本 71029 
   広田・松本計 117721 37.30％ 
 
２．野党共闘の力と可能性 

高知憲法アクションは、昨年４月に衆議院選挙に当たっての２３項目の政策を発表。民

進党、共産党に候補者一本化を申し入れ。７月に市民と野党の政策討論会を開催。９月２

６日、安倍首相の解散表明を受け、記者発表と民進党、共産党への再度の候補者一本化を

申し入れました。そして、１０月５日、憲法アクションは、１区で共産党公認の松本顕治

さんと２区において無所属の広田一さんと確認書を交わしました。 
この確認書を評価する形で１区では共産党、社民党、新社会党が、野党統一候補の勝利

に向けて協定書を交わした。２区では、同じく民進党、共産党、社民党、新社会党が、協

定書を交わしました。 
 
１区では、元民進党の希望の公認候補が立ち、自民党との「１対１」の構図が作れず、

勝利することはできませんでした。元々、共・社・新社の共闘はボリューム自体が小さな

上、推薦ではなくアクションを仲立ちしたブリッジ共闘であり、限定的と言えます。それ

でも共同通信の出口調査によると、松本氏は、共産党支持層の 89%を固め、社民党の支持

層の約 60％の票を獲得しています。 
 
２区では、広田一氏が、自民候補に２万１千票の大差をつけて勝利しました。高知新聞

の記者対談でも「最大の勝因は、野党の候補者一本化で一騎打ちに持ち込んだことだ」と

指摘しています。同時に、野党共闘の基礎票だけではここまで突き抜けられないとも指摘

しています。 
元々広田氏は、「９・６・３」の勝利の方程式を主張していました。共闘組織の支持の９

割を固める、無党派層の支持の６割を獲得する。保守の３割を崩すというものです。出口

調査の結果は、立憲、共産の 9 割を固め、無党派層の 72.4%の支持を獲得し、自民支持層

から 23.6%、公明支持層から 34.9%を獲得しています。正に、方程式通りの勝利です。 
野党共闘効果（１+１）プラス広田氏の保守層への浸透、自民候補の TPP などでの不評が、

あいまった勝利と言えます。 
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第２号議案  ２０１８年度活動の方針 

 

１ 情勢の特徴 

 

１．憲法９条改憲阻止、憲法を生かす政治への転換を 

 

安倍晋三首相は３月２５日、自民党大会で、憲法改正について「いよいよ結党以来の党

是である憲法改正に取り組む時が来た」と強調し、９条の見直しに触れ「自衛隊を明記し、

違憲論争に終止符を打とうではないか」と呼びかけ、改正への決意を表明しました。 

大会では、９条改正、緊急事態条項の創設など改憲４項目を示しただけで、具体的な条

文の確認にまでは至りませんでしたが、３月２２日の自民党憲法改正推進本部の全体会合

で、９条第１項、２項を維持しつつ自衛隊の存在を明記する憲法改正について、これまで

の有力案から「必要最小限度」を削除する修正案を提示し、今後の対応を細田本部長に一

任しました。 

森友問題における文書改ざん、首相と夫人の関与疑惑、自衛隊日報隠ぺい、元財務事務

次官、財務大臣のセクハラ発言等で安倍内閣への国民の不信感は募り、内閣支持率は急落

しています。しかし、その中でも憲法改正の国会発議に執念を燃やしています。 

文書改ざん、隠ぺい体質は省庁全体に広がっていると言っても過言ではなく、安倍一強

体制のもとで国権の最高機関である国会が行政府によってないがしろにされるという民主

主義の根幹に関わる問題です。 

憲法９条改悪阻止、安倍内閣退陣を求める運動は大きな世論となりつつあります。９条

改憲阻止の３０００万人署名の推進と森友疑惑解明、まともな政治を取り戻す国民運動、

更に「核兵器を地球上から無くすことを呼びかける」ビバクシャ署名と結合した運動が重

要となっています。 

 

２．２０１８年度予算案～防衛費６年連続増 社会保障は１３００億円抑制   

 

安倍政権は、一般会計で９７兆７１２８億円に上る２０１８年度予算案を決定しました。

第２次政権後、当初予算案の編成は６度目ですが、防衛費の異常な突出ぶりと、国民の暮

らしを支える社会保障費を容赦なく抑え込む姿勢がますます際立っています。 

毎年増額を続けてきた軍事費は５兆１９１１億円と過去最大を更新、一方で社会保障費

の「自然増」は今回も大幅にカットしました。 

大企業向けの新たな減税措置も進められ、国民生活を置き去りにして大企業優遇の安倍

暴走政治を加速させています。 
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とくに直撃されたのは生活保護です。一機で 210 億円もするオスプレイは購入しながら、

生活扶助を最大５％段階的にカットし一人親家庭を対象にした「母子」加算も減額し、３

年間で１６０億円も削るとしています。 

2018 年度が新たな中期防衛計画の策定時期になっており、集団的自衛権の行使のための

自衛隊増強がすすめられようとしています。 

 

３．大企業の大儲けのもとで、景気は低迷し破たんが明らかなアベノミクス 

 

４月に日銀総裁に黒田東彦氏が再任されました。異次元の金融緩和をしてきたにもかか

わらず、２％の物価上昇目標は達成されず、「アベノミクス」の破綻は明らかです。日銀の

国債保有額は４５０億円、国債発行残高の４割を超えています。日銀、GPIF（年金積立金

管理運用独立行政法人）が東証一部上場企業の３割以上で筆頭株主になっています。正に

官制相場です。 

大企業の内部留保は４００兆円を超え、第２次安倍政権発足後、約７０兆円も増えてい

ます。富裕層上位４０人の資産が、人口の半分（６０００万人）の資産合計と匹敵する格

差社会となっています。 

しかし、労働者の連続した実質賃金の低下、消費支出の減少が続き、消費税増税負担や

社会保険料などの負担増で、可処分所得は連続して減少しています。個人消費の低迷が経

済成長を押しとどめ、地域経済に影響を与え、地域経済と中小零細企業・事業者を疲弊さ

せています。 

また、安倍政権は米国抜きの 11 か国によるＴＰＰ11 の署名を３月８日にチリで行ない、

通常国会での批准を狙っています。ＴＰＰ11 はＴＰＰを丸ごと取り込み、一部を凍結する

というもので、多国籍企業本位の協定であることに何ら変わりはありません。日欧ＥＰＡ、

日米ＦＴＡとともに警戒が必要です。 

2018 年には国の責任による米の生産調整の中止、直接支払交付金の廃止など戦後農政の

解体攻撃、国民の食の安全・安心・安定供給に対する国の責任を放棄しようとしています。 

 

４．社会保障を切り捨て、道理の通らない消費税増税 

 

安倍首相は、「教育無償化」「幼児教育・保育無償化」を理由に、社会保障費に全額を回

すなどとして、２０１９年１０月から消費税率を１０％に引き上げると明言しています。

８％に引き上げたときも政府は、「引き上げ分は全額社会保障に回す」としていましたが、

実際は大企業や富裕層への減税と、軍事費や大型開発費などに充てられています。 

 社会保障制度を「高齢者中心から全世代型へ」転換するとして、社会保障を解体に導く

「抑制路線」を「全世代型」の看板でごまかし、全世代への負担増・給付減を狙っていま

す。医療費負担、介護サービス利用料の値上げ、「軽度者」向けサービスの介護保険給付外
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し、年金改悪、生活保護費の削減などを強行してきた５年間で、国民が受けた負担増と給

付減は、総額６兆５千億円に達します。 

また、教育費についても、日本は教育への公的支出の国内総生産（GDP）に占める割合が、

経済協力開発機構（OECD）加盟国で最下位で、安倍自公政権下で６００億円も削られてい

ます。 

消費税増税は所得の低い家庭ほど負担が重いもっとも不公平な税です。子育て世代はい

っそう苦しくなるだけです。 

  

５．ニセ「働き方改革」 

 

安倍首相は所信表明演説で「戦後の労働基準法制定以来、70 年ぶりの大改革」だとして

「働き方改革の断行」を表明、アベノミクスの一丁目一番地と位置付けています。 

しかし、その内容は「２度と過労死を生まない」としながら、「月最大 100 時間」「２カ

月～６カ月平均８０時間」の時間外労働を認める「過労死」容認法案と言わなければなり

ません。 

「残業代定額働かせ放題」の裁量労働制は、データねつ造問題などで提出を見送ったも

のの、その親玉である残業代タダ法案の「高度プロフェッショナル制度」の成立はあきら

めていません。この制度は、「年１０４日かつ週４日の休日」を義務付けるだけで、２４

時間、休憩もなく４８日間連続で働かせることも可能となる最悪の「過労死促進法制」と

言わなければなりません。 

「同一労働同一賃金」の実現については、一部手当の改善はあるものの、基本給格差を

容認、格差を固定化するもので均等待遇とは程遠いものです。 

政府の進める「生産性向上」のための「働き方改革」関連一括法案に反対し、「８時間働

けば普通に暮らせる」賃金や働くルール確立の実現を求めていくことが重要です。 

 

 

２ 県内情勢  

 
１．県政評価 

 
私たちは、尾﨑県政について、２０１１年の知事選挙時点において次のような評価をし

ていました。 
①中央と地方の政治的なネジレ状況もあり、中央政治の悪政を県政にストレートに持ち

込む「従来型の保守政治家」ではない、②高知県の抱える現状に向き合い、課題を把握し

対策を立て、それを計画倒れにしない手堅い政治手法を駆使している、③立場の異なる人
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の意見も「聞くところは聞き」、「取り入れるべきところは取り入れる」姿勢を一定持って

おり評価できると同時に、教育、男女平等、リーダーシップの別の側面である行政手法の

強引さなどの点で問題が見られる、と。 
２０１５年の知事選挙に当たっては、２０１２年暮れに自民党政権が復活し安倍内閣に

よって右寄りな政策がすすめられるに従い、憲法改正問題などで政権寄りの姿勢が目立っ

てきたと指摘しました。 
尾﨑知事については、①地域の視点に立った施策も見られるが、全体としては自民党政

治の枠内の政治家である、②自民党政府の復活、自民党の圧倒的多数の県議会の状況とも

相まって中央政府の意向に左右される側面が強まることが懸念される、と指摘していまし

た。伊方原発についても県民の立場で四国電力に疑問をぶつけるとしながら、「原発なくす

県民連絡会」との対応では四国電力の立場からの意見が目立つことが懸念されていました。  
全体としてみて、県民視点で県政の問題点を浮き彫りにし対応策を取るというリアリス

トの側面と、自民党政治と基本的に価値観と政策を共有する保守政治家の側面とを併せ持

っていると言えます。中央政府に対して時に地方の視点で発信力のある政策提言は行ない

つつ、基本線では中央の政策の延長線上にあると言えます。 
 
２．県政をめぐる指標 

 
①国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の人口推計によると、２０４５年の高知県の

人口は現在と比べ３１．６％減の４９万８千人となり、５０万人を割り込みます。室戸市、

東洋町、安田町、大豊町、仁淀川町、大月町、大川村の７市町村で６０％以上減少します。 
６５歳以上の高齢化人口は、２０２５年に減少に転じるものの、６５歳以上の高齢化率

は４５年には４２．７％に達します。１９市町村で５０％を超えます。また、７５歳以上

の人口比率も２５．７％と推計されています。 
県が作成した「人口ビジョン」では、２０６０年の人口を５５万７千人としており、そ

の乖離は大きいものがあります。 
２０１６年の人口動態統計によると高知県の２０１６年の出生数は、4７９０人で５千人

を初めて割り込み、人口自然減は５５３２人となりました。１７年度の出生数は前年比で

若干増加したものの５千人割れが続いています。自然減は１９９０年から２８年間続いて

いることになります。 
人口社会減は、１５年度２２８０人、１６年度で１７７０人、１７年度で１６０５人と

緩和していますが、出生率の低迷と死亡数の増加により人口減少に歯止めがかかっていま

せん。 
県の「集落調査」によると２０１５年の調査時点で１０世帯未満の集落は全体（2360 世

帯。１０年には 2366 集落）の１２．２％となり、特に高かったのは大川村４３．８％、仁

淀川村４２．５％、北川村３７．９％となっています。人口ゼロの集落は９市町村１０集
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落（１０年調査では６市町村９集落）となっており、人口減少は集落や地域の存続を脅か

すところまで来ています。 
高知県は、産業振興計画の推進や集落活動センターの活動が活発な地域では、人口増に

つながっているとしています。 
 
②人口減少下でも経済を拡大させるという位置づけで取り組まれているのが、「産業振興計

画」です。その中心的な考え方が、「地産外商」戦略です。人口減少により縮小する県内市

場を外商により補うという考え方です。 
１次産品に付加価値を付けて県外、更には海外市場に打って出るというもので、地産の

強化、外商の推進、人材確保が柱となっています。 
人材確保策の１つが、移住促進策と各分野の担い手確保対策との連携です。移住促進策、

Ｕ・Ｉターン促進策を展開。２０１７年度の県内への移住者は初めて８００組を超え、約

１２００人に上っています。Ｕ・Ｉターン促進策も活発に展開され、それらが人口の社会

減の緩和につながっているとも言えます。 
 
③２０１５年度の県民経済統計によると、県内総生産は「名目」は２兆３９９７億円で３

年連続プラス。物価変動を除いた「実質」は２年ぶりにプラスに転じました。 
市町村経済統計（２０１４年度）によるとプラス成長は前年度より４つ多い２９市町村

でした。県統計課は庁舎の耐震化、防災施設の整備などの公共投資の増加、産業振興計画

による各分野の産出額増加が伸びにつながったとしています。 
また、２０１７年の県外観光客数は最多の４４０万６３６３人となり、その総消費額は、

１１２６億円で現行の推計方法となった０３年以降最高となったことも押し上げ要因だと

思われます。 
２０１６年度の地産外商公社の外商成約金額は前年度の１・４倍の２８億４８００万円

に伸びています。 
高知県の一人当たり県民所得も 2,530（千円）で全国 36 位となっています（全国平均は

3，07 千円）。 
現金給与総額は毎月勤労者統計によると２００９年から２０１６年にかけて、全国がほ

ぼ横ばいなのに対して、高知県は約３万６千円上昇しています。内訳で見ると所定内給与

が約 1 万 7 千円上昇しているのが主な要因となっています。 
一方、会計調査の勤労者世帯を見ると２０１６年こそ月約９万円上昇していますが、２

０１５年までは減少傾向にありました。消費支出も２０１６年は増加したものの２０１５

年までは２０１２年をピークに減少傾向を示していました。 
 
④２０１８年３月の高知県内の有効求人倍率(季節調整値)は 1.21 倍で、依然高水準を保っ

ています。 
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しかし、分母である有効求職者数は減少、停滞傾向が続いています。 
また、都道府県別では最高は東京都の 2.07 倍、最低は沖縄県の 1.12 倍となっており、高知

県の 1.21 倍は全国では 44 番目となっています。  
都道府県別の正社員有効求人倍率の最高は福井県の 1.54 倍、最低は沖縄県の 0.49 倍で、

高知県の 0.67 倍は全国では 46 番目となっています。 
 
⑤高知県下には「貧困」と呼べる状況が広く広がっています。 
〇２０１５年度の生活保護率は全国が 17.0（パーミル）なのに対して高知県は 28.0（市部

30.2、郡部 17.2）と全国 3 番目の高率となっています（生活保護統計年報。大阪、北海

道、高知、沖縄の順）。 
〇２０１５年度の就学援助率（要保護・準要保護）は小学校で 23.76％、中学校で 29.32％
となっています。全国平均は 14.21％、17.26％となっており、いずれも全国一位となって

います（就学援助実施状況等調査結果）。 
〇２０１５年度の国民健康保険料（税）の収納率（調定額で算出）は、93.36％で全国 12
位（全国平均は 91.45％）、前年度の 92.92％（15 位）からも改善しています。 
 ２０１６年 6 月 1 日現在の滞納世帯割合も 10.8％と全国平均 15.9％より低くなっていま

す（低い方から 6 位）。但し、短期証の発行割合（全世帯比）は 6.2％で全国平均 5.0％より

も高くなっています。また、資格書の発行割合も 2.0％で全国平均の 1.0％よりも高くなっ

ています。 
 ２０１４年度の国保料（税）滞納世帯に対する差押え件数の比率を見ると 21.1％で群馬

県、佐賀県に次いで全国 3 位となっています。差押え金額は 7 億 7156 万円、1 件当たりの

金額は 24 万 4087 円となっています。 
 収納率向上の裏に厳しい制裁措置や収納対策の強化が伺われます。 
〇２０１６年の人口 10 万人当りの自殺者数は 18.72 人で全国平均の 18.01 人を上回る全国

18 位となっています（２０１５年は全国 46 位と改善しましたが、それ以前は 10 位前後で

推移していました）。 
 
３．包摂型の県政への転換の課題 

 
県の人口推計によると２０１８年４月１日現在の県人口は、７０万８１８２人で７１万

人を割り込みました。人口減少も横一線ではなく跛行しており、高知市も含み県全体で減

少しながら高知市への集中度を増しています（４６．７％）。それが、中山間部の減少をよ

り激しくし、また、高知市が「人口ダム」ではなく「人口放出」機能を果たす側面もある

ことから、複雑さを持っています。 
この間、人口社会減は緩和が続いていますが、例え県目標である２０１９年度の社会増

減ゼロが達成され、更に県の出生率目標（２０４０年 2.07、２０５０年 2.27）が達成され
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たとしても人口減は続きます（自然減の基本要因である 15 歳未満人口、生産年齢人口、65
歳以上人口などの人口構造は短期に変化しないため）。 
このような厳しい人口減少社会の中で、国と同じように「経済成長」を続けることを目

指すことの是非が問われなければなりません。今後ますます人口が減少する中で、即ち県

内市場が縮小する中でそれを補う「外商」が限界に突き当たることは明らかです。人口減

少は全国で起きていることであり、産業振興計画の個々の施策は別としてその基本理念は、

自治体間競争であり、部分最適に過ぎないと言わざるを得ません。 
２０１５年８月１４日に閣議決定された「第二次国土形成計画（全国計画）」では、国土

の均衡な発展（２００８年の国土形成計画でその旗がおろされた）にかわって首都圏の国

際力強化がより明確に打ち出されています。人口減少の中にあっても首都圏で一定の人口

を確保しようというものです。東京に加え、名古屋、大阪含めて５０００万人の大都市圏

（スーパーメガリージョナル）を形成するとしています。 
国はこの人口減少局面においても東京を中心とした首都圏への人口集中政策を続けてお

り（単なる過去の政策の惰性として東京への人口集中が継続している訳ではない）、これを

容認したままで言葉だけの「地方創生」の掛け声に従って、人口ビジョンに勢力をつぎ込

んでも結局、悪政の弥縫策に終わり、思いとは逆に地域の再生には繋がらないのではない

かと思われます。 
様々な形の貧困が県下的に進行している高知県にとって、供給側（生産者、特に元気な

生産者）の政策中心では、持続可能性と地域の再生の達成はできないと言えます。需要側

（国民、消費者）目線の「包摂型」の政策が重要であり、それが人口減少を緩和すること

につながり、経済規模は縮小しても個々の生活は豊かになる方向だと思われます。 
 
 

２ 方針  

 

１．「安倍９条改憲 NO！３０００万人署名」を推進し憲法改悪発議を許さない 

 

全国市民アクションに結集し、「３０００万人署名」の推進を図ります。そのために縦線

の各組織での推進をはかると同時に、各地域での横のつながり、共同行動の強化を図りま

す。 

県下各地で「戦争法廃止の１９行動」等を多彩に進めます。地域での署名の取組み、地

域での統一署名行動の設定、共同宣伝、集会、学習会の開催などを行います。 

 

２．国民的な要求の実現、国民本位の政治を実現する取り組みを中央の「軍事費を

削って、くらし・いのち・教育の要求を」国民大運動実行委員会に結集して進めます。 
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１）安倍内閣の退陣を求める運動を進めます。 

森友加計疑惑の徹底解明、自衛隊の日報隠し、裁量労働のデータ改ざんなどの徹底解明

とその責任の本元である安倍首相の退陣を求めます。 

・自衛隊の米軍との一体化、装備強化など「戦争をする国」づくりに反対します。 

・あらゆる改憲策動に反対する取り組みを進めます。 

・集団的自衛権容認の閣議決定の撤回。安保法制の廃止。在日米軍基地再編強化反対。米

軍基地撤去。普天間基地即時廃止。 

・辺野古新基地建設反対。 

・米軍機・オスプレイの飛行訓練反対。全国展開をするな。低空飛行訓練即時中止。それ

までの当面の間、低空飛行対象自治体への事前連絡の徹底と夜間訓練の中止の実現。関係

自治体への騒音測定装置設置。 

・「戦争をする国」の人づくりを進める教育の反動化反対。学習指導要領、教科書検定基準

改悪反対。道徳教科化による教育内容押し付け反対。教育勅語の教材使用反対。教育勅語

の学校現場への持ち込み反対。 

・比例定数削減反対。小選挙区制廃止。定数削減ではなく、民意を反映する比例代表を中

心とする抜本的な選挙制度改革の実現。 

 

２）国民要求の実現をめざし、県内の要求諸団体とも連携しながら運動を進めます。 

①はたらくルールの確立 

・最低賃金の時給 1,000 円以上への引き上げ。全国一律最低賃金制度の創設。 

・入札制度の改善（人件費部分への最低制限価格の設定、下請け業者への各種報告義務の

強化）・自治体公契約条例の制定。 

・働き方関連法案の撤回。 

・労働時間の上限規制、36 協定における特別条項の廃止、11 時間のインターバル規制の実

現、フレックスタイム制や不規則勤務等の拡大の反対。 

・派遣などの不安定雇用労働者の雇止め（首切り）反対。正規雇用原則の確立と均等待遇

の実現、非正規雇用から正規雇用への切り替えの推進。有期雇用労働者の 5年雇止め禁止、

無期雇用への転換の促進。 

・失業保険の拡充。若者・中高年・障害者・女性の雇用の改善。 

・第四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。第四次プランの重点項目の子育て分野での男女共同参画の推進。 

 

②医療・福祉・介護の充実、安心できる生活の保障、教育の充実 

・後期高齢者医療制度の即時廃止。 

・医療費の削減反対、診療報酬の引き上げ、医療・福祉労働者の待遇改善と増員の実現。 

・子ども･子育て新制度にともなうサービスの切り下げ･負担増反対。 
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・障害者自立支援法、応益負担の廃止。障害者・家族・関係者の声を生かした新法の制定。 

・生活保護制度の改悪反対。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

下の世帯への制度適用。窓口業務の改善。 

・年金の引き下げ反対。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。雇用と年

金を接続する制度の確立。 

・患者・利用者の大幅な負担増（高齢者の外来窓口負担増）と保険範囲縮小（市販類似薬

の保険はずし）反対。医療・介護提供体制の縮小反対。 

・療養病床の削減反対、介護療養病床の廃止・削減の撤回。特養入所待ちの解消。 

・介護保険における軽度者の保険外し反対。要介護１、２の市町村「総合事業」への移行

反対。 

・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。子どもの医療費助成への国

の罰則の完全撤廃（現在は未就学児のみ撤廃）。妊婦健診・子どもの医療費・ワクチン接種

の完全無料化拡大。 

 子どもの貧困の解消。子ども食堂への支援の拡大。 

・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)、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「差し押さえ」の中止。建設国保の堅持。 

・誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざした地域包括ケアづくり。 

・全学年での 30 人学級など少人数学級の一層の実現。中学校までの直営・自校方式での給

食完全実施と無料化。給食の大規模センター化反対。高校授業料無償化復活・就学援助制

度の拡充（入学準備金の前払いの実施等）、学費負担の軽減。給付制奨学金制度の抜本的な

拡充。 

・歴史修正主義や右翼的立場からの歴史見直し反対。村山談話・河野談話見直し反対。 

 

③一次産業の振興、中小商工業者の振興による循環型の経済を 

・ＴＰＰ１１の即時中止。ＦＴＡ協定反対。農業改革の名による農協解体の中止。小規模

家族農業の存在価値と食料自給率の向上、地域の農業と暮らしを守る政策への転換を。 

・小規模企業振興基本法に基づく小規模事業者・中小企業への支援策の強化。県の責任に

よる住宅リフォーム助成制度の実現。商店リニューアル助成制度の拡充・予算増額。 

・生活や営業を脅かす徴収、差押えは止めること。 

・マイナンバーの強制反対。 

・構造改革路線に基づく「地方分権・道州制」反対。学校・保育所・郵便局・国の出先機

関等の統廃合反対。住み続けられる街づくり・地域づくりを。 

・東日本大震災の被災者救援の抜本的強化、被害者への早期・完全補償。帰還政策の押し



17 
 

付け反対。自主避難者への住宅補償打ち切り反対。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。南海地震・津波対策の強化。 

・伊方原発３号炉の即時運転停止。廃炉計画の策定。 

・福島第一原発事故の徹底的な原因究明。原発再稼働・原発輸出反対。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。 

 

④子どもや県民の要求に沿った教育の推進 

・受験学力中心になりがちな学テを中止すること。 

・子どもや住民の要望を無視した学校の統廃合は行わないこと。 

・政治の教育への介入は止めること。 

 

 

３．具体的な県民運動の展開 

 

１．生活と平和で活力のある県土を守る取り組み 

 共闘諸団体とも連携し、集会、宣伝、行政交渉などを進めます。 
 
２．県交渉の実施 

①１９年度予算に関わる県交渉（副知事）・県教育長交渉を行います。実施月は予算編成との兼ね

合いで、効果的な時期を検討します。加盟団体は、それまでに県（知事部局・教育委員会）の部・

課との交渉を実施し、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。交渉の持ち方

は、県民要求を県政に反映でき、要求実現につながるあり方をめざします。 

②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開催します。 

 
３．市民と野党の共同をさらに進めます 

２０１９年は選挙の年です。国政選挙は勿論、自治体選挙、首長選挙においても「市民と野党の

共同」を進め、政治の革新をめざします。 

 

４．世話人団体会議の開催 

  世話人団体会議を毎月１回（原則・第１水曜日）開催します。会議では、各団体の取り組み状況

や課題を出し合い、共同行動につなげていきます。 

 
５．各地域での懇談会の実施 

 各加盟団体が各地域で集まり国政や県政、地域課題で懇談会を開催します。顔と名前と

要求でつながり、その時々の要求課題を協力して進めるようにします。 
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第３号議案  役員体制に関する件 

【代表世話人】 
今井 好一  （高知県民主医療機関連合会） 
岡田はるか  （日本民主青年同盟高知県委員会） 
田口 朝光  （高知県労働組合連合会）   ※事務局長兼務 
東谷 勝喜  （高知県商工団体連合会） 
小泉 美恵  （新日本婦人の会高知県本部） 
 
【事務局次長】 
米田 稔 （日本共産党高知県委員会） 
牧 耕生 （高知県労働組合連合会） 
 
【世話人団体】 
 省略 
 
【会計監査】 
 省略 
 

第４号議案  財政に関する件     

１．２０１７年度決算報告   

 
省略 
 

２０１７年度会計監査報告 

     上記の通り正確に会計処理が行われていることを認めます。 

                                  ２０１８年 ６月１１日 

                                             〇 〇   印 

                                              

２．２０１８年度予算案   
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省略 


