
- 1 - 

２０１２年９月２１日 

高知県知事    尾﨑 正直 様 

高知県教育長     中澤 卓史  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  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               

今井 好一  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               

岡田はるか  日本民青同盟高知県委員会 

 

 

２０１３年度の県予算、県政に関わる要求書 
 

２０１３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。 

消費税率の引き上げ、TPP（経済連携協定）への参加は、地域産業、地域経済への打撃が大きく、地

域を守る上で重大問題です。伊方原発の再稼働、オスプレイの沖縄配備とオレンジルートをはじめ日本

国内での低空飛行訓練の実施は、国民、県民のいのちと安全を脅かす重大問題です。 

貴職におかれましては、このような状況も踏まえ、各要求事項について、２０１３年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。 

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文書で回答をしてくださるよ

うお願いいたします。 

 

 

１、基本的な政治姿勢を問う 

毎年大学進学で約 2,400 名、高校卒業時の就職で約 450 名が、県外に流出しています。県外で豊か

な学識や経験を積み重ね帰高し、地域に貢献するケースもあるでしょう。また、何より自分の将来、職業の

選択の自由は保障されなければなりません。それらを踏まえながらも、これは高知県にとって大きな損失

です。 

特に、これらの年代層は労働力であるだけではなく、結婚し、子どもを産み育てる年代層であり、その県

外流出は、人口の自己再生機能の低下をもたらします。 

そして何より人は、地域を支え元気にする「人財」です。 

県は産業振興計画、日本一の長寿県構想、中山間地対策の強化など地域を守り発展させる施策に力

を入れています。雇用においても、高校生の県内就職比率の向上をめざしています。 

ところが、教育においては、高校の学区制の廃止など受験学力の向上、国公立大学への進学の推進

を政策の中心に据えており、結果としてそれが地域、そして高知県からの若者の流出につながり、地域を

支え振興する諸政策と齟齬を来しているように思われます。 
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中山間地域を支え、守り、持続可能にするためにも地域に魅力ある高校を残していくことが重要であ

り、多様な針路が同等の価値基準で保障がされるべきであると考えます（主要施策の補完としてではな

く）。 

地域に残り、地域を支える価値観の肯定、尊重。それを保障する魅力ある高校の地域における確保、

それと連動した県内大学の充実などが中心政策として総合的に推進されるべきです。 

以上の観点を踏まえ、教育政策が、他の施策と整合性を持って、全体最適の視点で立案・実施される

よう求めます。 

 

 

２、平和の要求 

１、欠陥機であるオスプレイの日本配備と低空飛行訓練に反対してください。 

２、低空飛行訓練に反対し、住民の暮らしや安全、環境破壊、日本の航空法を無視した低空飛行訓練用

のオレンジル－トを廃棄するよう日米政府関係機関に強く要請してください。 

３、「防災訓練」と称した、授業に支障をきたし、安全が保障されない自衛隊の学校施設での訓練は実施

しなでください。 

４、リマ海域の返還のために一層の努力をしてください。 

５、平和教育の推進をはかってください。 

国連では「核兵器のない世界の平和と安全」（2010 年ＮＰＴ決議）をめざしています。被爆国として原

爆被害の実相を後世に伝えていくためにも、「原爆と人間」（被団協作成）展などを実施してください。 

 

 

３、１次産業の再生と振興   

１、食と農林漁業の再生のための基本方針（２３．１０．２５食と農林漁業の再生推進本部決定）は、平地で

20～30 ㌶、中山間で 10～20 ㌶の規模の拡大による競争力・体質強化を図り高いレベルの経済連携と

の両立をめざすとし、ＴＰＰへの参加を総合的検討し、できるだけ早期に判断するとしています。 

ＴＰＰへの参加は、農林水産業はもとより、医療、労働、金融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します。国に対しＴＰＰに参加しないよう働きかけてください。 

２、日本農業を守るために農林水産物の輸入規制を強化し、ＷＴＯの安易な妥結とＦＴＡ・ＥＰＡの「交渉

促進」は行わないこと、コメの生産調整は廃止し、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、県独自の検査体制を確立し、「安全安心のブランド」を創り出してください。 

４、「中小企業新事業活動促進法」や「農商工連携支援法」に基づく施策を強化してください。 

５、農業者戸別所得補償は、補償額が低く再生産を保障するものとなっていない、地域ごとの生産費等に

見合う保障制度にするよう国に働きかけてください。当面、農林漁家の持続可能な所得補償・価格保障

を県独自に行ってください。 

６、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。 

７、生産者と消費者の共同で地域農業の再生をめざす施策を進めてください。 
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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所得向上と雇用の創出が必要です。林産物の輸入自

由化を改め、国境措置を強化し自給を推進するよう国に要請してください。 

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

してください。 

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。 

１０、ハウスレンタル事業は評価が高いが、事務手続きに時間がかかり 1 年目の作付けに間に合わない場

合があると聞きます、事務手続きを簡素化してください。 

 

 

４、雇用確保の要求    

１、働く場の確保について 

１）「あったか高知・雇用創造プラン」、「ポストふるさと雇用再生特別基金事業」を２０１３年度以降も継続

し、充実させてください。 

  また、国に新たな緊急雇用対策を打ち出すよう働きかけを強めてください。 

２）「当面短期、中期安定」の雇用を視野に施策展開を行ってください（当面、短期雇用で雇用の下支えを

しながら、それに終わらせない安定雇用へのつなぎの施策を打ち出す）。 

３）「高知型雇用」（そこそこの賃金で安定した雇用）の実現を施策の柱に据えて下さい。 

 ①企業内最低賃金の引き上げの促進を図ってください。国の支援施策に県独自の支援策を上乗せ、横

出しして実施してください（賃金引き上げの確実な担保。一定数値の達成企業名の公表など）。 

 ②正規化の制度確立への支援を行ってください。国の助成制度（派遣労働者雇用安定化特別奨励金、

３年以内既卒者《新卒扱い》採用拡大奨励金、３年以内既卒者トライアル雇用奨励金、均衡待遇・正社

員化推進奨励金）への上乗せ、横出しして実施してください（企業内の非正規比率の引き下げ指標の

設定と上乗せ補助の実施など）。 

 ③働きやすい職場環境の実現を支援してください（労働基準法上の労使協定締結、安全衛生委員会の

開催、メンタルヘルス対策、均等待遇、男女共同参画、若手の定着施策などの推進）。 

 ④公的職業訓練と OJT（On-the-Job Training）とを柔軟に連動させたキャリア形成支援策を創設してく

ださい。 

４）農林水産業、医療、介護、自然エネルギー分野の雇用創出に努めてください。 

新規就農研修支援事業、新規漁業就業者支援事業の一層の推進と、林業分野での支援制度の創

設を行ってください。 

  国の求職者支援制度を活用した医療、介護部門への就業促進、医療、介護分野の人材定着と雇用

増を図るために、処遇の改善策を国に働きかけてください。また、県独自の事業を創設してください。 

 

２、若者の県内定着策などについて 

１）小学校、中学校の授業において地域や地域の産業について考え、地域を支えていくことの重要性に

ついて認識を深めるよう内容を工夫してください（１次産業の体験、地域の会社訪問・・・）。 
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また、県内企業の事業内容や魅力、仕事の内容を紹介する分かりやすいパンフレットを作成し、高校

で活用することを検討してください（保護者の参加。家庭での話し合いの材料提供等の工夫も）。 

２）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若者雇用セミナー等において労働基本権にかかわる教育を行ってください。また、各種相談窓口の

紹介を行ってください。 

②高校生・若者向けの労働基本権についてのリーフレットを作成し、啓発教育を行ってください。 

特に、アルバイトをする学生向けの簡易なリーフレットの作成、講習の開催を検討してください（学生

時代のアルバイトからズルズルと非正規労働の繰り返しにつながらないよう、権利と職業意識の最低限

の教育が必要と考えます）。 

３）高卒未就業者を含む「３年以内既卒者」対策の強化とフォローアップを引き続き充実してください。 

また、その後の若年未就業者支援策をより長期的な視点で、また、精神、生活両面に渡りきめ細かに

行ってください。 

そのために県（知事部局、県教委、福祉事務所）、市町村（本庁、教委、福祉担当部署）、労働局、経

営者団体、労働組合、NPO等の連携を進めてください。 

 

３、高齢者雇用の改善策について 

１）高齢者・失業者などを結集し自主的に雇用創出を行っている、社会的企業の積極的活用を図って下さ

い。 

２）厚労省が認めた高安法５条、４０条の「その他関係者」として、雇用確保が大変な中高年齢者に対して

非営利で自主的に就労促進を行っている団体に対し、随意契約で仕事を発注して下さい。 

３）昨年末の総務省の政令改正（地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項 2 号）により、シルバー人材センタ

ーと同様と見なされた団体は随意契約が出来るようになりました。 

高知県も直ちに政令に従い、高齢者雇用の創出のため随意契約で発注を行ってください。 

高知市に続き、県下の各自治体で政令改正を活用した高齢者雇用の創出が進むよう援助をしてくださ

い。 

４）県発注で高齢者・身障者など就労困難者に適した仕事に関しては総合評価方式による入札方式を検

討し優先して発注する仕組みを作って下さい。 

 

４．雇用対策の推進について 

１）県の雇用対策本部に労働団体、経営者団体の代表をオブザーバーとして参加させてください。 

２）国と自治体の雇用関係行政の連携強化を更に進めてください。 

しかし、連携強化と国の業務の地方移管は別問題であり、雇用情勢が厳しく財政力の弱い本県にとっ

て地方移管はサービス低下につながります。推進の姿勢を見直し、慎重に対応してください。 

 

５、公契約条例の制定、入札制度の改善について 

公共事業関連で働く労働者の適正な賃金、労働条件の確保と地域を支える地元業者の育成のため、

入札制度の改善、公契約条例の制定について各自治体と協議して以下の措置を講じてください。 

１）金額や技術力だけではなく、若者や高齢者の雇用確保、地元経済への循環的波及効果、災害復旧

面での地域貢献などを考慮した入札方式を進め、地域を支える地元業者の育成を図って下さい。 
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  また、地元業者の経営安定を通じ労働者の通年雇用化をすすめるため、事業発注を複数年にわたり

行うなどの工夫を行ってください（単年度主義予算による年度当初の仕事の空白期間をなくす）。 

２）公契約の職場でワーキングプアを出さないよう労働者の賃金把握と改善を進めてください。 

最低制限価格の導入（改善）による入札率の引き上げが、どのように賃金改善につながっているの

か把握してください。 

それを法的に可能にするため、労働者の賃金、労働条件、労働諸法の遵守状況、各種保険、建設

業退職金共済制度への加入状況の報告を文書で求めるとの内容を工事請負契約書に盛り込んでくだ

さい。 

３）受注業者（その下請け等を含む）に積算の労務費単価を示し、適正賃金の基準として取り扱うよう工事

請負契約書あるいは通知文書で示してください。 

４）入札の結果、受注業者が変更になった場合にも新たな受注業者に、労働者の雇用や賃金が基本的に

引き継がれるような契約内容（文書あるいは口頭）の改善を行ってください。 

５）公契約を統括する担当部署を設けてください。 

６）ＩＬＯ９４条約(公契約における労働条項に関する条約)の趣旨にもとづき、公的関連事業で働く労働者

の公正な賃金・労働条件の確保のために、賃金等確保条例(公契約条例)を制定してください。 

 

 

５、中小商工業者の振興、県民の生活と生命を守るために 

１、地方自治の目的は、「住民の福祉の増進を図ること」(第１条の２)にこそあります。 

現在県下に広がっている債権管理機構は、「まず税金を払ってから残る金額で他の借金の支払いや

生活費等をまかなうべき」（Ａ管理機構のチラシより）という徴税最優先の姿勢であり、住民の生活の維

持や事業の継続を困難に追い込んでしまうケースも生まれています。 

「財産の差し押さえによる税金の徴収」(同上)を業務とする管理機構では、自治体本来の役割は果た

せません。滞納者が抱える問題を自治体の持つ総合力で解決する姿勢こそが重要です。 

以上の趣旨を踏まえ、債権管理機構の解散も含め機能の縮小を検討してください。 

２、消費税増税は所得が低く社会保障が必要な人ほど負担か重くなり、中小零細企業の営業そのものを

脅かすものです。地域経済を守るというスタンスで消費税増税を実施しないよう国に求めてください。 

３、地域経済活性化、建築関連業者の仕事おこしの観点から、住宅リフォーム助成制度を創設してくださ

い。 

４、中小企業金融円滑化法が来年３月で期限切れをむかえます。金融円滑化法に基づく返済条件変更

は、高知県信用保証協会の保証分のみでも７０９社、１５４０件、２１６億円にのぼります。現在の経済状

況下で返済金額の増額を求められると多くの企業･業者が資金繰りに窮し、倒産･廃業にいたりかねま

せん。①県内企業･業者の金融円滑化法に基づく条件変更の状況を教えてください。②金融円滑化法

の延長を国に働きかけてください。③延長されなかった場合、県としての対応策･支援策を検討し、策

定してください。 
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６、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．社会保障と税の一体改革について 

「社会保障と税の一体改革」は、社会保障給付費と消費税をリンクさせ、両者を天秤にかけ社会保障

の抑制か、それが嫌なら消費税の際限のない引き上げかに道を開くものです。また、地域の中小商工

業者の経営を困難にし、地域経済の疲弊を加速するものです。 

□消費税引き上げが先行し社会保障改革が先送りされていること、国民の過半数が消費税増税に反

対の意思を示していること、社会保障制度改革推進法により消費税の現行 5％の公共事業への転用、

憲法 25 条の否定、国・自治体責任の回避、社会保障の解体につながることなどから、社会保障と税の

一体改革関連法の凍結を国へ働きかけてください。 

 

２．国保について 

１）国保４４条の国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の制度の活用を広げるために、条件につい

ては恒常的な低所得者への視点も入れたものに改正するよう市町村と協議してください。 

また、「44 条は所得の激減者のみが対象である」と考えるのであれば、恒常的低所得者(生活保護基

準以下)への高知県独自の有効な支援制度を策定してください。 

２）保険料（税）滞納へのペナルティーであり、社会保障の考えとは相いれない短期保険証・資格証明書

の発行は止めさせるよう国に対して求めてください。 

当面、１８歳以上の資格証明書の方が病気になった場合、または継続療養が必要な場合には、国の

通知通り、迅速かつ確実に短期保険証を発行してください。また短期保険証の有効期間は、最低６か

月以上にしてください。 

国民健康保険法第７７条にもとづき、失業や所得激減などの「特別の理由があるもの」に対する保険

料（税）の減免をおこなってください。また、「所得激減」にかかる減免要件の緩和を行ってください。 

３）定率国庫負担金を１９８４年以前の元の４５％へ戻すよう（あるいはそれに相当する国庫負担率の引き

上げを）国に働きかけてください。 

また、国保間の財政調整では国保の抱える根本問題は解決しないことから、国保の広域化には、慎

重な姿勢でのぞんでください。 

４）基金の活用など、保険料（税）を引き下げる手立てを講じてください。 

 

３．介護保険制度について 

１）国保と同様に社会保障としての位置づけを行い、どこでも必要な介護が提供され、介護が必要な人が

経済的な理由で受けられないことがないような仕組み作りを国に働きかけてください。 

また、利用料引き上げにつながらない形での介護労働者の処遇改善の仕組み作りを国に要求して

下さい。 

２）低所得者に対する介護保険料の減免制度を実施・拡充してください。特に、住民税非課税、介護保険

料普通徴収の高齢者、無年金者への配慮を強めてください。 

３）低所得者に対する利用料の減免制度を実施・拡充してください。 

  高額介護サービス費、福祉用具購入、住宅改修等について受領委任方式を導入してください。 

４）介護予防事業の低下につながる安易な日常生活支援総合事業の導入はやめて下さい。 
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５）県独自に行っている中山間など条件不利地域での介護保険サービスへの報酬上乗せが、利用者の

負担増につながらないようにしてください。 

また、県独自の報酬上乗せにより、それまで市町村独自で行ってきた補助制度の縮小・廃止はやめ

てください。縮小・廃止されたものは速やかに復活させてください。 

６）介護療養病床の廃止は延期されたものの、延期そのものの方針は残っています。方針の撤回を国に

求めてください。 

また、特別養護老人ホームの待機者を解消するための施策を講じてください。 

 

４．後期高齢者医療制度について 

１）後期高齢者医療制度を廃止し、元の老人保健制度を基本に、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。 

２）後期高齢者の健康診査を公費で行うよう、県として補助金を出してください。 

 

５．健診と予防接種の公的責任の拡充について 

１）健診の公的責任をふやし、特定健診・がん検診など無料化や医療機関委託を広げ県民の健診受診

率を高めてください。 

２）妊産婦検診の 14 回助成は恒久的に行うようにしてください。また、医師の判断で必要とされた検診に

ついては全額助成してください。また、安心して出産できる医療体制をつくってください。 

３）ヒブや肺炎球菌、WHОが接種を勧告している水ぼうそうなど、子どもに必要な予防ワクチン接種に国

が責任をもって無料実施するよう強く求めてください。 

４）健康増進法及びその健康診査実施要綱に基づいて、無保険者による健康診査及び保健指導を実

施してください。 

 

６．子どもの医療を受ける権利について 

子どもの医療費助成制度を通院・入院共に、所得制限なしで中学卒業まで無料にしてください。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ください。 

 

７．生活保護について   

１）申請用紙は窓口に置き、申請は無条件で受理してください。 

生活保護法２４条に規定されている「申請から決定まで１４日以内」を遵守してください。 

また、申請中の世帯に対して、少なくても審査期間の生活を保障してください。 

２）「稼動年齢」であっても、現に失業などで生活が困窮している人については保護を認めてください。受

給者が就労可能となった場合でも、就労の事実を確認するまで、「打ち切り」や「辞退届け」を書かせ

たりしないでください。  

３）申請時における第三者立会いは、申請人が希望すれば無条件に認めてください。 

４）ケースワーカーの担当件数を削減してください。そのために職員を増やしてください。 

５）医療扶助、介護扶助等の単給を本人の希望に応じて柔軟に実施してください。 

６）生活保護水準以下の生活状態を解消するため、生活保護の捕捉率の向上を図ってください。 

そのための広報や窓口サービスの工夫を行ってください。 
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７）生活保護の「有期制」は制度の形骸化を招くものであり、生存権を具体化した生活保護法そのものを

否定するものです。また、「期間」内に貧困から脱却できる根拠もありません。最後の救済制度である

生活保護への「有期制」の導入を撤回するよう国に求めてください。 

  また、医療費の有料化、保護基準の引き下げをさせないよう国に求めてください。 

生存権を脅かす安易な「打ち切り」はせず十分な手立てをつくして慎重に対応してください。 

８）生活保護相談窓口では申請者の立場に立った対応をしてください。 

９）車の所有について柔軟に対応できるよう国に改善を求めてください。 

 

８．「反貧困」宣言について 

様々な形で現れる貧困から県民を救い、守るため、社会保障の諸制度を総合的かつ柔軟に運用してく

ださい。 

県として「反貧困」宣言をし、高知らしい豊かな生活スタイル、働き方（「高知型雇用」）の提案、推進をは

かってください。 

 

 

７、医師・看護師・介護職員不足の解消   

１．看護師増員の要求 

１）看護師離職の大きな原因である過酷な夜勤労働を軽減するために、ＩＬＯ看護職員条約にもとづいた

「１日８時間、週３２時間以内、勤務間隔を１２時間以上」とすることを、国に強く求めてください。 

２）県内の看護師養成数の定員を増やしてください。 

３）看護師確保対策として看護協会への委託事業だけでなく、県が直接各養成所と協力して個別の説明

会を開催してください。また、看護師の再就職セミナーなど、再就労支援を行ってください。 

４）「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について」の厚労省５局長通知の具体化について、現

場の看護師等の労働者代表の意見も取り入れ、実効性のある取り組みを行ってください。 

また、地域における推進体制の整備についても、地域住民の代表や労働組合の代表との協同をは

かってください。 

５）福祉施設における看護師不足の解消策を検討してください。 

 

２．医師確保要求 

１）地域や特定の診療科における医師不足を解消するため、高知大医学部の地域枠の拡大、奨学金の

優遇策と連動した特定診療科の医師確保、魅力ある研修システムの構築をさらに進めてください。 

同時に、関係大学、医師会、公的医療機関と連携して公的な「医師の緊急配置や医師不足の医療

機関への医師派遣のシステム」を構築してください。 

２）女性医師が働き続けられるよう「女性医師の産休・育休の保障と代替医師の確保」「院内保育所の完

備」、均等待遇による「短時間勤務制度の導入」や「妊娠・育児中の勤務軽減」「育児休業明けの研修

制度」などの対策を県が主導して進めてください。 

３）お産を扱う医療機関の減少で不安が広がっています。産みたくても産むことすらできない状況は深刻

です。助産師の確保とあわせ産科医不足の解消を急ぎすすめて下さい。 
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産む施設がないため遠くの病院まで通うなど、母体にとっても家計にとっても負担が多すぎます。当

面交通費の補助や(仮)「マタニティハウス」の確保を検討してください。 

 

 

８、保育、児童に関する要求  

子どもの全面発達を保障するため、次の施策を行ってください。 

１）「子ども・子育て関連法（新システム）」は実施させないよう国に求めて下さい。児童福祉法 24 条の「市

町村の保育実施義務」を強化し、子どもの保育に格差を持ち込まないようにしてください。 

２）待機児童解消のための緊急対策を行い、認可保育所を増やしてください。 

３）保育・学童保育・子育て支援施策の拡充のために、子ども・子育て関連予算を大幅に増やしてくださ

い。 

  ①安定的な保育所運営と施設整備が出来るよう、運営費を改善し、施設整備費補助を維持してくださ

い。公立保育所については運営費と施設整備費の国庫補助の復活を国に求めて下さい。 

  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求めて下さい。 

  ③各自治体が定める児童福祉施設の基準が改善されるよう、国に「児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（最低基準）」を抜本的に改善するよう求めてください。 

  ④保育所、幼稚園、学童保育などの職員が経験をつみ、研修を受け、安定的に保育ができるよう、処

遇の改善を図ってください。 

  ⑤保育料の引き下げなど、子育てにかかわる経済的負担を軽減してください。 

４）就学援助は、子どもの貧困解消のための極めて重要な施策です。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。手続きを簡潔にし、住民への広報に努めてください。 

５）学童保育は、小学校高学年までを対象となるよう整備を促進し、保護者負担の軽減をいっそう促進し

てください。県の学童保育料軽減制度の対処に高知市を含めてください。 

 

 

９、 障害者に関する要求  

契約制度、応益負担の考え方を見直し、社会保障としての位置づけを行い、必要な福祉施策が受けら

れるようにしてください。 

１）自立支援法の廃止ならびに応益負担のすみやかな廃止を国に求めてください。 

２）障害者総合福祉法（仮称）の制定にあたっては、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。 

３）障害者・児の「応益負担」に対し国が廃止するまでの間は、減免措置を行ってください。総合的支援法

への移行はやめ、骨格提言の生かされる総合的福祉法を目指すよう国に求めて下さい。その間は、負

担金を無料にしてください。 

４）ショートスティ・デイサービスの充実をめざし、数値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。 
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５）障害者施設の運営の改善のための助成制度を拡充してください。 

６）重度障害者の通院・入院状況、所得制限と自己負担の実態調査を行い、結果を公表してください。 

７）要介護認定による要支援もしくは要介護、非該当の場合において、介護保険で給付が足りない場合 

すみやかに障害者自立支援法における給付を上乗せしてください。非該当もしくは認定を受けておら

れる人にこの取扱い通知が生かされていないケースが多々みうけられます。 

８）地域主権一括法による条例制定においては、福祉介護施設において、安易な定員の規制緩和はや

めてください。また、施設利用者の災害時における個別支援計画および避難施設への訓練実施を必

須義務として下さい。 

 

 

１０、女性の権利、男女共同参画に関する要求 

１、第３次こうち男女共同参画プランを誠実に具体化してください。 

県職員の育児休暇取得は県民への啓発のためにも非常に大切です。その中でも子ども・保護者へ

の啓発に直接つながる学校現場では全員取得をめざして体制を整えてください。 

県職員の管理職に占める女性の割合を早急に 10%にしてください。 

２、高知県男女共同参画社会づくり条例第 11 条にもとづいて防災会議においても男女均衡をめざして下

さい。南海大震災に備え、防災・減災・復興のためにも、人口の過半数を占め、さらに障害者や子ども・

高齢者に寄り添うことの多い女性の意見を大切にしてください。 

３、第 2 次高知県 DV 被害者支援計画にもとづき、特に若い世代への DV 研修を強めてください。また、

DV を早くキャッチするためにも教員・保育士等での研修も強めてください。 

４、空白になっている東部へのシェルター確保を急いでください。また、民間任せにせず、積極的な支援

をしてください 

５、国連女性差別撤廃委員会のフォローアップを誠実に受け止め、県として学習会を開くなど勧告の徹底

に努めてください。また、女性差別撤廃条約を実効あるものにする為の選択議定書の批准を国に求め

るとともに、県としても条約について広く知らせ取り組んでください。 

６、市町村のどの窓口で男女共同参画を扱っているのか、住民にすぐわかるように課や係に表記するよう

に援助してください。 

７、国連女性差別撤廃委員会から強く指摘されている選択的夫婦別姓等を含む民法改正、自営業者の

税制改正を急ぐよう国に要請してください。 

 

 

１１、伊方原発の再稼働問題、エネルギー政策に関する要求 

１）伊方原発の再稼働に反対との姿勢を取ってください。 

少なくとも、福島第一原発の事故原因の解明（４事故調の最終報告でも未解明）、南海トラフの巨大

地震や中央構造線による直下型地震の影響の解明、新たな規制庁による安全基準の策定と対策の実

施前には、伊方原発の再稼働は認めないとの姿勢を表明してください。 

２）伊方原発再稼働に関して県の意思を反映する担保となる「原子力安全協定」を四国電力と締結してく
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ださい。 

県としての意思形成に当たっては、広く県民の意見を聞く過程を設けてください。 

３）自然エネルギーの普及・拡大を進めてください。その際、大資本の儲けの場にさせないよう、自律的な

地域づくりの視点で進めてください。 

 

 

１２、教育に関する要求 

１、進路決定において多様な選択肢を保障できる高校を、経済的負担のかからない通学可能な範囲に

確保してください。 

   学校統廃合や高校・特別支援学校の再編については、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。 ※場所の移動 

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。 

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、高校授業料の無償化の継続・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、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

付制奨学金制度を創設することを国に働きかけてください。また、県独自の返還猶予・免除も含めた奨

学金制度の拡充や教育費負担軽減のとりくみを推進してください。 

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。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。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。 

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。危険校舎は一刻も早く耐震工事を施してください。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、全国学力テスト・体力テスト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。 

10、高校入試制度について検証し、子どもたちに高校教育を保障する観点から、制度の改善を図ってく

ださい。特に中学校現場に様々な課題を生み出している前期・後期試験の制度は見直してください。 
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11、高知県教育振興基本計画は条件整備に限定し、教職員や子ども、保護者、県民の声を踏まえて見

直しを行ってください。緊急プランに基づく学力向上対策については、総括をして現場の自主的な取り

組みを尊重する方向で見直してください。 

12、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対策を拡充して下さい。 

13、臨時教職員、とりわけ時間講師の処遇を改善し、臨時教職員の確保に努めつつ、教職員の十分な配

置で教育の充実を図ってください。 

14、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。 

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。 

15、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。 

16、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。 

17、2011 年 3 月新図書館基本構想検討委員会がとりまとめた基本構想は「おわり」の項に「県の教育委員

会は新図書館と一体となって、県内の読書環境、情報環境を改善していくための中期的な目標を定め

た図書館振興計画を策定し、計画的に事業を実施することを要望しておく」との文言が付され、図書館

振興計画の必要性に言及しています。県教育委員会策定の新図書館基本構想にも「参考」として付さ

れています。 

しかし、新図書館実施設計が進行している現在でも図書館振興計画策定の動向は判然とせず、動き

はいたって鈍いように思います。 

①図書館振興計画を県民・市民参画のもとに策定してください。 

 

以  上 


