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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 

２０１１年度総会 

               

日時  ２０１１年６月１１日（土） １３：３０～ 

場所  高知城ホール４Ｆ 
 
   
 

国民大運動高知県実行委員会 



 - 2 - 

（１号議案） 

２０１１年度活動方針案 

１、活動のまとめ 
 

（１）活動日誌 

２０1０年 

【４月】 

１０日（土）  国民大運動１０年度総会 

２１日（水）  第１回世話人団体会議 

２８日（水）   「交渉のあり方についての申入れ」（教育長宛）提出 

 

【５月】 

１９日（水）  第２回世話人団体会議 

 

【６月】 

１６日（水）  第３回世話人団体会議 

         農業問題学習会（講師：農民連中越氏） 

 

【７月】 

１３日（火）  第４回世話人団体会議 

         産業振興計画についての学習会（講師：産業推進部計画推進課澤田博睦補佐） 

         ６月県議会報告（米田稔県議） 

 

【８月】 

１８日（水）  第５回世話人団体会議 

         各団体の取り組みを交流 

 

【９月】 

１５日（火）  第６回世話人団体会議 

         各団体の取り組みの交流と要求討議 

 

【１０月】 

２０日（水）  第７回世話人団体会議 

         県要求の整理 
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【１１月】 

１８日（木）  第８回世話人団体会議 

副知事交渉 

 

【１２月】 

１５日（水）  第９回世話人団体会議 

教育問題の学習会（講師：県教組畑山書記長） 

２５日（土）  あったか村･年末相談会（高知市） 

２６日（日）  安芸あったか村相談会  

 

２０１１年 

【１月】 

１９日（水）    第１０回世話人団体会議 

          教育長交渉の打合せ、２・２５県民集会について協議 

２１日（金）    教育長交渉 

 

【２月】 

１６日（水）   第１１回世話人団体会議 

２３日（水）   国民大運動２０１１年度総会（県労連牧書記次長） 

２５日（金）   反貧困・地域を守る県民集会 

 

【３月】 

１１日（金）   東日本大震災発生 

１６日（水）   第１２回世話人団体会議 

 

【４月】 

１６日（水）   第１３回世話人団体会議 

 

【５月】 

１８日（水）   第１４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４月に開催した総会以後、今年５月までに、１４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１８日に１０年度の対県交渉を行いました。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１６人が参加しました（県労連５、農民連１、新婦人１、民商４、民医連１、

原水協１、母連１、県議２）。 

県に提出した要求は、１０の大項目、１０３の小項目に渡りました（平和 4、一次産業 13、雇

用 16、中小商工業 12、医療介護 18、医師・看護師確保 6、保育 9、障害 6、女性 4、教育 15）。 
今年度は５項目（①平和問題、②一次産業の振興、③労働・雇用問題、④中小商工業、⑤医療・

介護問題）に絞り話し合いを持ちました。教育問題は、別日程での交渉となりました。 
農業では、「ＴＰＰは一次産業への影響が大きい。ＴＰＰ参加には反対する」「所得補償は地

域の実情にあったものに改善するよう国に要望している」と答えました。ＴＰＰ反対については、

早い段階での態度表明であり、運動に確信を与えました。 

平和問題では、「香南市の自衛隊の米軍との共同訓練には、強く反対する。自衛隊、香南市、

県で協議会を３回開いた。住民に不安を与えないよう事前に協議して対応する」と前進的な回答

を引き出しました。 

住宅リフォーム助成制度については、「耐震、県産材の活用などの政策課題との合わせ技で出

来ないか来年度予算の中で検討したい」という前向きな回答を得ました。 

公契約条例の制定、県発注の公共工事における支払い賃金の実態報告を受注業者に求める点に

ついては、「民間同士の契約には公が介入できない。最低賃金など法令順守を求める」との従来

姿勢を崩しませんでした。 

国保法４４条に基づく窓口負担の軽減問題では、恒常的な低所得者の救済が問題になりました

が、県は「４４条は所得の激減が前提」「恒常的な低所得者は、他の福祉施策（生活保護）で対

応を考えるべき」との姿勢に終始しました。国保の短期証、資格証問題では、医療にかかれない

実態を突きつけ、県側の認識を新たにさせ善処を強く求めました。 

全体としては例年にない前進回答を引き出せたと評価できます。 

 交渉参加者が１６名にとどまった点については、「要求に魅力がなかったのではないか」とい

う意見も出されましたが、副知事の公務の多忙さから直前まで日程が確定せず、会場の関係で人

数に制限があることから各団体が動員を抑制したことが影響したと思われます。各団体での要求

討議は勿論、大運動の観点からの要求討議を十分に行い、日程調整を早期に行なうことが求めら

れます。 

 文書回答については、重点項目について事後に回答を受け取りました。秘書課を通じて全項目

に対する文書回答を強く求めましたが、各関係課の事務作業の膨大さを理由に実現しませんでし

た。しかし、県社保協は課との事前の話し合いの中で文書会回答をさせており、各団体の事前交

渉の実施と文書回答を求める取り組みを強化しつつ、大運動レベルでの全文書回答を今後も求め

ていくことが重要です。 
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２）教育委員会との話し合いは１月２１日に行いました。教育委員会側は教育長以下８名、国民

大運動側は１３名が参加しました（革新懇３、新婦人４、民商１、県教組２、母連１、県労連１、

自治労連１）。１５項目から６項目に絞り交渉しました。 

図書館問題で教育長は「敷地拡大はしない」「フォーラムは検討委員会主催」と交渉で発言し

ながら、数日後には逆の発言をするなど不誠実な対応でした。県教委と検討委員会を都合の良い

ように使い分け、「合築ありき」の姿勢に終始しました。 

３０人学級の推進では、新婦人から「問題行動を起こす生徒がいる教室では、少人数になると

先生の目も行き届き、教室が落ち着いてくる」など、拡大を求めました。これに対して教育長は、

「生徒に対して教員が増えることの効果はあると思うが、３０人学級というより特定課題対策と

して位置づけている。小１、小２プロブレム、中１プロブレム対策として県単独で３０人学級を

行っている。国の制度が変わらないうちは、これ以上の拡大は財源的に無理がある」と答えまし

た。 
 教育の父母負担問題では、高校授業料の無償化を評価しながら、「高校の体操服が学年ごとに

色が違い、譲り合うことが出来ない」など具体例をあげ、授業料以外の父母負担の軽減について

も求めました。教育長は「今年度から県の奨学金から成績要件をはずし、成績奨励から生活支援

に切り替えた」「入学時の負担については社協の貸付、日々の生活費は奨学金で対応する」と答

えました。 

高校生の針路保障問題では、就職対策協議会などを通じて求人開拓に努力していることを評価

しながら、正職員、事務職員の求人が少ないなどのミスマッチの解消や就職未内定者の卒業後の支

援体制の強化を求めました。教育委員会側は、「就職対策の職員を増やすなどキャリア教育に力を

入れている」「卒業後の支援も強化したい」と答えました。 

 障害児学級問題では、生活教育的な役割も含めて、小中高の寄宿舎のある特別支援学校の設置

を求めました。教育委員会側は、「寄宿舎に対する強い要望があるとは把握していない」と答えまし

た。 

 交渉形態については、「会の構成組織、交渉参加者の選定は、団体自治に属するものであり、

県教委の介入すべきものではない」という前提の下に、次のようにまとめました。 

①国民大運動側は、自主的判断で教組関係の出席については国民大運動における役職者に限

る等の配慮を行う（前年度のように県教組委員長、書記長に限るというような限定は付けさせず、発

言についても役職としての挨拶以外絶対だめという限定も付けさせなかった）。②教育政策について

教育長が対応し県教組と学期ごとに話し合いを持つ（1 月 18 日に行った）というものです。 

 来年度は、知事部局との同一日程での早期の実施を強く申し入れます。 

 

３）尾﨑県政は県市の図書館の合築を、トップ会談による合意を優先させ、高知市の合併特例債

の期限に間に合わせることを至上命題として、県民的な議論、県議会での十分な議論と手続きを

抜きに「合築ありき」で進めています。検討委員会の「中間報告」の段階で、合築のための予算

を上程、通過させたことはその典型です。 

 また、新たな「学校・警察連絡制度」問題でも、運動で現在阻止しているとはいえ、県の個人

情報保護委員会での審議結果が出ないうちに、また、こども父母など学校関係者の合意抜きに、
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県教委は実施に移す姿勢を示しています。 

 県民自身や議会での論議を通じてその意見や要求を県政に反映させる点で、重大問題です。二

元代表制を崩し、首長のリーダーシップを重視する流れに属するもので警戒が必要です。 

 

４）２月２５日には、「反貧困・地域を守る県民集会」を高知市役所前で開催し、２００名が参

加しました。保育、生活保護、農業、地方分権問題で決意表明が行われ、様々な貧困を可視化し、

構造改革路線と対決し地域を守ろうとの基調報告を確認し、中央公園までデモ行進を行いました。 

  

５）１２月２５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１２０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。 

また、白ご飯や豚汁、ぜんざいなど 200 食を振る舞い、毛布や防寒着なども延べ 100 件提供し

ました。 

訪れた相談者は１７人（相続登記 7、生活相談 6、年金 2 など）、血圧測定は５５人でした。寄

せられたカンパは 17,771 円でした。 

 ＴＶが２社（KUTV､NHK）、新聞が４社取材に訪れ、貧困問題解決への大きなアピールとなり

ました。 

  今年度は須崎、安芸でも実行委員会形式で相談会に取り組みました。安芸では 12月 26 日に取

り組み、民商、新婦人、退婦教、医療生協、年金者組合、安芸教組等 17 団体(県労連など県組織

含む。地元 11 団体)で実行委員会を結成、法テラス、ひまわりの弁護士、司法書士も参加。県労

連以外にうろこの会、民商も支援に駆けつけ、相談８件を受け付けました。しし汁などの炊き出

し、衣類の提供も行ないました。その後も相談があり、幹事団体を残し、運動を継続することに

なりました。 
 

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県革新懇は、10 月 2日総会を開催し、品川正治さんを講師に「人間の目で経済を見よう」と題

して講演を行い、平和の問題、人間の視点に立った経済について考えました。 

こうち九条の会は 10月 30 日、「憲法九条とこれからの日本」と題して、東京慈恵医科大学教授

の小沢隆一氏を講師に集会を RKC ホールで開催し、270 人が参加しました。 

12 月 4 日に実行委員会主催で笑工房漫談家のナオユキさんを講師に「地球のすみずみに憲法の

花を」の集いを開催し、180人が平和の貴、戦争のおろかさについて考えました。 

「建国記念の日」に反対するつどいを実行委員会主催で2 月11 日、高新文化ホールで開き、150 人

が参加しました。松岡僖一高知大学名誉教授が「日露戦争と非戦論―自由・平等・連帯を求めて

―」と題して講演しました。 

2 月 26 日、米軍艦「トゥーテュガ」と自衛隊艦「しもきた」が宿毛港へ同時寄港しました。こ

れを受け、宿毛湾非軍事ネットワークを中心に、『揚陸艦トゥーテュガ寄港に抗議する宿毛集会』
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を開催しました。この行動には、約 100 名が参加しました。 

②県社保協は、10 月19 日から11 月2 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。今年は「各自治体から貧困をなくそう」と大きな共同を呼び掛けました。個別課題では、

国保法44 条に基づく窓口負担の軽減、国保の県単位化反対、生活保護の手続きの改善、国保証の

取上げ反対、子宮頸がんワクチンの助成拡大、公的保育を守ることなどを強く求めました。9 月

には社保学校を開催し、5 講座（8 講義）で延べ72 人が参加しました。 

 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。また、12月 15 日の学習会には 170 名が参加しました。 

 10 月 23 日には高知県高齢者大会を開催し、後期高齢者医療制度の即時廃止と医療制度の充実

を求めました。 

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、12 月 7日には県議会への

署名（約７万筆）の提出集会を開催し、各会派への働きかけを行いました。  

 全国一斉学力調査は、昨年 4 月の第 4 回調査は抽出調査となりましたが、高知県は単独予算を

組み公立の全小中学校が参加しました。受験競争をあおり、教育のあり方をゆがめるとの立場か

ら中止を求め、教育委員会へ申入れを行っています。 

 田母神元幕僚長の講演を須崎市が後援した問題で、講演中止と市として後援することを中止す

るよう運動しました。 

 また、学校警察連絡制度の強化に反対する取り組みを行い、今年度の実施を止めさせました。 

④高知自治労連、福祉保育労高知県本部は高知県保育運動連絡会などと全県実行委員会を作り、

11 月 8 日～12 日まで保育キャラバンで全自治体を訪問し、幼保一元化を含む保育の新システム反

対を訴え、11 月 27 日に高知市内で保育パレードを成功させた。議会に対しては、反対の意見書

を提出するよう求めました。 

保育の公的保障を求める大運動高知県実行委員会は、３月５日にシンポジウムを取り組みまし

た。 

⑤新婦人高知県本部は、第三次男女共同参画案のパブリックコメントに、「女性県職員の登用につ

いても２０％程度の目標値をもってとりくむように」｢職場における男女の均等な雇用機会と待遇

の確保についても『担税能力のある女性を増やす』視点での支援を｣｢男性の育児休業の取得推進

を目標を持って取り組むべきではないか｣などの意見をだしました。 
 妊婦健診の１４回無料は、２年間の期限が切れましたが延長されました。 
 リプロダクティブヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の立場でとりくんだ子宮頸が

んワクチンの助成が、国の年齢制限(中１～高１)をこえて高３まで実施されました。 
 ３月８日国際女性デー高知県中央集会にとりくみ、｢貧困格差に苦しむ女性と子ども｣と題して

中島香織弁護士の講演を聞き意見交換しました。 
 ４月１０日女性参政権初行使記念日にチラシをわたし、県議会議員選挙の投票日ということも

あり、投票を呼びかけました。 
 ５月１６日「女性の視点で震災を考える学習会」をひらきました。 
 こうち団体ネットやソーレネットに参加し男女共同参画の立場で共にとりくみました。 
⑥新時代の図書館をつくる高知の会は、103 人の呼びかけ人をえて、2010 年 12 月 12 日に結成総
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会を開き、ⅰ高知県・高知市への中し入れ、ⅱシンポジウム「県民・市民の声を図書館づくりに」

の開催、ⅲ検討委員会の中間報告へのパブリックコメント、ⅳ新図書館フォーラムでの発言、ⅴ

高知県議会・高知市議会への請願・陳情、ⅵ検討委員への要請、ⅶマスコミヘの記者会見などを

通じて、「合築ありき」で県民・市民をないがしろにする行政の姿勢と手続きのあり方を批判し、

新しい時代の図書館づくりに県民・市民の声を生かし、県立図書館と高知市民図書館の単独整備

を求めて取り組みを進めてきました。 

3 月 25 日の第 8回新図書館基本構想検討委員会で最終報告がまとめられ、両図書館を合築して

追手前小学校敷地に整備することが決定されました。3月 26 日の第 2回複合施設のあり方検討委

員会では、新図書館、新点字図書館、科学館(仮称)を一つの建物の中に整備することの最終確認

が行われました。これを受け、3月 30 日の県教育委員会臨時委員会において、検討委員会の基本

構想を加筆・修正した県教委の基本構想が決定されました。 

今後、県民集会を開催して、取り組みを総括し、今後の活動のあり方について意見交換を行い

ます。 

⑦高知市では、市共闘や生健会が中心になり国保料の引き下げや保険証の無条件交付を求める署

名を 1 万 6 千筆あつめ市と交渉するなど運動を広げました。その結果、短期証の窓口での留め置

きをなくさせ、短期証については３ヶ月以上の期間にさせることができました。また、高知市で

は４月から４０才から６４才の特定健診の自己負担（1,500 円）をなくさせる成果もあげていま

す。 
一方、県下の自治体では国保料の引き上げが相次いでいます。2011 年度からの国保料の引き上

げを決めた自治体が、香南市１世帯平均年間 9,400 円値上、津野町年間 19,000 円の引き上げ、室

戸市年間 2,700 円の引き上げ、四万十市が年間 10,540 円の引き上げとなっています。 
 こういう中、公的保険への未加入者の問題が深刻になっています。それにより、18 歳未満の子

どもには短期証が交付されることになっていますが、実際には短期証がわたっていないケースも

あります。さらに、滞納世帯に対する「差し押さえ」の強化が、生存権を脅かすケースも出てい

ます。 
乳幼児の医療費助成制度が、県下の自治体で前進しています。 

今年 4 月 1 日から中学校卒業までの助成が始まったのが、安芸市（所得制限、自己負担あり）、

越知町、梼原町、大月町、三原村です。 
須崎市は、中学校卒業までで 10 月 1 日からの実施となっています。香美市では７月 1 日から

小学校卒業までに拡大されます。土佐市では、４月１日から小学校卒業（住民税非課税世帯）ま

での提案がされましたが、現在継続審議となっています。 
その結果県下では予定も含め、中卒までが２２自治体、小学校卒業まで２自治体、就学前１０

自治体となります。 
県は、12 月補正で子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの緊急促

進基金のための予算を 6 億 3 千万円、市町村への支援費を 1 億 3 千万円計上した。県単で 3 分の

2 の補助率（国 2 分の 1）、高校 2 年から 3 年を実施することにしており、国民大運動等の運動の

一定の反映ともいえます。 
要求運動の反映もあり、高知県は産業振興計画と「日本一の長寿県構想」とを結びつける施策
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を打ち出してきています。県は福祉分野での雇用創出をめざし外部検討委員会を設置し、11 年度

中の提言を受け、12 年度の施策に反映させる計画です。また、県は中山間の条件不利地域（送迎

車で片道 20 分以上。28 市町村で該当）での介護報酬への上積みを訪問介護など６種類のサービ

スで 11 年度から実施されます。 
高知市は、医療費の支払いが困難な低所得者を対象にした「無料低額診療事業」の利用者に対

して、受診から２週間という制限つきながら同事業の院外処方費の全額を市独自で 4 月から助成

することを決めました。 
民医連は、昨年の猛暑による熱中症対策について高知県へ緊急懇談の申し入れを行い、これを

受け県は在宅の高齢者対策として介護事業所への通知をだしました。 

⑧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、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。 

 このような中、高知県食健連（食料と健康、地域を守る高知県連絡会）が県労連に参加してい

ない農協の３つの組合、こうち生協の参加をえて 5月 21 日に再建され、今後の活動が期待されま

す。 

 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）全国情勢 

１）３月 11 日、三陸沖を震源地とするマグニチュード 9.0 という観測史上最大規模の地震が発生し

ました。これに続く大津波は、広範な自治体をのみ込み未曾有の被害をもたらしました。死者、行方

不明者は３万人近くになるという大惨事となっています。 

更に、被害を大きくし事態を複雑にしているのが、原発事故です。いまだに、冷却が出来ず、放射

能による避難指示の拡大、農水産物への経済的影響、健康被害の懸念などその影響は計り知れま

せん。風評被害も深刻です。安全神話と利益誘導で原発建設を推進してきた政府と東京電力の責

任は重大です。推進体制主導で独立したチェック機能がなく、安全対策をないがしろにしてきたこと

が、その後の事故対応の遅れと甘さを引き起こしており、二重の人災といわなければなりません。 

今回の震災による経済への影響が様々な方面に出ており、それが雇用不安を引き起こしています。

津波にのみ込まれた被災地では生産がストップし、あらゆる産業に影響が出ています。採用内定

取り消しも起きています。野村総研は、岩手、宮城、福島の３県の雇用について、東日本大震災

によって１年後には３万４千人が職を失うとの発表をしています。 

被災地外でも「計画停電」により、生産活動や交通機関に大きな影響を与え、労働者・国民の日

常生活さえも脅かす事態となっています。高知でも取引先企業の被災や資材の調達難などによる生

産調整なども出ています。東日本大震災の救援と復興に全力を挙げると共に、それに伴う雇用不安

が起きないよう最大限の取り組みが求められます。 
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今回の大震災は、国・自治体の防災行政のあり方など国家的危機管理問題や「原発の安全神話」

の崩壊や情報公開、原発依存のエネルギー政策の見直しを浮き彫りにしました。 

同時に、今後３０年以内に６０％程度の確率で起きるといわれている南海地震に対する自治体や

われわれ自身の備えを改めて問い直すものとなりました。愛媛県の伊方原発の安全対策にも大きな

注意を払い、エネルギー政策の転換含めた国民的な運動が必要性となっています。 

２）第 177 回通常国会は 1 月 24 日から 150 日を会期として開会しました。2011 年度予算案は衆

議院で可決されたものの参議院で否決されましたが、衆議院の優位を定めた憲法の規定により 3
月 29 日に年度内成立しました。11 年度予算関連法案のうち、３月末に期限が切れる租税特別措

置法や子ども手当を暫定的に延長する「つなぎ法案」も 31 日に可決されました。 
政府が提出していた予算案も、その衆議院での採決も、東日本大震災以前のものであり、被災

者支援などの予算措置はなされていません。本来は、大震災等の発生をふまえ、被災者支援や復

旧事業、原発事故被害対策などに歳出を集中させる抜本的見直しが必要でした。被災者、被災地

支援や復旧、復興のための予算確保、雇用安定や失業対策などが早急に求められており、2011 年

度予算の早急な組み替えが必要です。 

法人税率5％引き下げや証券優遇税制の特例措置、米軍への思いやり予算が盛り込まれており、

見直しが必要です。また、安全神話が壊れた原子力発電所新増設や高速増殖炉関連予算、子ども

手当の増額分や高速道路の無料化予算の撤回が求められます。更に、公共事業費の内容を被災地

復旧中心に組み替えるなど事業経費の無駄を削り、被災地の病院、学校建設や道路、港湾復旧に

優先して回し、深刻化している雇用対策や中小零細企業・事業者支援、農林水産業振興対策に振

り向けることが重要です。 

 震災復興には、新たに 10 数兆円規模の予算確保が必要だと言われています。不要不急の予算、

大企業優遇措置を見直すと同時に、244 兆円もの巨大な額にのぼっている大企業の内部留保や、

136 兆円の年金積立額の一部などを活用も検討すべきです。 

 政府などには、震災復興のための庶民増税を主張し、あるいは社会保障改革と消費税増税の「一

体改革」に固執する動きも出ています。大震災によって家屋などの生活基盤を失い、仕事や収入

源を奪われた労働者、国民が多数にのぼるもとで、さらなる痛みを強制する庶民増税は許されま

せん。 

３）原発安全神話は、国民のいのちや生活よりも、企業利益や政治的な思惑を優先した姿勢から生

まれたといえます。そういう点では、今日の格差や貧困問題と根っ子は同じです。 

11 年度予算の中で国民生活をめぐっては、年金額の引き下げや人親家庭の児童手当削減、医療・

介護の関連予算の削減が盛り込まれています。 
今国会に提出されている厚労省関係の主な法案は、国民年金法等の一部を改正案、介護保険法

等の一部を改正案、国民健康保険法等の一部を改正案、生活保護法の一部を改正案などです。 
 このうち国保法改正案は、後期高齢者医療制度の見直しと国保広域化をねらうものです。生活

保護法改正法案は、働ける年齢の人には 3～5 年の期間を設け、「集中的かつ強力な就労支援」を

する。期間が来ても自立できない場合、保護打ち切りも検討する仕組みを導入しようというもの

です。今回の介護保険法の改正案の中味は、①「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」など新サ

ービスの創設、②保険料の上昇を抑えるための財政安定化基金の取り崩し、③介護福祉士等によ
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る「喀痰（かくたん）吸引」を可能とする、の３点とされています。また、「地域支援事業」に“介
護予防・日常生活支援総合事業”を新設することになっていますが、サービスの切り下げが懸念さ

れます。６月には「社会保障と税の一体改革」について基本方針を示すとされており、「復興財源」

論議で野党も巻き込み消費税引上げにむけた議論を始めたいという思惑です。 
教育関連予算では、小学校 1 年生の 35 人学級が初めて盛り込まれましたが、1・2 年生での実

施を求めた当初要求からすればきわめて不十分なものにとどまり、今後さらなる運動の強化が重

要となっています。 
第三次男女共同参画基本計画が昨年１２月に閣議決定されました。一定の前進はあるものの、

国連女性差別撤廃委員会で指摘された重要な諸課題はほとんど盛り込まれませんでした。DV 法

と男女共同参画基本法について、都道府県の策定義務付けを廃止しようという動きもあり注意が

必要です。 
政府は、通常国会に「子ども・子育て新システム」に関する法案の提出をねらっています。そ

の内容は、幼稚園と保育所を一体化して「こども園」をつくることや、入所や保育水準、保育費

用を保障する国や自治体の責任をなくすことなどを通して、保育と子育て支援のあり方、国と自

治体の役割を根本から変えるものとなっています。 

菅内閣は、地域主権改革による国の出先機関の原則廃止や公務員総人件費削減をねらっていま

す。ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）参加問題は、農業だけではなく地域の存亡に関わる重大問題で

す。 

このように、「構造改革」路線を推進してきた自民党政治を踏襲し、大企業奉仕と軍事費確保を

優先する現政権の基本姿勢が、１１年度予算の姿からも明らかとなっています。 
TPP（環太平洋経済連携協定）、「社会保障と税の一体改革」の論議の結論の先延ばしも予想さ

れますが、「震災復興大連立」構想が取りざたされる中で、予算関連法案と一緒に強行される危険

性もあります。 
４）尖閣諸島問題や北朝鮮による延坪島（ヨンビョンド）砲撃を口実に、昨年 12 月に決定された

「防衛計画の大綱」では、「動的防衛力」を構築するとして、自衛隊の海外派兵もねらいながら、

米軍との更なる一体化をめざしています。 
 民主党は、衆参の議員定数削減をねらっています。今年の通常国会で、参院の比例区廃止・定

数削減とあわせて、衆院比例定数の削減に着手しようとしていたことが、同党の内部文書で明ら

かになっています。これらは、民意を切り捨てることによって、憲法の改悪をねらうものにほか

なりません。 
憲法改悪の動きめぐっては、先の臨時国会で、参議院への憲法審査会の設置がねらわれてきま

した。政治情勢によっては、憲法審査会の設置が一気にすすむ危険性も見ておく必要があります。 
 

（２）県内情勢 

１）尾﨑県政は今年で 4 年目を迎えます。産業振興計画、健康長寿県構想、教育振興計画の 3 大

政策を掲げたこれまでの実績への評価が、今年末の知事選挙で問われることになります。 

 高知新聞社が昨年11月から12月に行った県民世論調査によると尾﨑県政に大いに満足10.3％、

まずまず満足 58.2％と合わせて 68.5％となっています。 
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 評価の理由では「全国への情報発信」がトップで 53.6％、2 位は「県民との対話、市町村との

連携強化」で 23.4％、続いて「社会基盤整備」13.8％、「南海地震対策等」12.9％となっていま

す。一方、「産業振興計画、雇用対策」は 5.5％と低くなっている（2つまで回答可。以下同じ） 

 逆に評価できない点では、「産業振興計画、雇用対策の遅れ」がトップで 40.9％、「教育改革の

遅れ」20.8％となっています。 

県政の優先課題については、「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。 

「龍馬ブーム」を背景にした観光の好調さが、県政への評価を押し上げた可能性を見ておく必

要があります。 

また、産業振興計画、雇用対策に対する厳しい評価は、現在高知県が置かれている厳しい雇用、

経済情勢を反映していると思われます。 

 また、尾﨑知事は TPP への反対表明をし、中山間地域での介護事業への県単での上積みなど、

運動を反映としての積極面も見せています。 

 しかし、一方で高知県・高知市の図書館の合築、新たな学校警察連絡制度、銀座のアンテナシ

ョップの設置などで、トップの判断で十分な県市民的議論、議会手続きを経ずに進める強引な手

法も目立ってきています。 

 また、男女共同参画に関わる施策では、国の第三次男女共同参画基本計画に基づき高知県もプ

ランを策定しました。いくつかの前進面もありますが、具体的指標に欠けているなど問題が山積

みとなっています。 

２）高知県の教育行政は、学校現場の実態や意見を考慮することなく、上からの強引な手法で「結

果」を求める方向に走っています。 

 １つ、全国調査の結果向上をめざす姿勢です。『高知県教育振興基本計画』『緊急プラン』など

にも明記され、子どもたちの学力向上をはかるという名目で様々な施策が押しつけられています。

全国調査は抽出からはずれた学校も「希望参加」の名の下に 10 年度は県内全公立小中学校での「悉

皆調査」が強行されました。 

 ２つ目は、高校入試改革です。前期選抜で 80％（一部高校・学科は 100％）の生徒を募集する

高校入試制度が始まって 2 年目となりましたが、20％の生徒が切り捨てられ、さらに後期選抜で

も定員を満たさない学校が多数出るという異常な事態が続いています。 

 ３つ目は、県教委が新たに導入をしようとしている学校・警察連絡制度についてです。個人情

報保護制度委員会の審議を無視するかのように、結論が出ていない制度を生徒・保護者に説明さ

せました。警察から学校への情報提供は現行の条例で可能であるとして、制度委員会の結果を待

たず 7月実施を強行しようとする強引な姿勢には批判が高まっています。 

 ４つ目、日の丸についての強引さです。県教委は県立学校で常時掲揚するようにとの依頼文書

を出しました。そのために掲揚台をわざわざ設置した学校もあります。改悪教育基本法によって

愛国心を押しつけようという動きが加速しており、日の丸・君が代の強制については、今後も思

想・良心の自由、学校の自治を守る観点から押しつけを許さない取り組みが必要です。 

３）県内の雇用経済情勢は、数字的には上向き傾向ながらも依然として厳しい状況にあります。 
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今年３月の県内の有効求人倍率（季節調整値）は、0.57倍で3ヶ月連続で同水準、前年同月を0.12

ポイント上回っています。  

今春卒業予定の高卒者の３月末の就職内定率は、91.0％（県内 86.4%、県外 98.0％）で前年同

月の 82.8%(県内 74.7%、県外 93.3％）を上回っていますが、景気回復の影響という側面と同時に、

求人数が 1.7％増える一方で求職者数が 2.6％減少した影響があると思われます。 

大卒者の３月末の内定率は、86.3％（県内 88.1%、県外 85.7％）と全国平均 91.8％を大きく下

回っています。 

県内の雇用調整助成金の申請は、2011 年 3 月で 199 事業所 4,276 人となっています。昨年 11

月で 207 事業所 4,868 人ですから、横ばいから減少傾向といえますが、今後東日本大震災の影響

が懸念されます。 

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。 

高知県地方最低賃金は、時給６４２円で全国最低といなっています。 

４）国保の滞納世帯は 17,690 世帯で 13.27％に達しています。短期証の発行世帯は 11,328 世帯、

資格証の発行は 3,270 世帯と深刻な状況となっています（2010年 6 月 1日現在）。 

国民年金の納付率は 56.7％と四国では最低となっています（全国平均 56.0％、東京 53.2％、

2010 年 10 月末現年度分）。 

2009 年度の就学援助率は 22.40％（昨年 21.2％）となっています。高知市は 30.87%（29.9％）

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

います。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。 

 2009 年の全国の自殺者は 32,845 人であり、12 年連続して 3万人を越えています。高知県は 262

人で自殺率が 34.2 となっており、全国平均の 25.8を大きく上回っています。 

 あらゆる種類の貧困が、生活の中に広がっていると言えます。 

５）2010 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。 

 2010 年農林業センサスによると、農業の経営体（経営耕地面積 30ａ以上）は 18,990 で 5 年前

の 21,617 から 2,627 減（△12.2%）となっています。1 経営体当たりの耕地面積は、0.98ha で 5

年前の 0.89ha から増えました。また、農産物の加工経営は 283 から 417 と増えました。 

 農家総数は 29,627 戸（前回比△2,890 戸、△8.9%、全国△11.2%）、その内自給的農家数は 11,141

戸（ 前回比△308 戸、△2.7%）です。 

農業人口は 34,131 人（前回比△6,003人、△15.0%、全国△22.3%）となっています。 

林業の経営体（経営耕地面積 30ａ以上）は 4,091 で 5 年前の 6,593 から 2,502 減（△37.9%）

となっています。 
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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。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介護保険の抜本的見直し。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（第５期介護保険事業計画の策定）。 

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。年金の引き下げ反対。 

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）。 

⑧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。保育の新システ

ム導入反対。 

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、被災者の生活と地域の早期の再建。原発の安全基準の抜本強化

と全原発の総点検。危険な原子力依存行政の見直し、再生可能エネルギーへの転換。伊方原

発の緊急冷却システムの耐震対策、津波対策（引き波対策含む）、使用済み核燃料プールなど

の総点検。プルサーマルの中止。 

⑱南海地震対策の抜本的な見直し。 

 
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東日本大震災救援、復興と従来からの反貧困・地域を守る課題とを統一して運動を進めます。

震災解雇を許すな、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、ＴＰＰ参加反対、医療・福祉・教育を充実せよ、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。 
④高知県知事、高知市長選挙が１１月に予定をされていますが、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 

①１１月に県交渉（副知事）、教育委員長交渉を行います。同じ日の交渉を復活させます。 

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、未実施に関係なく、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。 

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。 
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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．南海地震、防災問題での県交渉 

   

日時  6 月１６日（木） １３：３０～１５：３０  南海地震対策課   

  場所 県庁３Ｆ 防災作戦室 

 

 

２．伊方原発問題での四国電力高知支店への申入れ  

日時  6 月２１日（火） １０：３０～１２：００   

 場所 四国電力高知支店 
参加  ６名 

    県労連（西山）、民商、民医連、新婦人、共産党、事務局長 
 
３．全国の原発運動に学ぶ学習会 

日時  6 月２４日（金） ９：００～１１：００   

 場所 高知城ホール３Ｆ 
 講師  柳町 秀一 さん 

      原発問題住民運動全国連絡センター事務局長 

 

４．世話人団体会議 

日時  ７月２０日（水） １０：００～１２：００   

 場所 県教組会議室 
 
 
 
 


