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 いま、国民の暮らしや権利を守る土台である憲法がないがしろにされ、憲法で保障さ

れた平和主義も民主主義も脅かされる異常事態が安倍政権の下で作り出されています。

安倍政権と与党による、国会で強行した安保法制（戦争法）強行は立憲主義を踏みにじ

る憲政史上最悪の暴挙であると厳しく指摘するものです。また安倍政権が、消費税増税、

ＴＰＰ参加や原発再稼働、沖縄新基地建設の推進など、暴走を加速させていることを看

過することはできません。 
 このような政治のもとで、国民・県民の暮らしに何がもたらされているでしょうか。

「アベノミクス」によって異常な円安と物価上昇、大企業減税と消費税増税、雇用や農

業の規制緩和等々がすすめられ、その結果大企業の利益は記録的な増加を見せても労働

者の所得や雇用は改善せず、消費も冷え込んでいます。大企業優先のアベノミクスを加

速させようとすればするほど、経済とくらしは破綻していくばかりです。 
 それだけに、いま地方自治体が、国の悪政からの防波堤となり、住民の命や暮らし、

平和を守る役割を発揮することが求められています。とりわけ熊本県は自衛隊基地を抱

え、全国屈指の農業県であり、隣県に原発が存在しており、国の悪政が直接的に県民の

暮らしや平和を脅かす事態に直結するという状況を鑑みると、「国政にはノーコメント」

などという姿勢を続けることは断じて許されない事です。 
 県の来年度予算については、知事選の関係で２月議会では骨格予算案が示されること

になりますが、すでに来年度予算に関して各部局からの要求書に基づき編成作業が開始

されています。 
以下、県政運営の在り方、来年度県予算編成について、日本共産党として、提案、要

望をいたします。ご検討いただき、県政運営と予算編成・県政運営の検討に積極的に反

映させていただきますよう要望します。 
  
                              
１、 安倍政権の悪政から県民生活と平和を守るうえで、「ノーコメント」「黙認」は許

されない 
 
  ①戦争法（安保法制）は、日本国憲法に背く違憲立法です。立憲主義に基づき、戦

争法を直ちに廃止するよう政府に求めること。また集団的自衛権の行使を可能と

した憲法解釈変更の閣議決定の撤回を求めること。 
  ②「大筋合意」が発表されたＴＰＰ交渉ですが、国民にも国会にも秘密のまま、日

本政府は国会決議に反して譲歩を重ね、かたや各国に対して合意の受け入れを迫

るという、不条理極まりないやり方を重ねてきました。ＴＰＰは多国籍企業の利



益最優先、国民の暮らし・地域を壊すものであり、断じて受け入れることはでき

ません。農業大県熊本として、「大筋合意」の撤回、ＴＰＰ交渉からの撤退を国に

求めること。また、ＴＰＰ協定の詳細を明らかにし、農業や住民生活への影響を

明らかにするよう国に求め、県内経済への影響を早急にまとめること。 
  ③消費税増税の口実は破綻しています。消費税再増税をやめるよう国に求めること。

所得や資産の能力に応じた「応能負担の原則」に立った税制改革を行い、賃上げ・

国民の所得を増やす経済政策の推進をはかるよう国に求めること。 
  ④原発の再稼動を中止し、すべての原発から直ちに撤退する決断を行なうよう政府

に求めること。再生可能エネルギーへの抜本的転換を求めること。 
  ⑤不安定雇用の下で働く人が、とうとう全体の４割を超えました。異常な長時間労

働やサービス残業、ブラック企業が横行し、過労死・過労自殺が増加しています。

最低賃金があまりに低く、懸命に働いても貧困から抜け出せません。雇用問題の

改善は日本が直面する重大課題です。派遣労働を厳しく限定する派遣法の抜本改

正や均等待遇のルールづくりなど、政治の責任で非正規から正規社員への流れを

作ること、残業の限度は月 45 時間という大臣告示の法律化、最低賃金の大幅引き

上げと中小企業への直接支援の仕組みをつくるよう政府に要請すること。 
  ⑥国保の運営主体を県に移行することで、国保への公費支援が減少し、国保料（税）

のさらなる引き上げが懸念されます。また後期高齢者保険料の大幅引き上げ、病

床削減の強化も計画されています。介護報酬の大幅削減が進められるもとで介護

現場の低賃金と慢性的な人手不足、介護施設の経営難が広がっています。生活保

護の生活扶助・住宅扶助等の削減なども図られています。政府の社会保障大削減

の方針は、暮らしの厳しさに追い打ちをかけ、生命や健康を脅かすものです。消

費税の増税を進めながら社会保障の大幅削減は許されません。このような政府の

姿勢に対し県としても強く意見をあげていくべきです。 
  ⑦沖縄県民の民意を幾重にも踏みにじり政府が強権的に新基地の建設を推進してい

ることは民主主義を否定する暴挙としか言いようがありません。憲法と民主主義、

地方自治を守るという観点からも静観は許されません。新基地建設は強行すべき

でないと政府に声をあげるべきです。 
 
２、県政の重要課題への具体策 
 

（1） 立野ダム建設計画を中止すべき 
① 北向谷原始林は、阿蘇くじゅう国立公園の特別保護地区です。またダム建設

予定地には長い年月をかけて形成された見事な柱状節理が圧巻の景観をつ

くり出しています。神話伝説も生まれた神秘的なこの地に巨大ダムができれ

ば阿蘇ジオパーク認定の取り消し、世界文化遺産登録も危うくなるという事

態になりかねません。観光にも影響します。 
② 白川中流域で河川整備計画にない大津、菊陽地域では、早急に河川整備計画

を策定し、遊水地（地役権方式や掘り込み式）や河床掘削、堤防・宅地かさ

上げや輪十提などダムによらない総合的治水対策を具体化・推進し、安全強

化を図ること。 
③ 「治水」「安全」「環境」「財政」等について、賛否双方の代表による公開・

公正な住民討論集会を開催するよう国に求めること。 



④ 国交省は、つまようじを使った模型実験などを根拠に「穴はふさがらない」

と言いますが全く信用できるものではありません。ダムの穴が詰まれば白川

の流れが止まり、農業用水確保、地下水涵養、白川や有明海での漁業等への

被害は計り知れません。 
 

（2） 水俣病問題の解決 
① 水俣病特措法に関し、地域や年代ごとの申請件数、該当者と非該当者数、非

該当の判断理由、症状など詳細なデータを明らかにすること。 
② 昭和 52 年判断条件を改め、被害実態に見合った救済制度の確立を国に求め

ること。 
③ 被害の全容解明のために、不知火海・八代海沿岸における住民健康調査・環

境調査を実施すること。 
 

（3） 有明海再生へ 
宝の海・有明海の異変と漁業不振が続くもとで、有明海漁業は瀕死の状況に

追い込まれ、地域経済は大きな打撃を受けています。国・農水省は諫早湾の締

切りによる潮汐・潮流速の減少、貧酸素水塊などによる漁業への影響を認め、

３年間の準備期間とその後の５年間の開門調査を命じた福岡高裁判決を履行せ

ず、なおかつ制裁金の支払いという税金の支出を続けている異常な事態をつく

り出しています。国・農水省の責任は重大です。現在の事態を打開する道は、

福岡高裁確定判決に従い、早急に開門調査を実施することです。その立場に立

って国が農業者、漁業者ら関係者と協議のテーブルにつき、防災や農業用水確

保の対策を講じながら開門調査を進める意向を表明するよう、県として強く国

に求めてください。 
 

（4） 球磨川の治水対策と五木再生へ 
① 人吉人吉橋左岸の堤防未改修箇所の対策を早急に進めること。 
② 堤防強化、河床掘削、排水機設置による内水対策、遊水地設置などダムによ

らない治水対策の促進を。 
③ 新たに設置された球磨川治水対策協議会は地元住民や専門家の意向が反映

されるよう民主的運営に努めること。 
④ 球磨川水害ダイムライン検討会は、水害から住民を守るソフト面からの災害

対策・避難計画づくりを進めるもので、ハード面での対策と合わせ住民参加

と合意のもとに生命と安全を守るシステムをつくり、自然災害と向き合いな

がら生きていくための重要な取り組みです。住民参加による策定をはかるこ

と。その成果を県内の一級河川はじめ各地のタイムラインづくりに生かして

いくこと。 
⑤ 瀬戸石ダムの堆砂により箙瀬地区は水害常襲地帯となり、住民は苦しめられ

ています。水位を下げる規模の堆砂除去を電源開発に要請するとともに、強

力な指導を国に求めること。土砂の堆積による水害の危険、ダム堤の老朽化

による危険、山崩れによる危険などからして、瀬戸石ダムは撤去の判断を行

うこと。 
⑥ 五木村振興の継続的支援のために特措法を制定し、ダム計画に翻弄されなが



らも村づくりに苦闘してきた住民に報いるためにも、今後も支援を続けるよ

う国に求めること。 
 

（5） 防災対策の強化と災害被害に対する対策の充実 
① 阿蘇の噴火活動に関する対策 
・緊急時に地元住民や観光客の安全を確保するためにシェルターの整備、  

避難誘導体制の強化をはかること。 
     ・防災予知システムの体制強化、防災会議協議会を中心とした情報共有や対

応方針のシミュレーションをはかるなど、緊急時の対応体制充実に努める

こと。 
     ・降灰観測地点を増やし、土石流発生の危険性を未然に察知、予防できる体

制を強化すること。 
     ・降灰による農業被害対応や自治体・住民への支援を強めること。 
     ・風評被害払拭のためにも、観光地としての阿蘇の魅力情報や正確な安全情

報、農産物の魅力紹介などのＰＲ活動強化、商品券や温泉券などに対する

財政支援など行なうこと。 
② 台風・豪雨等自然災害への対策強化 
・急傾斜地対策、河川改修対策等の予算を抜本的に拡充し、危険地域や災害  

常襲地帯の改善に努めること。 
・民間の構造物も含め、高層建築物の耐震診断をすすめること。 
・実態に合わない消防組織の再編・統合は中止し、地域の自主的防災組織、

消防団への支援を強めること。 
・被災者生活支援法を抜本的に拡充し、被災者の生活と生業の再建に結びつ

くよう充実させることを政府に求めること。 
・ 高齢者や障がい者、乳幼児が安全に避難できる地域の防災避難計画の整備

へ支援を強めること。 
 

（6） 地方創生・県総合戦略の問題 
   ・今日の地方社会の疲弊をもたらした最大の問題は、「呼び込み」型の大型開発

やインフラ整備、補助金の大盤振る舞いによる地方財政圧迫などにより、福祉

や地域の中小企業・産業を犠牲にしてきたことによるものです。地域経済を支

える住民の消費、地域の産業・企業の活動が呼び込みのために犠牲にされるの

は本末転倒です。地域にある力を活かし、伸ばす産業振興策、経済政策への転

換こそ求められています。 
   ・地域振興局の職員配置を補強し、地域住民の要求に適切にこたえられるよう機

能強化を。まちづくり構想にアイディアの提供や人材支援、PR 活動、財政支

援の充実を。 
・ 再生可能エネルギーの拠点を地域に作るなど地産地消型の経済を促進し、地元

を潤し、雇用の拡大など地域経済の好循環を作り出すこと。 
・ 大企業の身勝手な撤退や大型店の野蛮な出店・撤退に対し、地域経済や雇用を

守る観点から歯止めをかけるルール作りを進めること。 
・ 農業委員会・農協の権限を取り上げ、地域を支えてきた農業・家族経営の力を

衰退させれば、地域経済はさらに弱体化します。ＴＰＰ参加を前提とした大規



模化、集約化、企業参入、農協解体といった方向を見直すよう政府に求めるこ

と。 
・ 住民サービスの集約化の押しつけに反対し、現在の市町村が住民に身近なサー

ビスを充実させ、地域の再生がはかられるようにすること。 
・ 道州制の導入に反対すること。 

 
３、 暮らし・福祉優先の県政へ 
 

（１）医療、介護に関して 
① 介護保険制度の改悪により、○要支援者の訪問介護、通所介護を介護給付から

はずし、コストを抑えた市町村の事業に移し替える ○一定以上の所得者の使

用料が１割から２割に引き上げられる ○特養の入所対象を原則要介護３以

上に限定する ○低所得者を対象とした施設での居住費・食費の負担軽減制度

（補足給付）の用件を厳しくする―など、徹底的な介護サービスの削減と負担

増がもたらされています。 
・要支援者がこれまでの生活を継続できるよう、市町村に対して財源の確保を

含めた支援を行なうこと。 
・サービスの利用制限、費用負担の引き上げを中止して必要な人に必要なサー

ビスが保証されるよう、制度の改善を国に求めること。 
② 事業者に支払われる介護報酬が引き下げられ、各地で経営難を理由とする事業

所の廃止が相次いでいます。また介護現場の人手不足も深刻です。 
・介護報酬を大幅に引き上げるとともに、介護従事者確保・処遇改善のための

施策を早急に講じるよう国に求めること。 
③ 看護師不足・過重労働解消へ、看護師の増員と職場環境の改善がはかられるよ

う手立てを強めること。また看護師免許の登録に際し、申請後速やかに登録が

終了するよう各自治体への徹底を図ること。 
④ 国民健康保険税の軽減のための市町村への財政援助を強めること。滞納を理由

にした一方的な差し押さえ、資格証明書や短期保険証の発行は行なわないよう

徹底を図ること。国に対し、元の 45％補助に戻すよう求めること。 
⑤ 障害児・者、難病患者の負担を軽減すること。 
 

（２）子育て支援策、女性の権利向上 
① 子ども医療費助成制度の対象年齢を中学３年生まで引き上げること。窓口払い

の無料措置を全県的に確立すること。また国の制度として子ども医療費助成を

行なうよう政府に求めること。 
② 保育所待機児童の解消へ、保育所の拡充を進めること。 

・年少扶養控除のみなし適用を行なわないとした子ども子育て支援新制度の実

施により子どもが３人以上いる家庭で保育料が大幅に値上がりすることが大

問題となっています。多子世帯の保育料値上げが撤回されるよう国に手立て

を求めること。一方国は、昨年から在園している園児が卒園するまでは、年

少扶養控除のみなし適用を行なう自治体に財政支援をしています。積極的に

経過措置をとることを各自治体に呼びかけること。さらに新入園児に対して

みなし適用を行なう自治体への財政支援、保育料が無料となる対象世帯の拡



大など多子世帯の負担軽減を進めること。 
 ・保育士の抜本的な処遇改善と正規化への仕組みを作ること。 
③ 新婚、子育て、母子・父子家庭への民間住宅家賃補助制度の創設を。 
④ 就学援助の充実、子どもの貧困の打開を進めること。 
⑤ 地域の子育てサポート体制の整備促進。 
⑥ 子どもや女性への暴力・虐待を防ぐための相談窓口の充実、人員の拡充をはか

ること。 
 

（３）教育関係 
① 小中学校全学年において 35 人以下学級を進めること。 
② ゆうチャレンジを中止すること。 
③ 小学校での英語教科化に伴い、専科教師を配置すること。 
④ 小中学校に選任の図書館司書を配置し、フルタイムで継続して働けるような労

働環境の整備を図ること。 
⑤ 学校統廃合・存続問題については子どもや保護者、地域住民との十分な協議や

合意にもとづき方向性を見出すべきであり、一方的な方針押し付けを行なわな

いこと。 
⑥ 小中学校教室へのエアコン設置促進へ、県の積極的な対応を。 
⑦ 年収 350 万円未満の世帯の私立高校学費無償化を。 
⑧ 国に給付制の奨学金制度の創設を求めること。県育英資金制度をより多くの人

が利用しやすい制度に拡充するとともに、返済金滞納者を提訴するやり方は廃

止すること。 
⑨ 障害のある子どもの教育条件のさらなる改善をはかること。 
⑩ 芸術・文化、スポーツの振興に力を入れること。学校における芸術・文化の鑑

賞会を充実させる。また学校の部活動が廃止される方向のもと、地域スポーツ

クラブへの入会が困難な子どもたちへの機会提供、保護者や指導者らの経済的

負担軽減がはかられるよう適切な支援を。 
 

（４）福祉、生活保護、県民生活問題に関して 
① 熊本県内市町村の級地を引き上げるよう、政府に要請すること。 
② 就職者の自動車の保有については、公共交通機関があるかどうかだけでなく、

本数や利便性など考慮し柔軟に認めること。自動車の買い替えについては生活

用品としてみなし、社会福祉協議会から融資を受けられるようにすること。 
③ 医療施設を選択する権利を生活保護受給者に認めること。 
④ 引き下げられた生活保護基準額を元に戻すよう政府に求めること。 
⑤ 県営住宅への入居枠の拡大を。また老朽化した県営住宅の維持補修、建て替え

等のための予算を抜本的に拡充し整備を急いで進めること。 
⑥ 同和教育・同和関係の事業やイベントに職員や教員、子どもたちを動員しない

こと。「部落問題をはじめとする」という表現を削除すること。部落解放同盟、

全日本同和会への補助金は廃止すること。 
⑦ アスベストによる健康被害はこれから顕在化してくることが懸念されます。レ

ベル２までの実態調査を急ぐとともにレベル３の実態調査・対策の検討を進め

ること。健康被害への注意喚起を建設労働者や住民に徹底すること。 



⑧ 福島原発事故後、食の安全に不安が広がっています。徹底した除染と農産物、

魚介類の安全検査体制を強めること。 
 

（５）中小企業対策、労働関係 
① 誘致企業の工場閉鎖・移転や人員整理、希望退職の募集などに歯止めをかけ、

誘致企業が地域経済と地元労働者雇用に責任を持つよう対策を強めること。 
② 若者を違法な労働条件で働かせ、使い捨てにする、いわゆる「ブラック企業」

根絶のため、労働局と連携し、離職率の高い企業名の公表や、違法行為の是正

のため、対策を強化すること。長時間・過密労働、サービス残業をなくして雇

用を増やすよう企業に働きかけるとともに、経営者団体や労働者、特に若者へ

の啓発を強めること。 
③ 県として住宅・店舗リフォーム助成制度を実施すること。 
④ 中小企業・小規模事業者向けの低利の新規融資など資金繰りへの支援に万全を

期すること。セーフティーネット貸付の拡充や借り換え補償の推進をはかるこ

と。 
⑤ 中小企業の社会保険料負担率引き下げ等の制度改善をはかるように国に要請

すること。建設業許可申請等での社会保険未加入事業所への加入干渉は、実情

に十分配慮し、許認可権限を持つ他省庁への制裁要請はやめること。 
⑥ 県として早急に公契約条例の制定を。 
⑦ 国に対し、家族労働の働き分を認めない所得税法 56 条の廃止を求めること。 
 

（６）農林漁業問題 
① 市町村、専門家と連携し、鳥獣被害対策を強めること。 
② 個々の農家の体力低下・高齢化が進む中、たとえひとたびの災害にでも見舞わ

れると、たちどころに廃業の危機に直面するような状況が広がっています。被

害実態に見合う補償制度の実現を。 
③ 農家経営の困難を打開する最大の柱は、生産コストをカバーする施策をしっか

りと行なうことです。価格保障は農家経営を安定させ、生産を拡大する上で切

実に求められている施策であり、所得補償は農業の多面的な機能の発揮、条件

不利地での営農を補償する施策として位置づけられるべきものです。農業の存

亡の危機を迎えている局面だからこそ積極的導入が求められます。 
④ 採算の取れる価格の実現、農地の基盤整備、販路確保など、家族経営・零細規

模農家でも農業生産を維持・拡大できる条件整備へ積極的な支援を。 
⑤ 生産者の顔が見える販売は消費者にも歓迎されています。地産地消の取り組み

に対する援助を強めるべきです。学校給食や病院など、公共施設での地元産農

産物の利用拡大、学校教育や市民生活との結びつきを生かした農業生産の振興

と消費の拡大の取り組みを広げること。 
⑥ 白川漁協の不正常な組織運営に対し、適正化へ県の指導性発揮を。 
 

（７）交通問題 
① 九州新幹線新玉名駅の駅ホーム無人化計画を撤回するよう国とＪＲに求め

ること。 
② 九州新幹線沿線で基準値を超える騒音が各地で測定されています。基準値を



超えないようＪＲに要請するとともに、国に強力な指導性の発揮を求めるこ

と。 
③ 地域で信号機設置等、事故対策のための安全設備充実を求める声が相次いで

います。予算を抜本的に拡充し必要な整備を進めること。 
④ 道路整備の瑕疵による事故の事例も後を絶ちません。道路の維持補修予算を

増やし対策を強めること。 
 

（８）マイナンバー関係 
・相談窓口の充実 
・本格運用の開始を凍結するよう国に求めること。 

 


