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ＶＳ安倍政権、ＣＨＡＮＧＥ飯泉県政で

安心、元気、希望の徳島へ
──いっせい地方選挙にむかう県政政策──

２０１５年１月１９日

日本共産党徳島県委員会

（部内資料）

県民の願いにそむく飯泉県政の転換の方向を示し、知事選挙と県議選挙の「総合政策」を提

案します。

一、安倍政権の暴走を県民に流し込み、

悪政を先取りしてすすめる飯泉県政
日本共産党徳島県委員会がおこなったアンケート（８０５通の返信）の「あなたの生活はど

うですか」の問いへの回答で、「非常に苦しい」「やや苦しい」の合計が６１．０％にのぼりま

した。「生活するうえで困っていることは」の問いへの回答では、多い順に、①年金４２．９

％、②税金３５．０％、③介護保険料３４．７％、④国保料３１．２％となっています。県民

の厳しい生活実態が示されています。県民の生活、営業がこんなに厳しい状況に落ちいってい

るのはなぜでしょうか。

それは、消費税増税でも、社会保障改悪でも、ＴＰＰ推進でも、安倍政権の暴走の犠牲が地

方経済、地方自治体に深刻なかたちであらわれているからです。また、市町村合併と地方財政

の削減、社会保障の最低基準見直しなどによって「住民福祉の機関」としての自治体の機能が

弱まり、住民の福祉とくらしの破壊、地域経済の衰退がすすんでいるのです。

飯泉県政は、安倍政権の暴走と対決するのでなく、以前からの大型公共事業のムダと利権を

継続するとともに、安倍政権の悪政を県民に流し込む役割、悪政に手を貸し推進する役割をは

たしています。

①大型公共事業のムダと利権の継続がくらし・営業をを圧迫

飯泉県政は、鉄道高架事業、流域下水道事業や農地防災事業など、ムダな公共事業を、一定

の見直しを余儀なくされながらも、引きつづき継続しています。また、同和行政のゆがみを引

きつぎ、いまでも徳島化製への年１億円の補助金も続けています。

こうして、ムダな公共事業などの継続と国の地方財政の削減のもとで、一部をのぞき福祉の

切り捨てがすすみ、雇用・賃上げ、中小企業支援、農業支援などの地域経済対策は、内実がと

もなわないものとなっています。

②安倍政権の自治体再編の先導役をはたす飯泉県政

さらに、飯泉県政は、「国土強靱化」の名のもとに四国新幹線計画を、積極的に推進しよう
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としています。在来線を分離・縮小し地域の交通網がズタズタになってしまう、新たな税金の

ムダづかいの計画を政府の計画にのってすすめようとしているのです。

また、政府が「地方消滅」で自治体を脅し、「地方創生」を打ち出せば、飯泉県政は、いち

早く県に「地方創生」本部を立ちあげて、その推進をはかろうとしています。

そもそも人口減の原因は、次のような問題点かあるからです。第一に、少子化がすすんだの

は、青年層が結婚して子どもを生み育てられるような労働条件が壊されてきたからです。第二

に、大企業、大資産家を支援し、地域産業と地方の自治体をきりすてる「構造改革」政策で地

域経済が疲弊してきたからです。第三に、合併で周辺地域の疲弊がすすみ、災害への対応力が

衰退し、人口減少に拍車をかけているからです。

地方の衰退は、長年の自民党政治にこそ、その原因があります。ところが政府の「地方創生」

は、こうした根本問題への反省も、解決策もなく、過去に失敗してきた施策を、看板を変えて

推進するものとなっています。

③飯泉県政の３つの転換で安心、元気、希望の徳島へ

ムダと利権を継続し、安倍政権の動きを先取りしてすすめる飯泉県政が続けば、県民の苦し

みがますばかりです。

今求められるのは、①大型公共事業優先から、福祉、くらし、防災と環境優先への転換、②

大企業支援型の経済政策から、中小企業、農林漁業支援で地域循環型の経済対策推進県政への

転換、③憲法と地方自治を壊す県政から憲法と地方自治をまもる県政への転換です。

日本共産党は、安倍政権の暴走と対決し、飯泉県政の抜本的転換で、県民の願いがかなう安

心、元気、希望の徳島をつくるために全力を尽くします。

二、くらし・福祉、防災と環境最優先で、安心徳島の実現
大型公共事業最優先の県政から、くらし・福祉、防災と環境優先に県政運営をきりかえ、「住

民福祉の機関」という本来の自治体の姿を取りもどします。

（１）医療、介護、福祉の充実

①県の助成で中学校までの医療費無料化

中学卒業以上の無料化を実施しているのは福島県、群馬県、東京都、静岡県、鳥取県の５都

県にひろがっています。子育て支援策の重点として、県の助成を約２億円増やし中学卒業まで

無料を実現します。

②国保料（税）の１人１万円の引き下げ

国の「自治体の助成やめよ」の通達の撤回を求めます。市町村国保会計への県の助成が１５

県で行われており、県の助成で国保（料）税を１人１万円引きさげます。

③介護保険の利用料、保険料の負担軽減

県の助成による保険料、利用料負担の軽減の県独自の制度をつくります。

特別養護老人ホームをはじめ、介護施設を整備拡充し、待機者の解消をはかります。

介護職場の離職率を引き下げるため、給与、福利厚生の改善を保障する国の補助を求めます。

④医師確保など医療体制の充実
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糖尿病での死亡率、乳児死亡率は全国最悪です。産婦人科医の確保をはじめ、安心して生み

育てられる医療体制をつくります。検診率の向上と保健指導を重視し、糖尿病など成人病の予

防対策を強めます。

地域医療計画策定にあたって、十分な医療提供体制を確保します。

⑤生活保護行政の充実

国に対して、生活保護基準の引き下げを行わないように求めます。

申請者の実情に応じて、親身で柔軟なケースワークができるよう、職員の増員をはかります。

⑥児童虐待防止対策の充実

児童のすこやかな成長と児童虐待の防止に向けて、国基準の施策だけでなく、独自の施策を

検討・具体化します。

⑦障害者（児）福祉の充実

障害者（児）が安心して生活できるよう福祉サービスを充実させ、就労支援をすすめます。

⑧過疎地域住民、高齢者の足の確保

買い物難民の解消など、過疎地域における高齢者の交通網の確保をはかります。

（２）子育て、教育環境の充実

教育条件整備をさらに進めるとともに、「活用力」重視から、「どの子もわかる」行き届いた

教育への転換をはかります。

①少人数学級を中学校の全学年に

「だれもがわかる授業を」の願いにこたえ、３５人学級を中学校の２～３年にひろげます。

２．５億から３億円で実現できます。

②教育費負担の軽減

県の助成で高校の学費無償化をはかります。就学支援金を全生徒の８０％がうけており、県

の助成で全生徒の学費無償化を実現します。

返済不要の奨学金（高校生が対象、現在は非課税世帯）を大学生を含め、大幅に拡充します。

医師確保（９年働くことが条件）、看護師（５年働くことが条件）確保のための奨学金とおな

じように、徳島県に就職して９年以上働くことを条件に大学生に無償の奨学金を創設します。

中学校までの学校給食の実現、給食費の無償化をすすめます。

③保育所の整備、負担軽減

待機児童ゼロをめざし保育所の整備をはかります。第３子以降の保育料の無料化に県の助成

を行います。

④学童保育の充実

学童保育の補助の増額をはかり、施設の整備、指導員の待遇改善と保育内容の充実をはかり

ます。

⑤障害児教育の充実

特別支援学校に対する父母の期待が強まり、入学者が急増していますが、それに対応した教

育条件整備が遅れています。特別教室を普通教室に変更する、校庭を狭めて校舎を増築したな

の事態が進んでいます。

特別支援学校の設置基準は国が決めていないため県独自で決め、教育条件整備を進めます。

エアコン未設置の教室はただちになくします。臨時教員で対応するのでなく、専門性をもった

正規教員を配置するようにします。
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卒業後の就労支援をを強めます。

（３）防災型公共事業の大幅拡充

①南海トラフ地震・津波対策

３０年以内に７０％の確率でおこる南海トラフ地震対策は急務です。

津波避難タワー、避難所の建設など津波からの避難困難地域をなくします。橋梁の耐震補強

をすすめ避難路を確保します。防災拠点施設の耐震化の早期完了をめざします。

県民の命を守ることを最優先し、木造住宅耐震補強への補助を高知なみの１１０万円以上に

して、木造住宅の耐震補強を促進します。

防災倉庫の設置、緊急時の連絡体制の整備をはかります。

②土砂災害・浸水被害対策

昨年夏には、台風による豪雨災害が発生しました。土砂災害や水害対策強めます。

住民参加の流域委員会で河川整備計画を検討します。

洪水対策優先のダム管理を国に求めます。河川及びダムの堆砂除去、無堤地区の解消、内水

被害解消のためのポンプ設置などを推進します。

土砂災害危険箇所１３，００１カ所の基礎調査が８，７００カ所で終わっていません。予算

を倍増させ、危険箇所の基礎調査を早期に完了させ対策を急ぎます。

③既存橋梁の補修、耐震化

津波からの避難路となる橋梁の耐震化を急ぎます。

（４）環境をまもり資源循環型社会へ

①一般廃棄物処理──広域処理、焼却中心のごみ処理の転換を

広域化と大型処理施設中心のごみ処理をあらためます。ごみになるモノをつくらない、再使

用を徹底し、ごみは焼却せず分別、再資源化する、真の循環型社会に向かうとりくみを促進し

ます。

②産廃の不法投棄の解決

産業廃棄物の処理施設、処分場の環境保全対策を強化し、自然・環境をまもります。

③地球規模の環境問題への対策

地球温暖化対策、ＰＭ２．５の監視体制、対策をすすめます。

三、地元中小企業の支援、

公共事業はくらし優先で元気な徳島の実現
県外ゼネコンの利益優先のむだな大型公共事業を見直し、県民のくらしに必要な公共事業に

財源を振り向け地元の建設業を支援します。また、呼び込み型の経済政策から、地元中小企業

を支援する地域循環型の経済政策への転換で、徳島の経済を底から元気にする政策を進めます。

（１）公共事業をくらし優先に転換

公共事業は、県財政を圧迫してきた不要不急の大型事業、新たな浪費となる大型事業の推進

と決別し、生活密着型、防災型の公共事業に転換します。地元の建設業、技術者の保全、育成
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をはかります。

①生活道路の改良と補修の推進

道路改良率は全国最下位の５１．８％と遅れています。混雑緩和、安全対策を重視して生活

道路の改良を進めます。老朽化したトンネルの点検と補修をすすめます。

②橋梁の補修の促進

老朽化し補修が必要とされる１５メートル以上の橋梁は、県管理で１６３本あり、市町村管

理で１７０本をこえる（徳島新聞２０１４年５月１４日付）とされています。市町村への財政

支援も具体化し、橋梁の点検と補修を抜本的に強化します。

③県営住宅の建設

縮小でなく、計画的に推進します。

④流域下水道の見直し、汚水処理は合併浄化槽方式に転換

徳島県の汚水処理は全国ワースト１位です。流域下水道計画は行きづまっており、抜本的な

見直しをおこないます。およそ１／３の予算ですみ費用が安く、地元業者の仕事が増え、すぐ

効果を発揮する合併浄化槽方式に転換し、汚水処理を抜本的に推進します。

⑤総合農地防災事業の中止

現状で、農業用水の不足はありません。大規模な農業用水路をつくる総合農地防災事業は中

止します。

⑥鉄道高架事業の中止、在来線の利用促進

牟岐線は高架が必要なほど、ふみきりの渋滞はありません。牟岐線の鉄道高架事業は中止し

ます。パークアンドライド方式の導入などで、在来線の利用促進をはかり、地元の足を守りま

す。

⑦四国新幹線計画の中止、くらしに必要な在来線をまもる

構想によって総事業費に違いがありますが、大阪までの所要時間（高松－大阪間）を１６分

～４３分短縮するという計画です。大阪までの所要時間を１分縮めるために４５３億円以上を

かけるムダな計画です。そのうえ新幹線がつくられれば、在来線は切り離され、通学・通勤の

足が縮小されます。新幹線計画は中止し、在来線をまもることが必要です。

（２）大企業応援から地元企業応援への転換

企業呼び込み型の経済対策と重視から、現場の知恵を生かした内発的発展を重視した地域循

環型の経済発展を促進する政策に、抜本的に転換します。

①中小企業への支援策の策定、支援予算の増額

「中小企業振興条例」にもとづく中小企業実態調査をおこない、中小企業経営者の英知を集

めて、商品の開発や販路の拡大などの具体化、県の支援策の具体化、実施をはかります。ＬＥ

Ｄや光ブロードバンド環境を生かすとりくみなどにとどまらず、地域の内発的な発展を支援す

るとりくみが重要です。

無担保、無保証人融資制度の拡充。新規起業者支援の充実をはかります。

②住宅リフォーム助成制度の創設

県の制度として住宅リフォーム助成制度をつくります。

③「原発ゼロ」をめざす、再生可能エネルギーの活用

再生可能エネルギーの活用を積極的に促進します。家庭用の太陽光発電施設設置に対する補

助制度を創設し、積極的に推進します。
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伊方原発は再稼働をおこなわずに廃炉にするよう国、四国電力に働きかけます。「原発ゼロ」

を決断してこそ再生可能エネルギーの活用にも本腰が入ります。

四国電力に地域間の送電網の整備や地域ごとの効率的な電力供給体制の整備を求め、再生可

能エネルギーを買いとるよう強く働きかけます。

④公契約条例の制定

ダンピング受注や下請けへのしわ寄せから、建設労働者の賃金が下落しないように、公契約

条例を制定します。

⑤消費税増税にキッパリ反対、商店街対策の充実

消費を冷え込ませる消費税１０％への増税は、キッパリ中止することを国に求めます。店舗

改装工事への助成制度（商店版リフォーム助成制度）を創設します。

商店経営者と地域住民の参加で英知を集め、商店街活性化策を具体化し、県の支援を強めま

す。

⑥食品偽装の再発防止策

食品偽装の再発防止へ、条例の制定など抜本対策を進めます。

⑦徳島化製への補助金の中止

同和事業の継続ですすめられている徳島化製への１億円の補助金はキッパリ中止します。利

権の継続はないか、県政の総点検をします。

（３）農林漁業を基幹産業として振興

「もうかる農業」の名のもとに、企業の参入、規模拡大、ブランド化を軸にした農業政策を

転換し、家族農業をささえ、地産地消を促進し、食糧自給率の向上をはかる政策をすすめます。

①ＴＰＰ反対、農協解体を許さない

日本の農林漁業、医療制度、地域経済を破壊し、国土の荒廃をもたらすＴＰＰの交渉から撤

退します。農協の解体に反対します。米価下落対策を国に求めます。

②所得保障、価格補償の充実で家族農業の支援

兼業、専業を問わずあらゆる農業の担い手に対して支援をはかります。価格保障と所得補償

を組み合わせて、農業への支援を強めます。地産地消と地元での加工・商品化、流通をふくめ

たとりくみを地元の知恵を生かしてすすめます。

③新規就農者への支援の強化

新規就農者への所得補償など支援を強めます。

④鳥獣被害対策の充実

シカ、サル、イノシシなどによる鳥獣被害は、さらに深刻になっています。四国四県が連携

して、個体数を管理する体制づくりをはかります。

猟友会との協力をさらに強め、捕獲した鳥獣を資源として活用するための具体化を含め、対

策を具体化します。

⑤林業の活性化

林業の機械化を支援します。県産材の公共施設への活用をすすめます。

ペレットに加工するのをはじめ、端材や雑木を燃料として活用するなど、バイオマスエネル

ギーとして活用するとりくみを促進します。

現場の声を生かして、林業への就業者の確保対策を具体化します。

⑥漁業振興



- 7 -

漁獲量が減ってきており、養殖、漁業資源の枯渇対策を具体化します。燃油が高騰したと

きに支援する制度を策定します。

（４）観光の振興

徳島県の観光資源の魅力の国内外への発信を重視します。

自然と農林漁業、伝統産業を生かした体験型観光を推進します。阿波踊りや渦潮などの知名

度のある観光地とともに体験型観光やアウトドアの魅力をどう生かすのか、徳島の魅力を再発

見し、どう創っていくのかなど、行政と観光協会や観光関連業者などが観光振興のための課題

と具体策を検討する会議を設けます。

（５）移住者を増やす対策

神山町、上勝町、那賀町などの県下の先進的な自治体の経験に学び、市町村の移住者を増や

す対策を支援する制度を創設します。

四、青年に生きがいあるしごと、

憲法を生かす県政で希望の徳島の実現
若者が将来に希望をもてる県政にすることは、人口減少にはどめをかけるうえでも、県政の

将来にとっても大切な課題です。その保障は、「正社員があたりまえ」の雇用と将来にわたり

平和を守ることです。平和と住民自治を推進するためにも、憲法と地方自治をこわす県政から、

憲法と地方自治を守り、生かす県政に転換します。

（１）青年・労働者の雇用対策

光洋シーリングテクノでは、４４人の組合員が全員正規社員になって以降、６人が結婚し、

１４人の子どもが生まれ、６人が家を建てました。将来の生活が安定することで、これだけの

地域経済への波及効果が生まれます。正規雇用と最低賃金の引き上げが、青年が希望と生きが

いをもって働くうえで決定的です。

①正社員があたりまえの働くルールの確立

県が率先して臨時職員、臨時教員の正規化をはかります。

県が県内企業に対して正社員化を要請します。

ブラック企業から青年をまもるために、労働基準監督署との連携を強化して、相談、調査、

公表、指導を徹底します。

国の労働法制改悪にキッパリ反対し、「正社員があたりまえ」のルールをつくるよう国に働

きかけます。

②最低賃金の引き上げ

国に対して、中小企業への支援を強めて、最低賃金を全国一律１０００円に引きあげるよう

求めます。

③県職員の給与削減の中止

地域経済にマイナスの影響を与え、民間の賃金引き下げの悪循環を招くため、県職員の給与

削減はやめます。４年の任期満了ごとの知事の退職手当、任期が継続する場合は、岩手、山形、
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三重の各県のように受けとりません。

④新卒者への就職支援の強化

奨学金返済の支援制度を創設します。新卒者の就職支援を強めます。

⑤青年への職業訓練・就業支援

職業訓練・就業支援を充実させ、職につくまでの期間、家賃補助制度を創設します。

⑥障害者の雇用拡大

障害者の雇用率の向上のための施策を充実させます。

（２）働く女性への支援強化、女性の地位向上へ

①正規雇用を促進、均等待遇を

働く女性の正規雇用を促進し、長時間労働の是正と均等待遇を企業に求めます。

②ＤＶ対策の強化

ＤＶの相談窓口の活用促進、機能の充実をはかります。

③県職員、審議委員の女性比率の向上

審議会の委員、県職員の管理職の女性比率をさらに高めます。あらゆる分野で女性の参画を

すすめます。

（３）青年、県民に平和な未来を──憲法を県政に生かす

①憲法をくらしに生かす

憲法９条を守り、憲法をくらしに生かします。集団的自衛権の行使容認の撤回、法制化の中

止を政府に求めます。秘密保護法の撤回を政府に求めます。

②米軍機の低空飛行訓練の中止へ

欠陥機オスプレイと見られる航空機も含め、米軍機の低空飛行が頻発しています。米軍機の

低空飛行訓練の中止を政府に求めるとともに、直接アメリカにも要求します。

③自衛隊の武器携行歩行訓練の中止

武器を携行した自衛隊の夜間歩行訓練などは行わないよう求めます。

（４）文化、スポーツ施設の充実

県立図書館などの文化施設関連予算の削減をやめ、文化、スポーツ、芸術活動を支援します。

（５）地方自治を壊す国の動きに反対し地方自治をまもる

①情報公開、住民参加の促進

県民の声が生きる県政めざし、情報公開や住民参加をすすめます。

②合併自治体の自治機能の再生

合併により住民自治の機能が大きく後退しており、どこに住んでいても必要な行政サービス

がうけられるよう、自治機能の再生をはかります。

③「集約化」による周辺部きりすてを許さない

「特区制度」による地方自治の蹂躙を許しません。周辺部の衰退をもたらす「集約化」、地

方中枢拠点都市への投資集中の動きは認めません。

④住民の福祉切り捨て、負担押しつけの道州制に反対し、地方自治をまもります。
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五、県民要求実現の確かな力──日本共産党の４議席
（１）飯泉県政ささえ、県民の願いの実現はばむオール与党県議会

徳島県議会は、内部に矛盾をはらみながらも、わが党をのぞくオール与党で飯泉県政を支え

ています。

自民、公明など他の会派は、飯泉県政のムダと利権温存の予算、社会保障の削減の予算に賛

成してきました。徳島化製への１億円の補助金について、議会ではいっさいものをいいません。

県立高校の寄宿舎のうち麻植寮、美馬寮を廃止し、阿南寮を総合寄宿舎として、使用料を月

１８００円から５６００円に引きあげ、自動車運転免許試験場使用料値上げ、排ガス規制性能

のない車への増税など、県民への負担増が他の会派の賛成で強行されました。

オール与党県議会が、県民に負担増を押しつけ、県民の願いの実現を阻んでいるのです。

（２）住民要求実現のかけがえのないよりどころ日本共産党の議席

オール与党の県議会のなかで、日本共産党の議席は、唯一の野党として、住民要求実現のか

けがえのないよりどころとなっています。

住民運動とわが党県議団の議会質問によって、小学校卒業までの子どもの医療費無料化、少

人数学級が前進してきました。また、米軍機の低空飛行訓練への知事の反対表明を実現させま

した。

県議会で日本共産党の議席を前進させることは、住民の声を自治体にとどけ、住民の声で動

く県政をつくるうえで、最も確かな保障となるものです。

きたる県議選挙では、阿南選挙区（定数４）にたつた良子県議、徳島選挙区（定数１０）に

山田豊前県議、上村きょう子地区副委員長、板野選挙区（定数４）にてづか弘司地区副委員長

を予定候補に決め、４議席の絶対確保をめざします。

４議席になれば、交渉会派となり、全ての委員会に委員を送り、代表質問ができるようにな

ります。さらに、議案提案権ができ県民の要求を条例案にして提案することもできるようにな

ります。住民の要求で動く県議会にむかって、大きく前進することになります。

（３）住民要求にもとづく共同をすすめる決定的な力

日本共産党議員団の前進は、住民要求にもとづく共同を推進する決定的な力となるものです。

県下でも、ＴＰＰ反対、原発ゼロ、秘密保護法撤廃、消費税増税の中止、米軍機の低空飛行訓

練反対などの問題で住民の共同が広がっています。新町西再開発の白紙撤回や７市町村による

広域ごみ処理計画の白紙撤回、国保料（税）の引き下げ、子どもの医療費無料化の拡充をはじ

め、地方の要求でも共同が広がっています。また、地方議会のなかでも、要求にもとづく共同

も生まれています。

日本共産党は、議会でも地域でも、安倍政権、飯泉県政と「対決」し、住民の立場で「対案」

を示し、「共同」を強める立場で奮闘しています。日本共産党の議席が伸びることが、住民要

求にもとづく共同を発展させるうえで決定的な力となります。

（４）行政と議会をチェックするかけがえのない監視役

日本共産党議員は、むだな大型開発や徳島化製への１億円の補助金など、県政の問題点を厳
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しく批判し、くらしの願いの実現へ全力をあげています。徳島新聞は「県議会委５分で終了」

「過疎や人権 重要な課題なのに…」と批判の記事を書きました。時間いっぱい、しっかり質

問する日本共産党議員の値打ちは鮮明です。

政務調査活動費の不正受給ですでに辞職した自民・県民会議の児島勝前県議が公文書偽造、

詐欺容疑で家宅捜索をうけました。同じ会派の有持益生県議も同様の不正受給が明らかになり

辞職しました。疑惑が取りざたされる議員も相当数におよんでおり、議員のあり方が鋭く問わ

れる、あまりにも異常な事態です。

しかし、この事態に至っても、自民党は自浄作用を発揮する姿勢すらありません。背景に、

オール与党のなれ合いにどっぷりつかり、政務調査活動費は「県民の税金」というあたりまえ

の感覚の麻痺があるのではないでしょうか。

わが党県議団は、問題が明らかになた時点でただちに、児島前県議などの政務調査・活動費

の全容解明と、全議員の支出内容の改めての審査などの対策を早急にとるべきと申し入れまし

た。

企業・団体献金も、政党助成金も受けとらず、清潔・公正をつらぬいてがんばる日本共産党

だから、しっかり行政と議会をチェックし、不正・腐敗をただすことができます。

（５）安倍政権の悪政にストップをかける防波堤

「このままでは、くらし、平和が守れない」と不安の声が高まり、多くの県民からの請願書

が提出されています。

特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出を求める請願、集団的自衛権の行使容認を行わ

ないよう求める意見書の提出を求める請願、消費税１０％への引きあげ反対の意見書の提出を

求める請願、介護従事者の処遇改善を国費で行うことを求める意見書の提出を求める請願など、

県民からの切実な願いがこもった請願を、自民・公明などの多数で「不採択」にされてしまい

ました。日本共産党は、これらの請願を採択するようもとめて奮闘してきました。

日本共産党の議員は、安倍政権の悪政の防波堤の役割をしっかり発揮しています。

安倍政権、飯泉県政と「対決」し、「対案」を示して県民と「共同」して要求実現へ、奮闘

している政党は日本共産党しかありません。いっせい地方選挙で、日本共産党をのばして、県

民の願いがまっすぐに届く、県政を実現しようではありませんか。

資料

２０１４県民アンケートの結果について

日本共産党県委員会が２０１４年秋に取り組んだ県民アンケートの結果をご紹介します。
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①あなたの生活はどうですか

②安倍政権は消費税を１０％に引き上げる計画ですが、どう思いますか

③生活をする上でお困りのことは何ですか（複数回答）

④暮らしを良くするために政治に望みたいことは何ですか（３つまでの複数回答）

42.9%

35.0%

34.7%

31.2%

26.7%

14.3%

13.8%

10.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

年金

税金

介護保険料

国保料

医療費

交通の便

賃金

上下水道料金

生活の上でお困りのことは何ですか（複数回答）

12.9%

13.5%

16.1%

17.5%

20.6%

32.5%

38.8%

39.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

地震・津波など防災対策

医療・保健体制の充実

ブラック企業の根絶

雇用・就職先をふやす

年金の充実

所得税・住民税の減税

介護保険料の引き下げ

国保料の引き下げ

政治に望みたいことはなんですか（３つの複数回答）

非常に

苦しい

21.2%

やや苦

しい

39.7%

ふつう

31.1%

ややら

く

2.6%

非常に

らく

1.2%
無回答

4.2%

あなたの生活はどうですか

やめてほ

しい

72.7%

やむをえ

ない

14.7%

必要

4.4%

わからな

い

3.8%

無回答

2.9%
その他

1.5%

消費税１０％引き上げは
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⑤集団的自衛権の行使容認をどう思いますか

⑥憲法９条についてどう思いますか

⑦愛媛の伊方原発など原発の再稼働についてどう思われますか

⑧原発依存をやめて再生可能エネルギーへ転換することについて

⑨議員のあり方、資質が問われる事件が頻発していますが議員に望むことは何ですか

（複数回答）

賛成

14.2%

反対

56.9%

わから

ない

19.8%

その他

3.1%

無回答

6.0%

原発の再稼働についてどう思われ

ますか

賛成

65.4%反対

6.7%

わからな

い

16.7%

その他

1.1%

無回答

10.0%

再生可能エネルギーへの転換につい

て

66.5%

49.2%

45.1%

36.3%

27.2%

13.3%

12.7%

1.5%

10.4%

税金のムダ使いをチェックしてほしい
住民のために私利私欲なく働くべきだ

市民の声をよく聞いて議会に届けてほしい
不祥事へのけじめをきちんとつけるべきだ

政策の研究をしっかりやってほしい
議会の様子を知らせてほしい

住民との交流を深めて欲しい
望むことはない

無回答

改正す

べき

13.4%

改正す

べきで

ない

52.7%

わから

ない

22.0%

その他

2.3%
無回答

9.7%

憲法９条について

賛成

12.0%

反対

45.6%

わからな

い

35.1%

その他

2.1%

無回答

5.2%

集団的自衛権行使容認の「閣議決定」


