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【はじめに】 

安倍自公政権になってからの６年間の北海道は、非正規労働者が２．６％増え、農業従事者が

約５０００人、漁業従事者が約２０００人減るなど、北海道の暮らしと経済を支える第１次産業

や中小企業とそこで働く人たちは厳しい状況に追い込まれました。このため、道民１人当りの消

費支出も年間２１万円も減り、景気は冷え込んでいます。その一方で、北海道がオスプレイなど

を含む日米共同訓練の恒常的な基地になる危険も強まっています。 

日本共産党は２０１５年９月に安保法制＝戦争法の廃止を求める政党と団体、個人が共同して

国民連合政府をつくろうと呼びかけました。その後、「戦争をさせない市民の風・北海道」などの

市民連合が全国各地で結成され、２０１６年４月には、全国に先駆けて衆院北海道５区補欠選挙

で市民と野党の共闘で推す候補者が自公候補とたたかいました。市民と野党の統一候補者と自公

候補者が戦う選挙は、その後全国で広がり、今度の参院選挙では市民と野党の統一候補者が安保

法制＝戦争法の廃止など１３項目の「共通政策」を掲げて、全国３２の一人区すべてで自公候補

者とたたかう選挙になっています。 

参議院選挙は、市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進で自民と公明、補完勢力を少数に

し、憲法９条改悪の野望を完全に断念させる選挙です。 

また、安倍政権を退陣に追い込み、国民が安心して暮らし、希望を持てる政治への扉を開き、 

安倍自公政治のもとで行き詰まった道民のくらしや福祉、地域経済と北海道経済を建て直す選挙

です。 

日本共産党北海道委員会は、この参院選挙で勝利し、北海道で新しい政治をつくるための重点

的な政策を提案します。 

 

Ⅰ、消費税１０％中止し、暮らしの明日に希望のもてる政治への転換を。 

１．北海道経済を壊滅させる消費税１０％への大増税は中止します。 

導入から３０年になる消費税は、最悪の不公平税制です。総務省家計調査による道内世帯

の月平均の消費支出は、消費税が８％になる前の２０１２年は約２７万４０００円でしたが、

２０１８年には約２５万７０００円となり、年間２１万円も落ち込んでいます。こんな時の

消費税１０％への増税は、深刻な消費不況をさらに悪化させます。内閣府も「景気は後退傾

向」と認め、安倍政権の閣僚からも増税延期を示唆する発言が出されています。消費税増税

の中止は政府が決断すれば今からでも出来ます。参院選で自公と補完勢力を大きく後退させ

れば、安倍政権を消費税増税中止に追い込むことが出来ます。北海道経済を壊滅させる消費

税１０％はキッパリと中止させましょう。 

 

２．低賃金と不安定雇用をなくし、８時間働けば安心して暮らせる北海道にします。 

北海道では有効求人数８７８７５人に対して、有効求職者数７１９１３人で、有効求人倍

率は１．２２と人手不足の傾向が続いています。（道労働局２０１８年１２月） 

特に、建設業関連では人手不足が顕著で、官公庁発注の公共工事でも長時間労働が起きて

おり、業界全体の年間労働時間は、他産業を３００時間も上まわっています。また、ハロー

ワーク別では、岩内や浦河、紋別などの漁業関係地域での求人倍率が高くなっています。こ

れらの状況も反映して、北海道での外国人労働者は最近３年間で１．４倍に増え、昨年１０

月末には約２万１０００人（内技能実習生は約１万人）になっています。 

このような人手不足の要因の１つは、北海道での低賃金、不安定雇用です。最低賃金は、

時給８３５円で全国平均より低く、東京都と比べると１５０円も下回り、政府目標の年間１

８００時間労働で比べると、東京より月２万円以上低く年間所得が１５０万円にしかなりま
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せん。そのうえ、正規雇用が減る一方で非正規雇用が増大し、雇用者全体に占める非正規雇

用の割合は３９．６％で全国トップクラスです。 

また、求職者不足の補充とされている外国人労働者のなかでは、「４日以上の休業が必要

な労災」の届け出が急増するなど、「労災の危険性が高い業種で人手不足が深刻化し、特に

実習生が、けがと隣り合わせの労働環境に置かれる傾向が強まっている」と言われています。 

 

 

３．暮らしを支える社会保障を構築します。 

〇国民健康保険料（国保料）の値上げを許さず、サラリーマン並みの保険料に引下げます。 

「収入の１５～２０％にもなる国保料は高くて払えない」との悲鳴が広がり、全道で国保

世帯の１２％、約１０万世帯が滞納に追い込まれています。それなのに、国保「都道府県化」

となった初年度２０１８年度に、北海道で保険料の独自軽減を目的とした法定外繰入れを廃

止した市町村が３２、減額が３４にのぼり、２０１９年度は国保料を値上げする市町村が相

次いでいます。 

 

〇介護保険料を軽減し、特養ホームなどの介護施設増設と在宅介護の充実をすすめます。 

介護保険料が高騰する一方で給付が抑制され、“保険あって介護なし”の流れが止まり

ません。政府が２０１７年度から段階的に実施している第２号保険者（４０～６４歳）の

介護保険料にたいする国庫補助削減は中止して、国の財政拡充で低所得者の介護保険料や

利用料を引き下げます。北海道は２０４０年には、高齢世帯に占める一人暮らしが４３％

（全国５番目）になると国立社会保障・人口問題研究所が推計しました（今年４月）。特

養ホーム増設による待機者の解消、在宅介護や介護者支援、認知症対策の強化で、介護離

職を防ぎます。介護労働者の低賃金を解決することで介護事業所の閉鎖に歯止めをかけ、

増設をすすめます。 

〇「減らない年金」「頼れる年金」を実現します。 

○全国知事会も求めている公費 1兆円の投入で、サラリーマン並みに保険料を引き下げ

ます。 

○市町村が独自に保険料を軽減するための施策を止めさせようとする、国の“国保料の

連続値上げ計画”はやめさせます。 

○子どもの均等割廃止を、多子世帯応援の制度として緊急につくります。 

〇中小企業への社会保険料負担の助成などの支援とセットにして、最低賃金をただちに

１０００円に引き上げ、１５００円をめざします。 

〇労働者派遣法を抜本的に改正し、非正規雇用労働者の正社員化をすすめます。官製ワ

ーキングプアを解消します。 

〇介護士と保育士の賃金を政府の責任で５万円引き上げ、さらに平均労働者並みに引き

上げます。 

〇長時間労働を規制し、ブラック企業・バイトを根絶します。 

〇外国人労働者の人権侵害、過酷労働をなくし、安心の共生社会実現の仕組みをつくり

ます。 

〇元請け企業が単価引き下げや消費税値引きをおこなう優越的特権をやめさせます。 

〇コンビニに対するフランチャイズ本部の押しつけをやめさせ、地域の生活インフラと

してのコンビニを存続させます。 
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安倍政権は、「年金は１００年安心」「厚生年金で必要な生活費はまかなえる」と言いな

がら、２０１６年に年金減額・抑制の仕組を導入しました。そのため、今年６月支給分か

らの年金給付は、物価が１％上昇しているのに支給額は０．１％しか増えません。実質０．

９％の給付減で、給付総額は実質的に５０００億円も目減りします。 

そのような中、政府（金融庁審議会）の報告書が、「公的年金だけで生活費が不足する」

「老後の生活費は自己責任で貯金せよ」としていることに、「これまで言ってきたことは

ウソだったのか」「国家的詐欺行為だ」との怒りが広がっています。 

 

〇広域分散型の北海道に相応しい地域医療の体制を国の責任で確立します。 

北海道では地域毎の医療体制で格差が広がり、第２次医療圏内でも、５疾病５事業及び

在宅医療が完結出来ない地域が生まれています。この大きな要因は、医師不足によるもの

で、２１ある第２次医療圏で上川中部と宗谷では医師数に３倍以上の差があります。宗谷

医療圏の中心都市稚内市では、市から転出する人の４分の１が「医療体制」を理由に挙げ

ています。広域分散型で第１次産業が基幹産業の北海道では、住民が安心できる地域医療

体制の確立が重要です。 

しかし、厚生労働省は、民間では担えない高度救急や地域医療などを担っている国や自

治体の公立病院、日赤などの公的病院の統合や再編を地域医療構想に位置付けています。

道も、２０２５年迄に病床を１万～１万５０００床削減する北海道地域医療構想をすすめ

ています。これでは、北海道の地域医療と地域が崩壊します。 

日本共産党は、以下の取り組みを緊急に強化し、地域医療を守り、強化します。 

 

〇生活保護の支給水準をもとに戻し、使いやすくします。 

安倍政権は、２０１３年に生活扶助総額を８９０億円減らして、生活保護基準を平均６．

５％（最大１０％）削減したのに続いて、２０１８年にも総額２１０億円、生活保護基準

を平均１，８％（最大５％）削減しました。２０１８年の見直しでは、母子加算も一律２

割削減しました。北海道では、これに加えて冬期加算も下げられました。 

これに対して、全国各地で不服審査請求がおこなわれ、北海道では１０２６人が請求を

提出し、抗議の集会が開かれています。 

生活保護基準は、住民税、保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金などに連動してお

り、生活保護を利用しない貧困世帯の暮らしも悪化させます。 

○診療報酬の取得点数で一般病床を区分し、病床削減と患者追い出しをすすめる今の

制度を止めさせます。 

○過疎地に医師を派遣する制度を都道府県任せでなく、国が「すべての国民に必要な

医療を保障する」制度として確立します。 

○医師の計画的な増員をすすめ、診療報酬の増額をおこなって、中小病院・診療所・

医療病床の経営を守り地域医療体制を構築します。 

○年金減額の仕組である「マクロ経済スライド制度」を廃止し、「減らない年金」「頼

れる年金」の制度を確立します。 

○緊急対策として、年金額が基礎年金満額（月６．５万円）以下の低年金者に月５千

円（年間６万円）を給付します。 
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実際、２０００年以降、ＯＥＣＤ加盟国の貧困ラインはカナダの１．６５倍をはじめ、

どこも引き上がっているのに、日本だけ下がり、８４％まで落ち込んでいます。 

○障がい者が安心して暮らせる社会にします。 

・ 障害が重く支援が必要な人ほど負担が重くなる「応益負担」を撤廃し、障がい者（児）

福祉・医療を無料にします。 

・ 障害年金は所得保障という観点から、支給額、認定基準、認定システムを抜本的に見直

します。最低保障年金制度の実現で、年金の底上げをはかります。 

・ 特別支援学校の教室不足をはじめとした条件整備など、障害のある子どもたちに行きと

どいた教育をすすめます。 

・ 就労支援の事業所での利用料負担は廃止します。 

 

４．お金の心配をせず、安心して学び、子育てできる北海道にします。 

「とても悲しい」「いたたまれない」との声が広がっています。６月５日に札幌市で２歳の

女児が衰弱死した事件は、児童虐待対策の貧困を浮き彫りにしました。全道の児童虐待相談

の対応件数は、２０１７年度に前年の１．３倍の２４２０件にのぼっています。札幌市では、

２０１８年度に８年前の倍、約１５００件に急増しましたが、児童福祉司はわずか４６人に

すぎません。専門的な対応や警察との連携も不十分でした。このような痛ましい事件が２度

と起きないよう緊急の対策を講じることが求められています。 

北海道の子どもの貧困率は１９．７％で全国で５番目に高く、道がおこなった「子どもの 

生活実態調査」では、「家族が必要とする食料を買えなかったことがある世帯が２０．５％」

「病院の受診を断念したことがある世帯が１７、８％」との実態も明らかになっています。 

北海道では、５３市町村が高校卒業まで、４１市町村が中学卒業まで医療費を完全無料化

にする助成をしていますが、道が中学卒業まで無料化する助成をするよう運動が広がってい

ます。 

認可施設に入れなかった待機児童は全道で４５００人（２０１９年１月１日）にのぼって

いますが、待機児童が２４１９人の札幌市では、保育士が集まらず受け入れを制限せざるを

得ない施設が多数出ています。消費税１０％を前提とした「幼児教育・保育」の一部無償化

は、子どもの命と安全を守る保育の質を低下させる危険があり反対です。まずやるべきなの

は、認可保育園（所）の増設と保育士の処遇改善を進めて待機児を解消することです。 

○２０１３年以来の削減をもとに戻し、支給水準を回復します。 

○生活保護を使いやすくするための４つの緊急提案を実行します。 

・法律の名称を「生活保障法」に変えます。 

・国民の権利であることを明らかにし、制度の広報、周知を義務づけます 

・申請権を侵害してならないことを明記し、「水際作戦」を根絶します。 

・定期的に補足率を調査、公表し、補足率の向上に努めます。 
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５．農林漁業を基幹産業として位置づけ、地域振興の柱として支えます。 

国連総会が昨年１２月に採択した「農民と農村で働く人々の権利のための宣言」（農民の 

権利宣言）は、「多国籍企業などから農業と食の安全を守り、国の食料主権を守るためには、

農民と家族農業を食料生産の中心的な担い手と位置づけ、適切な生活水準を維持できる価格

で生産物を販売できる権利が必要」などと求めています。安倍政権がすすめる施策は、国連

の「農民の権利宣言」に逆行するもので、日本の食糧自給率が初めて３８％を割る事態まで

引き起こしています。北海道では、２００５年に農業経営基盤強化促進法で株式会社の農業

への参入が認められて以降の１２年間で、営利企業の農業への参入が２８４にものぼる一方、

農家も含めた農業経営体は５４６１６から３８８００に１５８１６戸も減っています。 

道内の漁業者が置かれている状況も深刻です。就業者は、この四半世紀で３割減って２７

８２０人（２０１７年）になりましたが、最近５年間では、毎年２００人が新規就業する一

方で６００人が辞め、減少傾向が続いています。漁獲量も２０１８年に前年比１９％増の１

０１万トンとなり、１００万トンを回復しましたが歴代４番目の低水準で推移しています。 

これらは、秋サケがここ数年２０００年代初頭の半分以下で推移し、２０００年には全国

で３０万トンだったスルメイカが２０１６年以降は１０万トン以下に落ち込み、サンマも記

録的な低水準に落ち込んでいるなどの状況が、漁業者の不安を引き起こしているためです。

このようななか、噴火湾のホタテや留萌管内の養殖貝の大量死や国後島周辺海域でのロシア

の臨検強化、道内小型クロマグロの事実上の禁漁などの問題も起きています。 

安倍政権は、企業が一番活躍しやすい日本にするため、農協解体をすすめ、農業委員会の

公選制を廃止しました。農地法や卸売市場法、森林経営管理法、漁業法などを改悪し、「民間

企業の市場参入を阻害する」と「主要農産物種子法」（種子法）を廃止しました。そのうえ農

業生産者の所得補償も廃止しました。政府は農林水産物・食品の輸出額９０６８億円になり、

６年連続で過去最高を更新していると言いますが、輸入額はその１０倍で推移しており、Ｔ

ＰＰ１１や日欧ＥＰＡの発効によってさらに輸入が増え、国内の産業が圧迫される状況が出

ています。 

このような大企業や多国籍企業のための農林漁業の政治を、農林漁業者と地域の農林漁業

と関連産業を守り育てる政治に転換します。 

〇札幌市で２箇所目の児童相談所を早急に開設し、全道の児童相談所も増設します。児

童相談所の増設と２４時間体制の確立ができるよう児童福祉司を大幅に増やします。 

〇児童相談所職員の専門性を高め、警察などとの連携を厳密に進めます。 

〇自治体で先行している子どもの医療費無料化をさらに促進するためにも、国が就学前

の子どもの医療費無料化をおこなうようにします。 

〇子ども食堂や無料塾への支援をおこないます。 

〇認可保育園（所）の増設と国の責任による保育士の待遇改善で待機児童を解消します。 

〇消費税に頼らない「幼児教育・保育の無償化」を実現します。 

〇学校給食の無償化をはじめ義務教育の完全無償化をおこないます。 

〇教育の機会均等の立場で地域の小中高校を維持し、充実します。 

〇大学・短大・専門学校の授業料はただちに半減し、段階的に無償化にすすめます 

給付型奨学金制度を創設し、当面月額３万円以上を７０万人に支給します。 
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６．防災と被災者支援の抜本的強化をおこないます。 

２０１６年の連続台風による被害に続いて、昨年は胆振東部地震による被害が起きました。

温暖化など地球規模での気候変動や地震活動の新たな活発化も指摘され、道東沖での超巨大

地震発生の可能性も指摘されています。 

〇被災者の生活と生業の再建を最優先にします。 

災害救助法にもとづく応急救助を、被災者の生活と生業の再建に結びつくように充実させ、

避難所の充実を急ぎます。被災者生活再建支援法を抜本的に拡充し、支援の上限を当面５０

０万円に増額するとともに対象を半壊などにひろげます。 

〇農地と森林の再生をすすめます。 

北海道では、２０１６年の連続台風で被害を受けた農地の復旧が遅れ、農家は今も作付け

できない農地や土壌が復活するまで数年かかる農地を抱えています。その上、２０１９年の

胆振東部地震では、農地に加えて膨大な山林が被害に遭っています。 

農地や森林を所有している人たちの暮らしと営業を支えることは当然ですが、同時に北海 

道の経済と環境に重大な影響を与えるものとして、研究機関なども総動員して農地と森林再

生の方向を追求します。 

〇経済効率や開発優先のまちづくりから、安心・安全の防災重視のまちづくりに切りかえます。 

〇ＴＰ１１や日欧ＥＰＡの発効の影響を調査し、緊急の対策を講じます。 

〇日米貿易交渉（ＦＴＡ）は中止させます。 

〇農漁業者への価格保障、所得補償をおこないます。 

〇新規就業者、後継者が安心して就けるよう支援策を充実します。 

〇農試、水試、林試の機能を強め、優良品種の開発をすすめ、北海道産品の付加価値を高

めます。 

〇２０１９年から始まる国連の「家族農業支援行動計画」に基づく北海道の計画を作成し、

家族農業を柱とした多様な経営体を支え、広げます。 

〇地域農業を支えるすべての農家を対象に、希望に応え、使いやすい補助事業を創設しま

す。 

〇北海道も含め６道県で条例として復活し、他の農業県でも復活の動きが起きている種子

法を国の制度として復活させます。 

○漁協や漁業者に漁業権を優先的に与えるルールを廃止して、企業が養殖や定置網漁に参

入しやすくする改正漁業法が２０２０年１２月までに施行されます。漁業法の改定によ

って脅かされている沿岸漁業者の漁業権と民主的な漁場の運営を守ります。 

〇ロシアとの漁業外交を強化し、根室管内で通年して漁業をおこなえるようにします。 

〇海洋環境変化の調査・対策、稚魚取り過ぎや公海での乱獲規制、育てる漁業の強化など

をすすめるとともに、漁業者と関連業者の生活と営業を補償する制度を国の責任で充実

します。 

〇森林づくりの技術的な指導や森林経営計画を策定する人材を育成し、林業従事者を増や

し、森林の育成を強化します。また、高度な合板製造などの専門家の育成や関連事業の

支援で、林業と関連産業の活性化と雇用の拡大をすすめます。 

〇国や自治体が公共建築物に国産材を優先的に使うとともに、国産材活用への助成をひろ

げます。 

〇大手木材メーカーなどが利益優先の大規模伐採をおこなうのを防ぎます。 
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・学校や病院・社会福祉施設、大規模集客施設、橋梁などの維持、補修、更新を促進します。

すべての住宅の耐震診断・耐震補強を促進します。 

・水道民営化に反対し、「耐震適合率」が全道で４３．５％にとどまっている水道管の耐震

施設更新をすすめます。 

〇ハザードマップの整備と避難計画を作成し、住民への周知をすすめます。 

〇観測、監視、研究、災害対応体制の抜本的な強化をおこないます。 

 

７．新幹線よりも地域公共交通の充実を優先してすすめます。 

〇北海道の鉄路の維持、存続を国の責任でおこないます。 

ＪＲ北海道は、経営難のしわ寄せを、線区の廃止と運賃値上げで道民に押しつけようとし 

ています。しかし、ＪＲ北海道が発足して以後の３０年間で、旅客輸送人員は、年間１億人 

から１億３千万人へ、３０％以上も増えています。ＪＲ北海道の経営難の原因は、国が保証 

した経営安定基金の１年間の運用益が４９８億円から最大２６７億円も減ったのに加えて、 

新幹線の函館延伸が年約１００億円の赤字になっいるためです。 

鉄道は、地域の過疎化と人口減少に苦しむ道内各地方にとって、地域活性化の要の存 

在です。また、子どもや若者、高齢者や障害者もひとしく安心して利用できるユニバーサル

な交通手段であり、道内で増加する観光客にとっても、定時性・速達性への信頼感が高く利

用しやすい移動手段です。そのうえ北見からの「タマネギ列車」など北海道の物流の動脈を

担う存在です。また、高齢者をはじめ悲惨な交通事故が多発し、物流でもトラック運転手確

保の困難が増すなか、安全性の高い鉄道の必要性はますます高まっています。 

ヨーロッパをはじめ世界各国では、鉄道は二酸化炭素排出量が少なく（バスの３分の１、

乗用車の１０分の１）エネルギー効率が良いため、環境負荷が小さい交通として、輸送手段

を鉄道に切り替える「モーダルシフト」の動きが加速しています。 

 

〇バスも含めた地域公共交通は維持、充実します。 

路線バスは通院・通学・買い物など公共交通として重要な役割を果たし、とりわけ高齢者

の運転による交通事故が増加する中、バス路線の利便性を高めることが求められていますが、

全国のバス路線の８割が赤字とされ、経営難が深刻になっています。そのため、低賃金と長

時間労働、そこから来る運転手不足と高齢化で減便される路線も増えており、バス路線の維

持、充実への抜本的な対策が求められています。 

 

○地方バス路線を維持するため赤字の半分を補てんする国の補助制度（地域公共交通確

保改善事業）は維持させます。 

○バス路線廃止は届出制から許可制に戻します。 

○運転手の低賃金と長時間労働を規制します。 

○自然災害で不通になっている日高本線（鵡川一様似間）と根室本線（東鹿越一新得

間）は直ちに復旧します。 

○経営安定基金運用益の減少分や新幹線延伸による赤字は国の責任で補填し、線 

区の廃止や運賃の値上げは撤回させます。 

○合わせて年間７千億円以上の利益を上げている東海、東日本、西日本などのＪＲグ

ループなどの出資による『公共交通基金』を創設し、北海道と全国の鉄路を守り、

復活させます。 

○函館本線（山線）は、ＪＲ北海道の線区として維持させます。 
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〇新幹線の札幌延伸は、一旦凍結し、道民参加で中止を含めた再検討をおこないます。 

北海道新幹線が開通してから２年以上が経ちましたが、赤字が年間１００億円にも上るこ

とが明らかになりました。ＪＲ北海道は赤字を理由に地方路線を次々と切り捨てようしてい

ますが、廃線を要求する５区間の赤字額合計が約２７億１８００万円とする一方で、それを

はるかに超える赤字が発生する新幹線は検証もされないまま延伸工事が進められることには、

道内各地から疑問の声も上がっています。 

北海道新幹線の問題は、ずさんな採算の見通しだけではありません。建設費１兆６７００

億円は、ＪＲ各社の線路使用料で不足する分を国と地方が税金で負担することになっていま

すが、道と関係自治体の負担問題は重大であり、特に札幌市では、市内のトンネルの大幅延

長などによる増大も懸念されています。さらに、トンネル工事に伴う大量の有害土壌の発生

も明るみに出るなど、環境問題も深刻です。地域住民の移動手段であり貨物の物流の大動脈

でもある並行在来線（函館本線）の存続問題も、解決されないままです。これらを放置した

まま札幌延伸を進めるなら、道民に重大な不利益を押し付けることになりかねません。 

２０１８年６～７月の道民世論調査（道新）では、北海道新幹線の札幌延伸について、「利

用が大きく増え延伸効果が期待できる」が２８％であるのに対して、「利用は限られる」は

３０％、「地方切り捨てにつながりかねない」という懸念も１７％あり、延伸に消極的な道

民は６割に達します。 

札幌延伸工事はいったん凍結し、中止も含めて再検討するよう、提案します。 

 

８．以上の財源は消費税に頼らない別の道でまかないます。 

２項から７項の財源は、富裕層と大企業に応分の負担を求めるなど、「消費税に頼らない

別の道」で確保します。政府は、社会保障でも教育でも、財源と言えば消費税だけです。し

かし、過去３０年の消費税収は３７２兆円にもなりますが、同じ時期に法人税は地方分を含

めて２９０兆円、所得税・住民税も２６７兆円減ってしまいました。「消費税頼み」では、

いつまでたっても社会保障も教育も財政も良くなりません。 

財源は以下のようにしてつくります。 

第１は、大企業に中小企業並みの税金の負担を求めます。 

中小企業の法人税負担率は１８％なのに、大企業は研究開発減税など大企業だけが利用で

きる優遇税制があるため１０％しか負担していない現状を改めます。 

第２は、証券税制を是正し、最高税率を引き上げて富裕層に応分の税負担を求めます。 

最高税率の引き下げや株主優遇の証券税制のため、今は、所得が1億円を超えると、所得税

の負担率が逆に下がってしまう税制を改め、応能負担の原則に戻します。 

第３は、日米安保条約上は負担する必要のない「米軍思いやり予算」や沖縄県辺野古の 

米軍基地建設費、トランプ大統領言いなりの米国製武器「爆買い」などを止めます。 

第４は、不要不急の大型事業を見直します。 

国は、防災・減災といいながら「国土強靭化」の名で、大型開発やリニア新幹線事業など

を推進し、北海道でも高規格道路や札幌都心アクセス道路の建設をすすめようとしています。

しかし、札幌都心アクセス道路は僅か４ｋｍを１０００億円以上かけて建設しようとするも

ので、これを止めるだけで、保育所なら３万人分以上、特養なら７０００人分以上の建設が

可能です。 

 

９．「マクロ経済スライド制度」を廃止し、「減らない年金」にします。 

上記の８項の財源とは別に、この間大問題になっているマクロ経済スライド制度による７
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兆円の年金削減を止めさせる提案をおこないます。 

安倍政権はマクロ経済スライドを発動して年金の実質削減を始め、７年間で実質６．１％

削減ました。更にマクロ経済スライドで２０４０年には基礎年金（国民年金）を１人当り満

額６万５千円から４万５千円に２万円削減すると明言しました。政府も自民党も「老後の不

足は自己責任で貯蓄を」と強弁し、「国家的詐欺だ」との怒りがわき起こっています。 

 

日本共産党は、マクロ経済スライド制度を廃止し、「減らない年金」にするための財源を次

のように提案しています。 

 

Ⅱ、国の主権を主張できない情けない外交を、食糧と領土の主権を守る外交に切りかえ、北海道

の地域経済を守り、軍事基地化を許しません。 

１．ＴＰＰ１１と日欧ＥＰＡの影響を機敏に調査し、生産者への影響を支援します。日米ＦＴ

Ａ交渉は中止します 

昨年末にＴＰＰ１１が、今年２月に日欧 EPA が発効しました。ＴＰＰ１１発効後、関係国

からの牛肉の関税は、３８．５％から２６、９％になり、今年１月から２月の輸入量は前年

の４割増で、セーフガードの発動さえ話題になっています。さらに今年２月のＥＵからの輸

入は、前年比でワイン４２％増、チーズ３０％増で、重大な懸念が広がっています。このよ

うななか、政府は国内の生産者と関連業者への対策を講じるどころかアメリカとの貿易交渉

に引き込まれています。アメリカは３月の米大統領経済報告で「日本とは自由貿易協定（Ｆ

ＴＡ）交渉に入る」と明言し、米通商代表部の「貿易障壁報告書」では、農産品関税を筆頭

項目にあげました。４月には、農務長官が「農業関連の暫定合意を早期に結ぶことを希望す

る」と発言するなど、ＴＰＰ11 以上の大幅譲歩を日本に求めています。トランプ政権に譲歩

して牛肉などの農産物関税の大幅に引き下げや撤廃をおこなえば、北海道の農畜産業は破綻

します。 

 

２．沖縄の負担軽減を口実にした辺野古の新基地建設も、北海道での日米共同演習も止めさせ 

ます。 

防衛省は、４月に来年 1月から３月に米海兵隊の輸送機オスプレイが参加する日米共同訓 

練を道内で実施すると発表しました。２０１６年に日米両政府が、オスプレイ訓練の沖縄県 

外への移転拡大を確認し、北海道では２０１７年に北海道大演習場（恵庭市）で初めて行わ 

れました。２０１８年末の防衛計画大綱（閣議決定）では、オスプレイについて、「北海道を 

はじめとした国内演習場や良好な訓練環境の整備・活用」と明記し、北海道での恒常的な演 

習計画が明らかになりました。 

これまでも、「沖縄の負担軽減」の名で矢臼別演習所に沖縄米軍の実弾砲撃演習を移転する 

などしており、アメリカの言うままに、北海道が米軍の演習基地化される危険が広がってい 

ます。 

 

〇厚生年金保険料の負担上限を年収１０００万円から健康保険と同じ２０００万円に

します。 

〇約２００兆円になっている公的年金積立金を、計画的に取り崩して給付に充てます。 

〇非正規や低賃金をすすめる労働法制を改め、賃上げと正社員化を進めて年金の加入者

と保険料収入を増やします。 
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３．ロシアとの領土交渉では「領土不拡大」の戦後処理原則に反する旧ソ連の千島列島と歯舞、 

色丹占領の誤りを正すことを基礎に交渉をすすめます。 

ロシアのプーチン首相は、２０１８年９月に「前提条件なしで年内に平和条約を締結しよ

う」と提案。これに対して、安倍首相はこれまで歴代政府が原則としていた「４島の領有権」

さえ主張せずに合意し、それどころか、「四島の合法的領有を日本が認めるよう」とのロシア

側の発言にさえ、「領土問題解決への意欲の表れ」などと持ち上げ、抗議さえしませんでした。 

更に、安倍政権は、「４島が日本固有の領土」と言うこれまでの日本政府の立場さえ封印し、

「歯舞群島と色丹島の２島返還を軸に交渉を」と舵を切ったうえ、「歯舞群島と色丹島の２島

返還」さえも見通せなくなっています。 

４月に配布された外交青書では、これまでの青書にあった「北方４島は日本に帰属する」

との表現さえ削除されました。 

平和条約の締結に向けては、「日本は北方領土の合法的領有を認めよ」とのロシアの主張の 

撤回を求め、千島列島が日本の歴史的領土であることを明確にした交渉をおこないます。 

北海道の一部である歯舞群島と色丹島は、平和条約の締結を待たずに、中間的な条約など 

を結んで返還するよう求めます。 

 

４．憲法に基づく対話と協調の外交で、北海道をアジアの交流拠点にします。 

日本共産党は２０１３年に「北東アジア平和協力構想」を提唱し、国と国とのあらゆる紛 

争問題を平和的な話し合いで解決することを参加国に義務づけるルールを土台に、北東アジ 

アの平和と安全を保障する展望を示しました。昨年来、対話と交渉によって朝鮮半島の非 

核化と平和体制の構築をめざす動きが起こっていますが、この流れを一層ひろげ、北海 

道がアジアの交流拠点として発展するようにします。 

 

Ⅲ、原発を止め、地域分散・地域循環型再生可能エネルギーへの大転換を進めます。 

安倍政権は、２０３０年度の電力に占める原発の割合を２０～２２％（約３０基）にする計

画を策定。北海道では北電が泊原発再稼働に固執しています。しかし、泊原発には停止した２

０１１年以降の防災対策と維持のために４０００億円以上がつぎ込まれ、今も毎年５００億円

以上が投入されるなど、原発の高コストが明らかになっています。また、安全面でも原子力規

制委員会が「泊原発敷地内に活断層があることを否定できない」とするなどの問題も明らかに

なりました。さらに、昨年の胆振東部地震によるブラックアウトは、一極集中発電の危険性も

示しました。 

今こそ、再生可能エネルギーのポテンシャルが都道府県でトップ（「永続地帯２０１６年度

版」千葉大学倉阪研究室＋認定ＮＰＯ法人環境エネルギー政策研究所）と言われる北海道の特

徴を活かして、地域分散・地域循環型の再生可能エネルギー発電が電力の中心になる地域にし、

再生可能エネルギー先進国への道を開きます。 
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Ⅳ、カジノ誘致はキッパリ止めて、北海道の特徴を活かした観光に力を入れます。 

北海道には人間を癒す温泉、田畑と森林、海洋などの多彩な景観と、そこから生まれた食と

文化、歴史があり、これらを活かした観光への関心が広がっています。道内外だけでなく国外

からのインバウンドもさらに大幅に増えることにより、ホテル宿泊部門だけでなく、飲食部門、

運送部門なども活発化し雇用の機会増大も期待できます。 

子どもや障害者、高齢者らも参加しやすいバリアフリー化や海外からの観光客対応の充実な

ど、誰もが北海道の特長を活かした観光を楽しめる環境づくりに力を入れます。 

政府は昨年７月ＩＲ（統合リゾート）実施法を公布しました。参院選後にカジノを中核とす

るＩＲの基本方針を公表し、来年には自治体が実施方針を策定し、IR事業者を公募・選定する

予定です。北海道では、苫小牧市、釧路市、留寿都村が誘致しようとしています。 

しかし、カジノは刑法が禁ずる犯罪、賭博行為で、道民・国民の大多数（６～８割）が反対

しています。また、「優先候補地」と言われている苫小牧市については、ウトナイ湖に係わる

水流やワシの生息などに影響を与える環境問題に懸念が広がっています。すでにパチンコなど

によるギャンブル依存症が２０万人もいると言われている北海道にカジノを誘致させません。 

 

Ⅴ、差別や分断をなくし、誰もが尊厳をもって自分らしく生きることのできる社会にします。 

１．先住民・アイヌ民族への差別をなくし、先住権を保障します。 

北海道と周辺に住んでいたアイヌ民族は、明治政府の差別と抑圧、搾取、土地・サケ等の 

資源剥奪によって、著しい困難を強いられてきました。２００７年の「先住民族の権利に関

する国連宣言」は、その社会的、経済的、文化的権利をはじめ集団的・個人的人権を保護、

尊重することを求めました。しかしながら、政府は、その国連宣言を尊重せず、宣言の４６

カ条の諸権利を日本として確立するのではなく、文化伝統等に限定して２０１９年５月に「ア

イヌ新法」を制定しました。これについては、アイヌ民族の先住権保障が弱い等の意見が寄

せられ、この法律をアイヌ民族の復権をすすめる第一歩とし、さらに施策を進めるよう付帯

決議が採択されました。 

〇参院委員会の付帯決議を全面的に実行します。 

参院国土交通委員会は２０１９年４月１８日に付帯決議として「国連宣言をふまえアイ 

ヌ施策の更なる検討、不当差別的な言動の解消、アイヌの生活支援・経済支援等の充実、

アイヌ施策地域計画にアイヌの要望の十分な反映、サケの採捕や国有林での林産物採取に

円滑な運用」などを採択しました。政府が、この決議を全面的に実行する計画を作成する

○原発ゼロ基本法を成立させて、泊原発は廃炉にし、道南から３０ｋｍ圏にある大間原発

は建設を中止します。 

○北海道ですすむ再生可能エネルギーを促進します。原発立地補助金を転換し、原発に頼

らない地域振興・支援政策に切りかえ、再生可能エネルギーの開発と普及をすすめ、地

域分散・地域循環型再生可能エネルギーの社会をめざします。 

○再生可能エネルギーの促進を阻む障害をただします。 

・北電の送電線接続制限を正します。 

・環境や人体に悪影響を及ぼす大型発電や住宅地での発電に厳しい規制と審査の制度を

つくります。 

○幌延の深地層研究センターは、約束どおり２０２０年で研究を終了させます。 
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ように求めます。また、アイヌの権利を侵害してきたことへの謝罪と国民への周知を進め

ます。 

〇アイヌ古老への生活支援、子弟への教育支援の制度をつくります。 

アイヌの人々の生活は、今もなお低所得、低賃金、低進学率などの貧困が再生されてい 

ます。無年金、低賃金で苦しい生活を強いられている多くのアイヌの古老（エカシ、フチ） 

に、国と道で特別手当制度を創設します。 

アイヌの子弟の高校、大学などへの進学率は著しく低く、看護師などの希望の進路を断 

念する例も後を絶ちません。給付型奨学金制度を創設し、進学を保障します。 

〇自家消費のサケ採捕、国有林の利用を認めるよう検討する委員会を設置します。 

〇アイヌの遺骨は、当該地域のアイヌの人たちの意向に沿って返還するようにします。 

 

２．旧優生保護法のもとで強制不妊手術を強いられた被害者の人権回復と国による謝罪、納 

得的な補償などにとりくみます。 

優生保護法のもとで強制不妊手術を強いられた被害者は全国で２万５０００人と言われて

います。このうち都道府県別に明らかになっているのは１万６４７５人ですが、北海道では

その１６％を占める２５９３人と突出しています。そればかりか、１９５６年には「優生手

術（強制）千件突破を顧みて」とのパンフレットを作成して成果を誇示し、全国での推進の

先導役になりました。２０１９年通常国会で強制不妊救済法が成立しましたが、これはこの

問題解決の出発点です。引き続き、国の謝罪と問題の全容の解明、被害者のプライバシーに

最大限の配慮をおこないながらすべての被害者が納得出来る補償をおこなうようにします。 

 

３．差別や性暴力、性的マイノリティへの偏見をなくする法の整備と体制づくりをおこない 

ます。 

「差別や分断をなくし、誰もが尊厳をもって自分らしくいきることがのできる社会を」と 

の声が広がっています。日本は、「男女平等のレベルを示す世界経済フォーラムのジェンダー

ギャップ指数が、１４９ヶ国中で政治分野１２５位、経済分野１１７位、教育分野６５位の

後進国であり、その典型が、安倍政権内部からの公然とした女性差別やセクハラ加害者擁護

発言の繰り返しです。 

そのようななか、「差別や分断をなくし、誰もが尊厳をもって自分らしくいきることがので 

きる社会を」との声が広がり、社会でも行政でも偏見と差別の解消がすすみ始めてきました。

札幌市ではＬＧＢＴカップルを公的に認証する「パートナーシップ宣誓制度」を導入して 

からの２年間で、６８組が制度による宣誓をおこない、３８事業所がＬＧＢＴの人たちが働 

きやすい企業を認定する「フレンドリー指標制度」に登録しました。 

「男女の平等、同権をあらゆる分野で実現し、女性の社会的、法的地位を高める」「マイノ

リティの人たちのありのままの姿を肯定することが健全な社会」との立場で、人権を守り、

生活向上のための取り組みをおこないます。 

〇男女の平等、同権をあらゆる分野で実現します 

・賃金や意思決定機関への登用など、働く場での男女格差を正します。 

・選択制夫婦別姓を認めるよう、戸籍法を改めます。 

・女性のみにある再婚禁止期間を撤廃します。 

・子どもが無国籍になる法の欠陥をただします。 

・自治体の男女共同参画条例制定と男女共同参画基本計画策定をすすめます。 

〇性暴力を許さない社会をつくります。 
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・強制性交罪の「暴行・脅迫要件」の撤廃や同意要件の新設など、性暴力の根絶につな

がる刑法改正をおこないます。 

・性暴力被害者のワンストップ支援センターを大幅に増やし、センターの運営を３６５

日、終日体制にするなど、運営予算を大幅に増やします。 

・都道府県に１箇所以上病院拠点型ワンストップ支援センターを設置します。 

〇社会のあらゆる場面でハラスメントに苦しむ人をなくします。 

・事業主が職場のハラスメント行為を防止する措置をとる義務とハラスメントをおこな

ったことを制裁する法律を制定します。 

・ハラスメント被害者救済の独立した機関をつくるなどの法整備をおこないます。 

〇ＬＧＢＴ/ＳＯＧＩに関する差別のない社会をつくります。 

・行政や事業者が、「差別的取扱禁止」や「学校や職場での差別を解消する取り組み」を

おこなうようにすすめます。 

・同性婚を認めるよう民法を改正します。 

 

４．在日外国人の権利を守り、ヘイトスピーチを根絶します。 

〇技能実習制度は廃止し、人権と労働者としての権利が守られる体制をつくります。 

〇ヘイトスピーチを根絶するため、政府と自治体、国民があげてとりくみます。 

 

【おわりに】  北海道の未来の第一歩へ － 日本共産党にお力をお貸しください。 

日本共産党は、先の道知事選挙、札幌市長選挙で安倍政権いいなりの道政、市政の転換をめざ

し、「市民と野党の共闘」に全力を尽くしました。 

今度の参院議院選挙は、「市民と野党の共闘」の力で、自民・公明とその補完勢力を少数に追い

込み、安倍政権の退場と希望ある新しい政治、９条を生かした平和外交への扉を開く選挙です。 

日本共産党は、比例代表選挙で「５０万票・得票率１８％以上」を獲得して、紙智子参議院議

員をはじめとする７人以上の当選を勝ち取り、北海道選挙区では、国政でも北海道の地方政治で

も自民、公明と正面から対決し、市民と野党の共闘を貫いている日本共産党のはたやま和也候補

（前衆議院議員）を再び国会に送り出します。 

日本共産党は、自公政治の根底にある「財界中心」「アメリカいいなり」の２つの歪みを正す改

革に取り組んでいる政党です。そうして、思想・信条や党派の違いをこえた共同の力で、時々の

国民の願いを実現するための取り組みと２つの歪みを正す改革を一歩一歩すすめていく政党です。 

紙智子参院議員とはたやま和也候補（前衆議院議員）を含む強力な国会議員団をつくることは、

安倍自公政治を大転換して、野党連合政府をつくる展望を開きます。また、道民のみなさんの要

求に応え、暮らしに希望を持てる北海道の未来を開く確かな力になります。 

みなさんが、日本共産党にお力をお貸しいただくことを心より訴えます。 

 

 


