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第 6 回中央委員会総会決定のポイント参考例 
         2008 年 8 月 3 日  日本共産党埼玉北部地区常任委員会作成 
 
 地区役員、議員、支部指導部が、6中総決定の中心点を話す参考にして下さい。 

 
六中総の目的は                               
7 月 11 日と 12 日の 2日間の日程で、第 6回中央員会総会（６中総）を開きま

した。今回の六中総の目的は何ですか 

 

 今回の６中総の一番の目的は、昨年 9 月の 5 中総からの１０ヶ月間の情勢の進

展とわが党の役割を大局的にとらえ、総選挙勝利をめざす活動を加速させること

にあります。若い世代の中での活動強化のための問題提起も行いました。 
 6 中総は、全党の実践で作りだした前進が豊に交流され、明るい確信がみなぎ

る会議となりました。 
 
情勢の劇的な変化つくり出したわが党の奮闘                  
 
 5 中総決定では、自民・公明の歴史的大敗のもとで、「国民が、自公政治にか

わる新しい政治の中身を探求する新しい時代、新しい政治のプロセスがはじまっ

た」と言っていましたね・・・。 

 
 当時は、「ピンと来ない」「実感できない」という声が多くありました。しかし、

派遣労働問題をめぐって、インターネットで「志位人気」が大ブレイクし、週刊

誌も「自民・公明が共産に脅えている」という記事を掲載したり、様相が変わり

ました。10 ヶ月の情勢の進展は、５中総決定の正しさを実証するものとなりま

した。 
 
本当にそうですね。 
 

情勢の前向きの変化は、けっして自然には起きません。大切なことは、5中総

後の情勢の前向きの変化は、全党をあげての攻勢的な奮闘によってつくられてき

たということです。1 枚 1 枚のビラ、1 部 1 部の赤旗の配達・集金や拡大、一人

ひとりの対話が情勢を切りひらいてきました。 

弱肉強食の「新自由主義」の暴走が、国民生活のあらゆる分野をおそう中で、

党国会議員団は「ルールある経済社会」をめざす「攻めの論戦」を展開してきま

した。そして、支部の奮闘や国民の運動と一体となって、現実の政治を動かして

います。 
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派遣労働問題での志位さんの質問や、後期高齢者医療制度問題での小池さんの

質問はあっぱれでしたね。 

 

派遣労働をめぐっては完全に潮目が変わりました。政府与党が、「日雇い派遣

禁止法案」を次期国会に提出することを決め、キャノンが「年内に製造業での派

遣労働を解消する」と表明しました。 

20 数年のあいだに、財界の要求で、労働法制の規制緩和が連続的に進められ

てきましたが、財界の野望を挫折させ、転換を余儀なくさせた意義は本当に大き

いものがあります。 

後期高齢者医療制度をめぐっては、高齢者差別という問題の核心をつらぬいた

論戦と運動に取り組み、野党４党の撤廃法案の提出と参議院での可決など、国民

的大争点におしあげました。 

埼玉北部地区でも、4 月に行われた美里町の町議補選では、後期高齢者医療制

度廃止問題を一大争点に押し上げ、定数 1 名で角田あさえ候補が勝利をおさめ、

全国を激励したのは記憶に新しいことであります。また、地区では、後期高齢者

医療制度の廃止を求めて国会要請行動を行ったり、熊谷市医師会と塩川てつや衆

議院議員や熊谷市議団との懇談なども開催しました。行政区や支部、社保協など

で後期高齢者医療制度の学習会なども各地で開き、党地区委員会が集約した署名

は、１万４３７２筆を集め、制度廃止へ全力をあげています。 

 

消費税増税が、急浮上していますが 

 

ＮＨＫの世論調査で、「社会保障費の財源のため」という条件つきでも、増税

反対が過半数に達しました。これまで何度も「福祉のため」といって増税を押し

つけられながら、福祉が切り捨てられてきた体験を通じて、「もうだまされない」

というのが多くの国民の実感です。 

草の根からの消費税増税反対の運動を大きく広げ、増税勢力を国民の運動で包

囲しようではありませんか。 

 

食料や農業、地球環境問題についてはどうですか。 

 

3 月に発表した「農業再生プラン」に政治的立場を超えた賛同が広がっていま

す。アメリカと財界の農業破壊とたたかい続け、「食料自給率の向上」「農業を基

幹的産業に」をかかげる綱領をもつ、わが党ならでは提案です。 

洞爺湖サミット開催前の 6月に発表した「地球温暖化問題」での政策は、大企

業の民主的規制、「ルールある経済社会」をめざすという綱領の立場に立ち、実

際に行っているヨーロッパ諸国の活動を踏まえ、練り上げたものです。 
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日本共産党への共感の広がりの大本に、綱領の立場があるということですね。 

 

そうです。雇用、社会保障、農業、地球環境などあらゆる問題で、「こんな社

会でいいのか」というわが党の根本的な問いかけと、綱領の立場に立ったわが党

の提言・主張が、国民多数の気持ちと響きあっています。 

全党の奮闘で作り上げてきた情勢の劇的な変化に確信を持って、総選挙の勝利

へ、すすみましょう。 

 

世界の情勢、「資本主義限界」論について                   

 

世界の情勢をめぐってはどうでしょうか。 

 

戦争と平和をめぐって、世界の力関係も大きく前向きに変わりました。 

イラクでは、イラク連邦議会の過半数の議員が米軍撤退を求める書簡を、アメ

リカ議会に送るなど、アメリカの一国派遣主義、先制攻撃戦略は完全に孤立して

います。その一方で、「東南アジア友好協力条約（TAC）」が、東南アジア諸国以

外の諸国にまで拡大し、地域人口の 57％を占める国が参加する巨大な平和の流

れをつくりだしています。 

 

海外派兵問題、憲法・教育問題など直面する問題はどうでしょうか。 

 

イラク支援をめぐっては、航空自衛隊による米軍支援活動を憲法違反と断じた

画期的な名古屋高裁判決が下され、これが確定判決となりました。新テロ特措法

やイラク特措法が期限切れになりますが、自民・公明、民主党まで一緒になって

恒久派兵法を制定する動きに対して警戒が必要です。 

憲法擁護の声が、読売新聞の世論調査で、改憲賛成を 15 年ぶりに上回りまし

た。全国に発展している７千を超える、埼玉北部地区でも 9条の会の結成がすす

み、憲法改悪反対共同センターや秩父市では、「平和憲法を守る宣伝行動」など

が毎月の「9の日」宣伝などが取り組まれています。 

 

北朝鮮問題についての見解は・・・ 

 

北朝鮮は 6 月 26 日、6 カ国協議の議長国である中国に対して、核開発計画の

申告書を提出しました。アメリカ政府は、北朝鮮をテロ支援国家の指定からはず

しました。 

この動きにかかわって「核問題が先行すると、拉致問題が取り残される」とす

る議論があります。これは国際社会の努力の方向を誤解するものです。 

6 カ国協議の合意に基づけば、一方が前向きの行動をとれば、他方も前向きの

行動でこたえる。すべての懸案の同時解決をめざすのではなく、一致した問題か

ら段階的解決をはかる、こうした努力を通じて北東アジアの永続的な平和の枠組
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みを作り上げるというものです。 

この合意に照らせば、今回の米朝の動きは、朝鮮半島の非核化と米朝の国交正

常化に向けた一歩前進であり、拉致問題を含む日朝間の懸案を解決する妨げにな

るものではなく、その解決を促進しうるものです。 

 

サンデープロジェクトが「資本主義は限界か」という企画を立て、マルクスに

新しい関心が集まっていますね・・・ 

 

わが党がこれまで経験したことのない新しい状況です。この変化は偶然に起き

たものではありません。この背景に、世界的な規模での飢餓と貧困、投機マネー

の暴走による原油と穀物高騰、地球温暖化問題など、資本主義の矛盾が世界的な

規模でかつてなく広がっていることがあります。 

そして、ニセの「社会主義」の看板を掲げていたソ連が崩壊したこと、日本で

は、「ルールなき資本主義」が、世界の中でも野蛮な姿で現れていることが背景

にあります。 

いま起こっている状況は、一過性のものではなく、社会と経済の枠組みを根本

から問う、新しい時代が始まったことを予感させるものです。 

 

情勢と綱領の響きあいを発展させる最良の運動 大運動、つどい         

 

「情勢と綱領の響きあい」を発展させていくにはどうしたらいいんでしょうか。 

 

それが、「綱領を語り、日本の前途を語り合う大運動」、「つどい」の開催です。 

「新しい政治」とは何かを、国民とともに探求するとりくみとして５中総が提

案した取り組みです。10 ヶ月の実践で、わが党の歴史を通じて、綱領そのもの

を国民の中で語りあう最大規模の運動に発展しています。 

「つどい」の参加者は全国で３６万 8千人、埼玉北部地区では、5298 人（8月

2日現在）、演説会を含めると全国で 58 万 5 千人、埼玉北部地区が取り組んだ熊

谷演説会は 370 人、秩父演説会は 900 人、合計 1270 人が参加しました。「二つの

演説会」では、約 400 から 500 人の方々が党外の参加でした。ここには党発展の

壮大な可能性が存在しています。 

「つどい」は、要求を出発点に、党そのものを丸ごと理解してもらう場となり、

自由な討論が、党への深い理解と信頼を広げています。また、支部が主役の自覚

的な活動の出発点となり、党員が元気になり、党員や読者の拡大をすすめる条件

をひろげています。 

横瀬支部や秩父西支部では、数回の「つどい」を通じて、入党者を迎えていま

す。深谷寄居土建支部では、24 名の参加で「つどい」を開くなどの努力で、7月

に 2 人の新入党員を迎え、第 24 回党大会以降で 9 人をむかえています。青年支

部（てっぺん）も「市田さんと語る青年トーク集会」を 40 名の青年の参加で成

功させ、23 歳の青年を新たに迎え、第 24 回党大会以降では 11 人の青年党員を
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増やしています。 

全国 100 万人、埼玉北部地区で 1 万人が参加する文字通り、「大運動」に広げ

ていきましょう。 

そのために、すべての支部が「つどい」を開催すること、読者宅や党員宅も使

って、「要求やテーマ別のつどい」、「党創立 86 周年記念講演会ビデオ」や「新入

党員学習用ビデオ」を使ったつどいなど、自由闊達、気軽に開き、国民との結び

つきを強め、すべての支部で入党者を迎えましょう。 

今ほど、国民の苦難軽減のために奮闘するという立党の精神の発展が求められ

ているときはありません。 

ここから出発して、解決の方向を求めようとすれば、必ず、アメリカいいなり、

財界中心という二つの政治悪にぶつかります。出発点は国民の苦難によりそうこ

とにある、そこから綱領と前途を語り合う取り組みをすすめることが大切です。 

 

次期党大会の時期、総選挙めざす政治的構えについて             

 

解散総選挙にどうのぞんでいったらいいのでしょうか。24 回党大会から 2 年

半が経過しましたが、次期党大会の時期は・・・ 

 

解散・総選挙の時期は予断をもっていえません。いついかなる時の解散となっ

ても対応できる態勢をとりつつ、選挙が延びたら延びただけ、選挙勝利をめざす

活動が末広がりに発展させる、地に足をつけてやるべきことをやりきる姿勢が大

切です。 

第 25 回党大会は、来年 1 月に開催することになりました。正式の招集は 7 中

総となります。今年の後半で、総選挙勝利めざす活動を飛躍させると共に、第

24 回党大会決定に基づく実践の総仕上げをはかることになります。 

党大会に向けた支部総会、地区党会議や県党会議も開催されます。支部の「政

策と計画」にもとづいて、支部活動の飛躍を勝ち取りましょう。 

 

総選挙勝利へ、どういう構えが求められるのでしょうか。 

 

来るべき衆議院選挙は、政権交代の現実的な可能性もはらむもとで、「自民か、

民主か」の「政権選択選挙」の大キャンペーンは、これまでのどの選挙よりも激

しくなるでしょう。 

こうしたもとで、わが党は、総選挙で問われる焦点は、政権の担い手の選択で

はなく、政治の中身の変革だ、日本共産党を伸ばしてこそ国民の利益にかなった

政治の中身の変革の道がひらける、と攻勢的に訴えます。 

福田・自公政権は、これまで曲がりなりにも歴代政権が打ち出してきた「日本

をこう変える」という旗印すら、示せなくなっています。それだけに、自公政権

に対して、キッパリと反対をつらぬくだけでは、国民の思いにこたえることはで

きません。「日本共産党は、政治の中身をこう変える」と「攻めの姿勢」でおお
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いに語ってこそ、自公政治に怒り、この閉塞（へいそく）状況から抜け出したい

と思っている国民の気持ちをつかむことができます。 

 

民主党にたいしてはどうでしょうか。 

 

民主党は、自公政権との「対決」を口にしても、自民党政治に変わる政治の中

身をしめすことができません。昨年秋の「大連立」の動きは、自民党との「連立

政権」を選択肢にする政党である事を示しました。その後も、国会では、論戦で

与党を追い詰めるのではなく、政局最優先の対応に終始する一方で、「対決」の

水面下では宇宙基本法など憲法違反の悪法を強行してしまいました。 

今年 6 月の経団連の「政策を語る会」で、民主党は「消費税引き上げ」「法人

税減税」について意欲をみせたり、憲法改定をめざす「新憲法制定議員同盟」の

役員を務めるなど、古い政治の枠組みを一歩も踏み出せないでいます。 

政治の中身で勝負できるのは日本共産党だけです。政権の担い手の選択ではな

く、政治の中身の変革を－きたるべき総選挙の焦点はここにあることを正面から

訴え、自民、民主が政治の中身を変える意思も能力もないことを事実でしめしな

がら、わが党のめざす政治の中身の変革を、「攻めの姿勢」で語りぬき、勝利を

この手でつかみましょう。 

 

新しい選挙方針の実践と到達点と課題について                

 

新しい選挙方針にもとづく実践と到達点は 

 

 ５中総決定の新しい選挙方針の要は、①比例ブロックごとの議席目標と「650

万票以上」という全国的な得票目標を明確にすること、②比例代表での前進に力

を注ぐことです。 

 定数 20 の北関東ブロックは、塩川てつや衆院議員の１議席から、あやべ澄子

候補の勝利で 2議席以上をめざします。 

埼玉北部地区委員会の得票目標は、32、921 票 前回衆院選挙時の１３０％ 

    委員会   得票目標は、    票 前回衆院選挙時の   ％ 

    支部    得票目標は、    票 前回衆院選挙時の   ％ 

です。 

 こうして６５０万票にみあう得票目標を決めたことが、機関でも支部でも、活

動に魂を吹き込み、自覚的な活動をすすめる契機になっています。 

 長野県では、北陸信越ブロックでの議席奪還へ、得票目標を必ず突破する構え

を確立し、支持拡大でも党勢拡大でも前進をしています。得票目標を支部の自覚

にすることは、「支部が主役」の選挙戦の要です。 
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5 中総では、後援会活動を「選挙の日常化の要」と位置づけましたね。この間

の中間選挙の教訓は何ですか。 

 

 「得票目標に見合う後援会員を」という呼びかけにこたえ、埼玉北部地区でも

横瀬支部が、集落ごとの「議会報告会」などに取り組み、得票目標 654 票に対し、

この間、粘り強く後援会ニュースを届け、対話を積み重ね、５中総後、300 名の

会員を増やし、620 名の後援会員に到達し、前進し続けています。 

 全国の中間選挙でも、後援会員を増やして、結びつきをつよめ、「住民ととも

にたたかう選挙」となっているところでは、得票増を勝ちとっています。総選挙

でも、この教訓を生かし、得票目標に見合う後援会員を拡大し、「国民とともに

たたかう選挙」にしましょう。 

 「いかに自らの選挙にするか」という点では、埼玉北部地区では、全行政区で

開催する演説会に向けて、支部や地区役員が、自治会長や老人会長を訪問したり、

連日宣伝カーを運行、読者総訪問など、6 月の熊谷、7 月の秩父演説会で作り出

した経験や教訓を大いにいかして取り組もうではありませんか。 

 5 中総後の中間地方選挙で、政党別の当選者数は自民党 102 人、公明党 228 人、

民主党 78 人、社民党 35 人で、わが党は 292 人ですから第一党です。埼玉北部地

区でも 4月の美里町の町議補選で定数 1名での勝利。沖縄県議選の３議席から 5

議席の躍進、埼玉県ふじみ野市の定数一の県議再選挙での勝利、東京狛江市長選

挙の勝利、京都市長選の大善戦など、上げ潮の流れを作り出しています。 

 ここでの最大の教訓は、得票を飛躍的に伸ばしている選挙区では、ほとんど例

外なく、党員と読者を増やして選挙をたたかっていることです。 

 

選挙で勝てる党づくり 年内に党勢拡大の大きな高揚を             

 

 ５中総後の党勢拡大の到達はどうなっていますか。 

 

 全党の努力で、党勢拡大でも、党の質的強化でも、新しい前進への流れが築か

れつつあります。党員拡大は 5 中総後、７月の拡大も含めると 1 万人を突破し、

新入党員をむかえ、「しんぶん赤旗」は、日曜版で 5 中総後の通算で、前進して

います。日刊紙は残念ながら全党的な前進はできていませんが、5 月、6 月、7

月は「日刊紙はしんぶん赤旗の大黒柱」と位置づけ前進することができました。

5中総の徹底では 10 数年ぶりの到達を築いています。 

 党建設の仕事は、党活動の中でも、自然発生的には絶対に前進しない、特別の

目的意識性、不屈性が求められます。支部の皆さんに奮闘に、敬意をのべるもの

です。 

 同時に、党建設、とりわけ党勢拡大は、党活動全体の中でも最も遅れた分野に

なっています。とりわけ、「しんぶん赤旗」は前回総選挙時比で 90％をきり、総

選挙に勝利する保障はありません。 

 21 世紀になって５回の国政選挙をたたかいましたが、議席数の後退か、現状
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維持という結果が続いています。最大の教訓は「実力が足らない」ということで

す。過去 5回の国政選挙は、すべて前回時比で８割台から 9割台の前半でたたか

っています。この苦い教訓を絶対に繰り返すわけにはいきません。 

 

そうですね。第 25 回党大会に向けて、党勢拡大についてどういう目標をきめた

んですか。目標達成をめざす上で、何が大切でしょうか。 

 

 25 回党大会までの目標は、 

① すべての支部が新しい党員を迎えること。全国で２万人をふやすことです。 

② 「しんぶん赤旗」で日刊紙、日曜版とも、前回総選挙時を上回ること。24 回

党大会から日刊紙で５千人、日曜版で３万人の前進となります。 

 

この目標を達成することは容易ならざる仕事です。総選挙に勝利しようとする

ならば、他に安易な道はありません。 

一つの支部に平均すれば、年内に党員 1人以上むかえ、増減差し引きで、１人

から２人の日刊紙、6人から 7人の日曜版読者をふやす目標です。 

すべての支部が、この全党目標にみ合った年内の目標を、到達点に即して自主

的に決定し、その実現にむけて奮闘しましょう。すでに前回総選挙時比を回復し

ている支部は、３割増をめざすなど、全党を引っ張っていく役割を果たしてほし

いと思います。 

 

党勢拡大の目標を達成する上で、何が大切でしょうか。 

 

目標達成の条件は大いにあるということです。この間の綱領と情勢が響きあう

新しい劇的な進展があらゆる分野で生まれており、国民と日本共産党の間には壁

はありません。また、5中総後の全党の実践によって党の側にも変化をつくりだ

してきました。 

そして、党建説の分野でも、顕著な前進を作り出している党組織が存在すると

いうことです。「しんぶん赤旗」で前回総選挙時比で最高の到達を築いている石

川県は、 

① 住民の苦難に寄り添い解決のためにたたかう党になろうと努力 

② 北陸信越ブロックの議席奪還へ、強く大きな党づくりに一貫して努力 

③ みんなが元気に確信もって活動できる政治指導。特に５中総、綱領 

④ 支部の「政策と計画」にもとづく活動を双方向循環型で機関が援助 

⑤ 党勢拡大の独自追及。党員拡大を自然成長から「根幹」に、支部の自主目

標達成を援助、成果支部を広げる努力 

⑥ 大運動と新選挙方針が力になっている 

などの努力をしています。石川県の教訓は法則的なものですから、部分的であっ

ても、「これならうちの支部にあてはまる」と言えるような、全国どこの機関・

支部でも生まれている教訓です。 
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 5 中総後の支部と自らの活動を振り返り、活動の弱点にも目を向けて、改善を

はかりながら、実践に踏み出して行くことが大切ではないでしょうか。 

 

6 中総では、日刊紙を全党員が読むことが強調されましたね。 

 

 「しんぶん赤旗」の日刊紙を読むことは、党員が日々の情勢をつかみ、党の方

針を理解すること、国民と結びつく力を得るために欠かすことができないもので

す。日々の赤旗を読むことで、この党の一員としての連帯感を持つことができま

す。ぜひ、すべての党員が日刊紙を読み、総選挙勝利をつかみとろうではありま

せんか。 

 

若い世代の中での活動、民青同盟の援助                   

 

若い世代の活動について、新しい問題提起がされました。若い世代への基本姿勢

が大切ですね。 

 

 この課題は、私たちの後継者をつくっていく重要な課題です。しかし、これは

党の都合であって、そこから出発したら、若者の気持ちはつかめません。逆に信

頼を失うことになりかねません。 

 いま多くの若者を襲っている貧困と格差、生活苦は一刻も放置することがゆる

されない深刻なものです。その上、それを「自己責任」だとおしつけられるとい

う「二重の苦しみ」の中におかれています。こうした若者の苦しみの深さは、今

までなかったものです。 

 国民の苦難の軽減のために献身するという党の存在意義を、若い世代にも発揮

するということをしっかりとすえて、若い世代の悩み、願いをとっくりと聞くこ

とを出発点にし、悩みと要求にこたえるために力を合せるという姿勢が大切です。 

 同時に、「つどい」を職場、地域、学園で、大いに若い世代の中でもひらき、

関心に即して、現状打開の科学的展望を広げていくことが大切です。 

 

民青同盟の強化、青年支部の役割、党機関の取り組みも強調されましたが・・・ 

 

 民青同盟は若い世代の民主的結集と成長にとってかけがえのない役割を果た

しています。そして、現在、党や民主的組織を支えている活動家の多くが民青同

盟の活動を通じて成長して来た人々です。党と進歩的事業の未来にとっても重要

な役割を果たしています。 

 埼玉北部地区には、06 年 10 月に民青同盟埼玉北部地区委員会が再結成され、

一つの高校班と一つの大学班、二つの地域班、二つの職場に班があります。青年

後援会「風おこし隊」は活動を活発に展開しています。今、民青同盟は、10 月 5

日東京の明治公園で開かれる「全国青年大集会２００８」に、北部地域で実行委

員会を立ち上げ、大型バスでの参加をめざし、取り組んでいます。 
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 党としても、民青同盟とも協力しながら、四つの市に、民青班を年内に結成、

青年支部の結成の目標も持って取り組んでいます。 

 

最後に                                 

 

 6 中総の大まかなポイントを話しましたが、いかがでしたか。 

 総選挙勝利、党大会成功をめざし、党勢拡大の上げ潮を作り出すために、「全

国は一つ」で頑張りましょう。 

 

以  上 
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