まっすぐ対決 しっかり提案

あなたとともに市政を変える

五輪よりも市民生活応援こそ
2018年に胆振東部地震が発生、液状
化で大きな被害を受けた里塚地域など
600軒を緊急訪問し、住宅再建やり災証
明の発行などを親身に支援しました。
市議候補時を含め生活相談は650件を
超え、地域から信頼を寄せていただい
ています。
市議会では、コロナ対策で「介護従
事者の定期的なＰＣＲ検査」、除雪や清
田区の公共交通問題などを取り上げ、
新幹線工事に関する陳情には、市民の
声に背を向ける秋元市長とキッパリ対
決。
持ち前のバイタリティと行動力を生
かし、市政改革に全力投球しています。

なんでも賛成 の「オール与党」にはできません

秋元市長は、
安倍元首相の国葬にも公費で参加し、
丘珠駐屯地で
の危険な米軍オスプレイの訓練も黙認。国に言われるがままです。
市議会も、他会派は当初予算や重要議題に なんでも賛成
の「オール与党」で、チェック機能を失っています。
日本共産党は、
「市民が主人公」の立場をつらぬくからこそ、市
民の願いをまっすぐ届けることができます。

対決
統一協会と市の関係を正すよう緊急要望（22年9月）

自民党市議18名が関与

統一協会との関係を断て
自民党市議２名が市民の税金である政務活
動費を統一協会の関連団体に支出するなど、
18名の関与が発覚。
札幌市も関連団体とイベントを共催してい
ました。共産党市議団は関係断絶を要請、国
政でも市政でも厳しく追及します。

海外視察 は 廃止 を
政務活動費10％カットを
まるで
観光？

市民目線からみて �特権的� と批判のある議
員１人80万円の海外視察は、きっぱり廃止を要求。
政務活動費の10％削減も提案。議会改革に正
面から取り組みます。

革
議会改

だから
提案できます

招致の是非は市民の意思で

五輪「住民投票条例」案へ

共産党市議団と市民ネットワーク北海道が共同提出した、五輪
招致を問う住民投票条例案。自民、民主、公明の反対で否決され
ましたが、市政の「重要な事項」について住民投票ができるとした
「自治基本条例」を形にする画期的な取り組みとなりました。

提案

議案提案権を生かした

予算組み替え動議

2021、22年度予算の組み替えを市長に求める動議を提出。総予
算の1％にあたる不要不急の事業105億円を見直して、新型コロナ
や物価高で苦しむ市民を温かく応援する具体策を提案しました。

実現

市民の声を届けて政治を変えました

物価高
対策で

水道基本料金
福祉施設のコロナ
２か月無料に
ＰＣＲ検査へ補助

「生 活 保 護 は 権 利」 ヒグマと共存へ
ポスター公共施設に
電気柵の補助拡大
コロナ対策の緊急要望は11回。ワクチン接種会場を市内全10区
に拡大させるなど、市民の立場で対策を提案し、実現させてきま
した。くらし最優先の立場で全力を尽くします。

札幌市議団をもっと！大きくしてください
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除排雪の確保と地下鉄の清田延伸
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市民の声を聞かない・
巨額の税金つぎ込む

秋元市長 の進める
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五輪招致とりやめ 市民が豊かになる

「賛成少数でも招致」でいいの？

「借金」
完済に30年かかる

住民投票に背を向け

３月の市の意向調査で「賛成」52％も、
世論調査で「反対」が逆転。
「他にもっ
と大事な施策がある」が大きな理由で
す。
ところが秋元市長は「支持少数でも
招致」を公言。さらに市議会が住民投
票条例案を「数の力」で否決。民意を軽
く見る姿勢は重大です。

賛成
42％

反対
57％
反対が多数

願いに背を向ける「市民不在」の姿勢

福祉灯油を拒否

全道で唯一
生活弱者へ暖房費を補助する「福祉灯油」
。
昨冬は全道178市町村が独自財源と国の補助で実施したのに、札
幌市のみ「費用のわりに効果が一部にとどまる」と拒否。冬の五輪
は進めるのに、冬のくらしは守らない、でいいのでしょうか。

開催経費のうち、市負担は459億円といいますが、
過去の五輪はいずれも予
関連
算を大幅超過。東京でも
経費
多額の税金が追加投入さ
東京五輪では
れました。
約3兆円
東京五輪では利権をめ
実際
には
ぐる汚職が「底なし」の様
相に。疑惑に目をつぶっ
予算
1兆4530億円
た「札幌招致」でいいので
7340億円
しょうか。

手稲山口地区の住民
「反対８割」
を無視

有害残土の処分を強行

学校や市営住宅は減らすのに…

創成川通に計画する都心アクセス道路は、
費用が1000億円から1200億円に。民間の再
開発にまで「青天井」に市民の血税が流され
ています。
市内の学校は統廃合で削減し、市営住宅も
戸数を減されるなか、大型事業ばかりいいの
でしょうか。

小６まで
実現！

―うち市負担240億円＋下水道工事300億円

都心再開発・民間４事業1640億円に

―国・市から補助金212億円

新幹線延伸１兆6700億円のうち

市負担350億円＋札幌駅改修60億円
東改札と広場整備25.6億円

39億円で
中学まで無料

子ども医療費と
学校給食は無料に

賃上げを促進

災害に強く人にやさしい
雇用を 「市民のための公共事業」で
増やす

地域経済がうるおう

秋元市政の「巨大開発」では、本州
の大手ゼネコンばかりに利益が。
市有施設の耐震化などの防災強化、
福祉施設の増設―― 市民のくらしを
守る公共事業にチェンジして、地元
経済の底上げと賃上げを促します。
最低賃金の引き上げとケア労働者
の支援を。

遅れている 道内179市町村で８割が
札幌市
中学卒業まで無料

小学まで
札幌など
36

中学まで
59

高校まで
84

★全国100万人以上の都市でも
「小学まで」
は札幌だけ

▲地域の安心と安全を求めて、声を
上げる住民

都心アクセス道路1200億円

子育てにやさしい街へ

子どもの医療費
は、市民の運動で
小学まで無料にで
きました。さらに
拡大させます。
学校給食費の無
償化も目指します。

さらに大きく
膨らむリスクも

大型開発に巨費

へ

昨冬は除雪体制が破たんしましたが、市の対策には担
い手支援が一切なく「小手先」
の対応ばかり。予算を増や
して除排雪業者を支援し、除雪の担い手を増やします。
地域の町内会に多額の負担を押し付ける「パートナーシ
ップ排雪制度」も、全額市の負担にチェンジします。

ヒ素などを大量に
含む新幹線トンネル
の「 有 害 残 土 」の 処
分を強行。
住民の８割が反対
に署名しているのに、
市民の声を聞く姿勢
がありません。
◀市役所包囲の
抗議集会と
太田市議

巨大
開発

9
除雪 冬の生活を守る体制づくり
対策 排雪は“地域負担ゼロ”に！

さっ
ぽろ

億円で

巨額の財政負担

（22年４月道新世論調査）

声を
聞かず

をのばして

住民の 地域を弱める統廃合は見直し
合意ない 学校を減らさせない

コロナ
対策

市は、小学校の統廃合にくわえ、
中学校をも統合する義務教育学校
化を大規模に計画。地域の子ども
たちが通う「学校減らし」は見直
させます。

尊厳を
守る

賃金格差・性暴力をなくして

学校など公共施設
へ
生理用品の設置を

ジェンダー平等社会へ

医療・福祉支え ５％に
物価高対策今すぐ

消費税は

保健所の体制強化と医療・
福祉への財政支援でいのちを
守ります。
物価高からくらしを守る生
活支援を。補聴器購入に公費
で補助を行います。
生活支援の市民団体と懇談

性暴力や DV の根絶へ、被
害者支援団体を支えるなど、
政治の責任を果たさせます。
女性の経済的地位の向上を。 レインボーパレード参加の市議たち

