護・市営住宅施策の遅れ
――介護保険料・利用料
の引き上げにより、受け
たい「介護メニュー」を
ガマンしている人が増え
ています。にもかかわら
ず、札幌市は独自の支援
を行っていません。
市営住宅の老朽化・入
居者の高齢化が進んでい
ますが、市住の増改築が
いちじるしく遅れていま
す。高齢者とその家族の
願いに耳を傾けた取り組
みが求められています。
税金・国保料の滞納処分
増――円高不況が営業と
市民生活を直撃し、所得
が年々低下し、国保料が
重くのしかかり、
「払い
たくても払えない」市民
が増えています。こうし
た中、税金の滞納者は、
４年間で ％増え、昨年
度 万５千人余にもなっ
ています。昨年度の差し
押さえは、税金で４年前
の３倍、
７７７３人、
国保
料で３年前の７倍になっ
ています。「悪質」滞納者
と納付困難者を峻別し、
丁寧な納付相談を行うこ
とが求められています。
②共産
 党市議団と市民運
動に押され、市民の声
を聞く施策や憲法の平
和主義守る姿勢
上田市政は、一期目に
引き続き、平和事業予算
を増額し、憲法尊重の政
治姿勢を発展させていま
す。
共産党市議団と市民運
動に押され、国保料滞納
世帯でも無条件にすべて
の子どもに国保証を交
付。保育料引き上げの据
え置き、生活保護行政に

ついて、保護申請の用紙 求め、市政を厳しく監視
すら渡さず「窓口での追 する目と、草の根からの
い返し」の改善。失業者 運動を強めることが求め
への保護受給促進、無利 られています。
子・無担保制度の創設。 市議会の会派は、

派遣切りで職と住を失う
市民の願いにどの
労働者に一時宿泊用のビ
ような態度をとっ
ジネスホテルを借り上げ
ているのか
ています。また、いった
上田市長は、民主党、
ん改悪した
「敬老パス」
、
議会に改悪提案した「障 市民ネット、社民党の支
がい者交通費助成制度」 持・推薦を受けて当選し、
の 改 善 な ど が あ り ま し 民主党と市民ネットが与
た。ま た、
「 子 ど も の 権 党です（社民党は、議席
。与党と、
利条例」を制定しました。 がありません）
「住民福祉の増進」（地 それ以外の各会派が市民
③

方自治法第一条）
、地 の願いにどのような態度
方自治体の使命を果た をとっているのか、見て
す市政へ～市政を厳し みます。
く監視、草の根からの ①共産
 党を除く全会派が
世論と運動を
負担増含む議案に賛成
「仕事がない・減った」
共産党を除くすべての
「働く場がない・短時間 会派が、市民負担増が含
のアルバイト」――暮ら まれている議案に賛成し
しと営業が厳しさを増す ています。共産党市議団
もとで、重くのしかかる は、市民の願いにこたえ
国保料、医療費、介護保 るものには賛成し、市民
険料・利用料の軽減を求 負担増になるものについ
めています。
ては、キッパリ反対を貫
また、札幌市の介護行 いています。
政は国基準を上回る施策
２０１０年度の予算に
がなく、在宅介護への支 は、保育料の値上げや老
援、特養と保育所の待機 人福祉センターの入浴料
者解消、
市営住宅の建設・ の有料化が含まれていま
改修などを強く求めてい した。さらに、利便性を
ます。
奪う市税事務所統廃合、
市 民 の 願 い に 答 え る 負担が軽い市立幼稚園廃
「住民の福祉の増進を図 止の議案などが提案され
る」（地方自治法第一条） ていました。また、
今期、
市政運営に大きく前進さ 医療費窓口負担軽減を求
せることが切実に求めら める意見書が市民から提
れています。
出されていました。それ
いま、
民主党政権の
「地 らのすべてに、背を向け
方主権改革」の名による たのが民主、
自民、
公明、
地方自治破壊がすすめら 市民ネットです。
れようとする中で、上田 ②くら
 し、福祉、平和に
市政がこれに対して毅然
背を向ける自民・公明。
とした態度をとるように
自民は企業献金禁止に

2010年12月号外
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（726）
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北洋銀行
（普）0576770 Ｅメール：hokkaisinpoo＠gmail.com

「日本共産党の訴え」
特大号

―日本共産党札幌市委員会の政策を紹介します。

も反対
とりわけ、自民、公明
は、くらしや福祉の切実
な要求、平和への願いに
ことごとく背を向ける態
度をとっています。とく
に、自 民 党 は、
「子ども
権利条例」制定に最後ま
で反対し、
「企業・団体献
金禁止を求める」声にも
応ぜず、議会での質問や
質疑のなかで、
〝給食費
がとどこおっている家庭
へのとりたて強化〟
や
「教
職員への思想調査」を強
めることを求めるなど、
反市民的な態度をとって
います。
③自民
 、公明といっしょ
に市民の暮らしに背を
向ける民主党
民主党は自民、公明と
いっしょに、低所得者ほ
ど負担が重い「消費税増
税に反対する」意見書や
「福祉灯油実施」に反対
しており、市民の暮らし
を守ることができませ
ん。
（２面へ続く）



011-716-5024

011-746-1151

福祉・子育て支援、
くらし・営業守り
若者が希望もてる札幌市政を

るため全力をつくします。
２０１１年４月の市議
会議員選挙を、くらしと
福祉、
営業を守り、
希望が
持てる札幌市政と市議会
をつくる絶好の機会にし
ようではありませんか。

いま、
市政と市議会は
どうなっているか

ています。
しかし、
国や道
の悪政から市民生活を守
る点で弱点があります。
市民負担増――「財政
構造改革プラン」を策定
し、市民負担を求めまし
た。最大のものは、昨年
７月から実施された家庭
ごみ有料化で、市民負担
増は 億円にのぼってい
ます。年間では、４人家
族で７４００円です。
保育所の市有地が有償
化され、市営住宅の駐車
料金などが値上げされま
した。国・道に従い国保
料、市住家賃、高校授業
料などを値上げしていま
す。
さらに、「事業仕分け」
を実施し、利用者の声を
聞かず「先に結論ありき
ではないか」
と指摘され、
議会に反対陳情が出て、
〝廃止すべきでない〟と
採択されたものもあり、
仕分け項目の選び方その
ものに問題があります。
特別養護老人ホーム・
保育所の待機者増加――
上田市長就任時と現在を
比較すると、特養待機者
は、２００３年６月末時
点の３１２５人から２０
１０年６月末で６０３４
人と倍になっています。
保育所入所待機児は、２
００３年４月１日時点の
２５７人から２０１０年
４月１日現在１２９０人
と、約５倍に。今年 月
１日で待機児童は２千人
を超え、定員を上回って
受け入れている超過入所
児童は１５３３人、合計
３・５千人分以上不足し
ており、取り組み強化が
求められています。
市独自の支援がない介

ほっかい新報社

所

行

発

―札幌市議会議員選挙にのぞむ日本共産党の訴え

療・介護」
「若者の仕事」
が上位を占めています。
意見欄には「お年寄りと
子どもが安心して暮らせ
る世の中に 」
「 若者に働
ける場を 」
「 零細業者に
仕事を 」
「 医療費を心配

することなく病院にかか
りたい 」
「 保育園をつく
ってほしい」などなど、
切実な声がたくさんよせ
られました。日本共産党
は、
こうした声にこたえ、
みなさんの願いを実現す

２０１０年 月４日 日本共産党札幌市委員会
はじめに
市民のみなさん
日本共産党札幌市議団
が 月に「市政アンケー
ト」を実施しました。生
活の心配事についての問
いに、「家計・くらし」
「医

市議会議員選挙の
意義と争点

今度の市議会議員選挙
は第一に、
民主党政権が、
国民への公約を投げす
て、国民と地方自治体に
悪政を押しつけているも
とで、札幌市政が「住民
の福祉の増進を図る」（地
方自治法第一条）という
地方自治体の使命を実現
する本来の役割を発揮し

らし・営業を守り、若者
が希望持てるあたたかい
札幌をめざして、日本共
産党はみなさんと力を合
わせて、願い実現に全力
をあげて取り組みます。

批判し、市民の立場で積
極的な提案を行なうとと
もに、前向きの施策は応
援し、是々非々の立場で
臨んできました。
上田市政の二期・７年
余は、地方自治体の本来
の役割――「住民の福祉
の増進を図る 」
（ 地方自
治法第一条）から見て、
市民にとってどんな市政
運営であったのかを市民
の目線で検証します。
①財政
 難を理由に福祉を
犠牲にしている市政
上田市政は、共産党市
議団と市民運動に押さ
れ、部分的には市民要求
を取り入れた施策を進め
市町へ予算要望を行う市議と予定候補者

日本共産党北海道委員会
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の暮らしと福祉、地方自
治破壊に対抗し、市民の
目線で暮らしと福祉を前
進させる議員をどれだけ
て、
住民を守る
「防波堤」 増やせるのか、が問われ
の役割を果たすのか、そ ています。
福祉・子育て支援、暮
れとも国と同様の姿勢を
とるのか、が問われます。
第 二 は、 市 民 の 暮 ら
し・福祉優先の市政と市
議会をつくるのか、どう
かです。
暮ら し、福 祉 最 優
議員の仕事は、行政の
先へ～市政改革が
チェックと同時に積極的
求められています
提言を行い、市
民の立場に立っ
第一期目の上田市政
た市政運営を求 は、
「市民参加・対話型の
めること、市民 行政運営や憲法の平和主
要求を一歩でも 義を重視する政治姿勢」
二歩でも前進さ をとる一方、施策全体で
せながら、住民 は、
「財政構造改革プラ
本位の市政を確 ン」を決め、敬老パスの
立することです。 改悪や市営住宅駐車場料
財界の要求に 金の値上げなど市民負担
応えて、自公政 増になる施策をすすめて
権の「地方分権 おり、
〝 市民の暮らし優
改革」を継承し 先〟とはいえない問題が
た民主党政権の ありました。
「地域主権改革」 日本共産党市議団は、
の名による住民 市民負担増などを厳しく

第２章
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第１章

２０１０年１２月号外

（昭和40年８月10日
第三種郵便物認可）
ほ っ か い 新 報
号外

(1)

29

10

11

23

（１面からのつづき）
④公費
 による海外視察～
民主と自民
不況で市民生活が大変
な中、厳しい市財政に目
をむけるでもなく、市民
に負担増を求めておきな
がら、
自分たちは公費
（税
金）で豪華海外旅行との
非難の強い海外視察を行
っています。民主党は、
人で８７１万円使用、
民主党議員 人中（１人
辞任のため現在 人）の
６割以上を占め、自民党
を上回っています。自民
党は、 人中（補選があ
り現在 人）約半数の
人で７８７万円。
市議会全体で 人の議
員が１７２９万円、１人
当たり 万円から 万円
使用しています。
●

○

○

○

○

○

可決
老人休養ホーム条例改正（10年１定） ●

○

○

○

○

○

可決
（10年１定） ●
「市立幼稚園７園を廃止する」

○

○

○

○

○

可決
「医療費窓口負担の軽減をはかる」 ○
（09年３定）

●

●

●

●

●

否決
「福祉灯油を実施する」条例案と陳情

○

●

●

●

●

●

否決
（08年２定） ○
「消費税増税に反対する」

●

●

●

○

○

否決
「後期高齢者医療制度を廃止する」 ○
（09年４定）

○

●

●

○

○

可決
「季節労働者の雇用失業対策を強
（09年４定）
化する」

○

○

●

●

○

○

可決
「高校授業料の減免及び奨学金制
度を拡充する」（09年２定）

○

○

●

●

○

○

可決
「非核三原則の早期法制化を求める」 ○
（09年４定）

○

●

●

○

○

可決
（10年１定） ○
「企業団体献金禁止求める」

○

●

○

○

○

可決

学童保育の対象年齢引
き上げ、 人未満の学童
クラブへの補助金継続―
―今年３月、札幌市学童
保育連絡協議会が提出し
た陳情が全会一致で可決
されたとき、これまでの
陳情が、
「継続審議」
「廃
案」の繰り返しだっただ
けに、長年運動に携わっ
てきた人たちから「 年
間の運動の中で初めて」
と喜びを語っています。
年度途中で児童が 人未
満になっても、年度末ま
で助成を継続することに
なり、来年度から登録児
童を４年生まで拡大する
ことになりました。
地下鉄ホームの転落防

市税事務所設置条例（各区の税務部
を５ヵ所に統合）

（08年１定）

止可動式柵設置――視覚
障がい者の方々の要望を
受け、２００２年、共産
党市議団が真っ先に市議
会で取り上げた地下鉄ホ
ームの転落防止可動式柵
は、東西線が完了。南北
線、東豊線の計画を早め
ることを求めています。
夜間緊急診療体制の改
善、救急車たらい回し再
発防止――札幌市産婦人
科医会役員などから実態
を聞き、夜間救急センタ
ーに産婦人科体制をつく

るよう求めてきた結果、
２００９年４月から、新
生児集中治療室の空き情
報を確認して患者の受け
入れ先を選定する「情報
オペレーター業務」の対
象期間を拡大し、夜間電
話相談に対応できる体制
をつくりました。
児童虐待が札幌市でも
増加しており、児童相談
所の体制と機能強化を求
め増員されました。
精神科病棟を建設し、
救急医療体制の強化と合
併症患者への治療充実へ
――精神障がい者と関係
者の長年の要望であった
時間緊急相談センター
の開設に続き、札幌市立
病院に新たに精神科病棟
を建設し、救急医療体制
を整えるとともに、肺炎
や糖尿病、癌などの治療
体制が充実されます。

可決

日本共産党市議団の役割と
値うち―住民の利益第一を
つらぬく日本共産党市議団

各会派の条例案・陳情・意見書に対する態度

札幌市議会で、共産党
以外のすべての会派が、
市民の願いに背を向けて
いるなか、共産党市議団
は、市民の暮らし、福祉
の守り手としての役割を
発揮しています。
第一の役割
市民の要求実現に全力
あげる共産党市議団～現
場第一、調査、発言、市
民運動を力にして
共産党市議団は、市民
の願い実現のために、現
場に駆けつけ実態を調
べ、議会で発言し、要求
実現に奮闘しました。
○市民
 目線で建設的提案
行い、みなさんと共同
で市政動かす

教員の期限付き採用を
減少させ、正規雇用増を
実現。学校の耐震化促進
――正規教員の採用を減
らし「期限付き教員」を
増やす問題で、共産党市
議団は「正規教員に若い
世代が極端に少なく、教
育実践でも、学校運営で
も支障が起きて、札幌市
全体の教育力の低下につ
ながる」と指摘し、小学
校では 年、中学校では
年以降、正規教員の採
用を広げました。
「 子どもたちが日中の
大半を過ごす施設であ
り、計画を早めるべき」
と要求、
計画を１年早め、
今年度に 校の耐震工事
を終えることになりまし
た。
中小業者への無担保・
無保証人融資枠を拡大―
―中小業者や業者団体が
求めている無担保・無保
証人融資制度の拡大をく
り返し求めてきた結果、
２００４年以降「元気小
規模事業融資 」
「 元気が
んばれ資金 」
、２ ０ ０ ９
年から「景気対
策緊急支援資
金」が創設され
ました。
グループホー
ムの火災で現場
に足運び・意見
を聞き、スプリ
ンクラー設置求
める――３月、
市内北区の認知
症グループホー
ムの火災で７人
が亡くなる事故
が発生、共産党
市議団は、現場
を視察するとと
もに、グループ
全面公開を実現できまし
た。
公費による
「海外視察」
は「観光旅行」と批判が
高まっています。
民主党、
自民党議員が実施してい
る中、共産党市議団は公
費による海外視察は自主
的に中止しています。今

ホームの職員の声を聞
き、未設置の 施設につ
いて一刻も早くスプリン
クラー整備を進めるよう
求めました。その後、国
は２７５㎡以下の施設に

ついても補助対象にする
ことにしました。
全身性重度障がい者の
時間介護を実現――全
身性重度障がい者の 時
間居宅介護が２００６年
度から実現しましたが、
申請しても却下されてい
る事態が起きていること
を取り上げ、専門家の再
審査を行ったうえで、却
下取り消しと申請時にさ
かのぼって認定すること
を認めさせました。
住みよい街づくりへ、

年１月、
「今期中は今後
凍結」
を確認しましたが、
廃止をめざしています。
道外視察も２泊３日に一
日縮減しました。
市議会本会議をインタ
ーネットで見られるよう
動画配信を求め、 年２
月から実施しています。

日本共産党の
７つの重点政策
福祉
 の拡充、安心
の介護

路面電車の延伸――共産
党市議団は、１９７３年
に市電全廃を含む市交通
再建計画がつくられた後
も、環境に優しい乗り物
として市電の存続と延
伸・ループ化にとりくん
できました。市は、今年
度から路線充実の本格的
な検討に入りました。
「 札幌市子どもの権利
条例」を制定――２００
７年２月に市長が提案し
た「札幌市子どもの最善
の利益を実現するための
権利条例 」
（ 子どもの権
利条例）制定をめざしま
したが、自民・公明の反
対多数で否決されまし
た。その後も、共産党市
議団は、早期制定めざし
教育関係者や市民団体と
共同で成立めざす運動に
取り組み、２００８年
月、自民党だけが最後ま
で反対しましたが、賛成
多数で成立し「子どもの
権利条例」がついに誕生
しました。
第二の役割
国の悪政から市民を守
り、市民にとって前向き
の姿勢・施策を促進～も
っと大きな市議団でさら
に前進を
共産党市議団は、市民
負担増にキッパリ反対す
ると同時に、札幌市政が
国の悪政から市民を守る
立場に立つことを強く求
め、市民にとって前向き
の施策を促進させまし
た。もっと大きな力があ
れば、さらに前進させま
す。
①負担 増 に キ ッ パ リ 反
対、世論と運動と結ん
で改善求める
共産党市議団はゴミ有

設、在宅支援強めます―
―待機者６０００人の解
消をめざし、特養ホーム
の増床をはかります。利
用料が保険料に上乗せさ
れないよう求めます。施
設を増設し、在宅支援を
強めます。
③介護保険の受領委任
払い制度を導入します。
保険料・利用料の負担軽
減はかります――福祉用
具の購入や住宅改修費へ
の「受領委任払い制度」
を導入します。基金を活
用して保険料を引き下げ
るとともに、利用料を減
免します。
④「運賃割引制度」を
精神障がい者にも適用を
拡大します――身体障が
い、知的障がいの人と同
様に「運賃割引制度」を
精神障がい者にも適用し
ます。自立支援法の廃止
を国に求めると同時に、

本市独自の支援策を強め
ます。 年に打ち切った
通院医療費への助成を復
活させます。点字ディス
プレイは視覚障がい者に
とって利便性の高い用具
です。日常生活用具とし
て給付します。
⑤子宮頸がん予防ワク
チンに助成拡大します―
―子宮頸がんで亡くなる
若い女性が急増していま
す。ワクチン助成を行い
ます。

料化、保育所などの土地
有償化、介護保険料、高
校授業料、市営住宅家賃
の引き上げなど市民負担
増にキッパリ反対してい
ます。
無料で利用限度がなか
った「敬老パス」が、市
議会で一票差で、限度額
５万円、一部個人負担に
改悪されたとき、
「共産
党議員が増えなければ」
と悔しさと怒りが混じっ
た声が上がりました。共
産党市議団は、
改悪後も、
老人クラブなど多くの市
民とともに改善求め、議
会でも再三取り上げ、限
度額を７万円に引き上げ
させました。
②全国に先駆けすべての
子どもに保険証交付、子
どもの医療費無料化拡
大、児童相談所の体制強
化 ―― 子 ど も の 医 療 費
が、２００８年度から小
学校卒業まで入院費の助
成が決まりました。共産
党市議団は、せめて子ど
もには交付することを毎
回の議会で要求し、全国
の自治体に先駆けて 歳
までのすべての子ども
に、無条件に国民健康保
険証を交付させることが
できました。
③「障がい者交通費助成
制度」
一部改善へ――
「障
がい者交通費助成制度」
の改悪提案に対し、共産
党市議団は、 ％の障が
い者が補助を削減される
ことを示し、通院・通所
など社会参加を妨げる弱
者切り捨て案であるこ
と、
「一番弱い立場にあ
る人に光をあて、応援す
る制度を守るべき」と提
案の撤回を求めました。

障がい者団体等と連携し
取り組んだ結果、市は、
改悪案を撤回、一部です
が改善されました。引き
続き改善を求めていま
す。
④保育料据え置きさせる
――市の「行政改革」の
一環で引き上げようとし
た保育料。
「長引く不況
による賃金の低下と負担
増で厳しい生活を強いら
れている市民に、これ以
上負担を増やすべきでな
い」との共産党市議団の
指摘に、市長は「昨今の
厳しい経済情勢を考慮し
て判断する」と答え、保
育料を据え置いてきてい
ました。
また、自公政権時代の
「待機児童ゼロ作戦」の
際、実際よりも待機児童
数を小さく見せるため、
厚労省は、第一希望しか
記入していない世帯の児
童は待機児童に含めない
指導をしていました。
２００８年第３回定例
会にて、共産党市議団の
追及に市長は「全く知ら
なかった。
重要な指摘だ」
と答弁し、以後改善され
ました。また、市に５年
間で３５０ 人分の保育
所を増設する計画を持た
せることができました。
⑤生活保護申請受理を改
善させる――保護申請の
用紙すら渡さない「窓口
での追い返し」が横行す
る中、共産党市議団が繰
り返し追及し、市民運動
とも力を合わせ改善させ
ま し た。ま た、
「住所が
決まっていない人は対象
外」とされてきた失業者
への保護受給が促進しま
した。

地域
 経済の振興と
雇用の確保

0

10

⑥派遣切り、相談窓口、
職と住居を失った人の宿
泊施設確保。未就職学卒
者の就労支援、季節労働
者の実態調査を一貫して
求める――２００８年、
派遣切りで職と住を失う
労働者が急増する中、労
働者の生活と住居の確
保、特別の相談体制の確
立を再三求めました。市
は、２００８年と２００
９年の年末に市役所閉庁
後も臨時体制をとり、失
業者やホームレスのため
に、市営住宅の活用や一
時宿泊用のビジネスホテ
ルの借り上げ、生活保護
①国保料１万円引き下
げます――高い国保料の
引下げは緊急課題です。
国の責任で国保料の軽減
をはかることを求めると
同時に、市としても 万
円引き下げます。
②特別養護老人ホーム
をはじめ、
老人保健施設、
グループホームなどの増

18

45

○

万から 数万円の報酬
は、会議の開催にあわせ
て日額にすべきとくり返
し求めた結果、平成 年
度から日当制に決まりま
した。
②議会改革の先頭に立つ
費用弁償の廃止、議員
の海外視察中止、政務調
査費の領収書公開、開か
れた議会に――共産党市
議団は、議会に出席する
たびに１万円支給されて
いた「費用弁償」を「廃
止もしくは自宅からの実
費とすべき」と求め、
年９月までで廃止させま
した。削減された４千万
円は、子どもの奨学金の
ために使われています。
各会派に支給されている
政務調査費が何に使われ
ているか、明らかにされ
ていませんでした。共産
党市議団は、
一貫して
「領
収書を一般公開すべき」
と主張し、 年度分から

95

10 30

94

11
①住宅リフォーム制度
を使いやすく改善します
――共産党市議団は２０
０４年に、建設業界など
から出されていた住宅リ
フォーム助成制度を提案
していましたが、「エコ」
「バリアフリー」のみを
対象にした住宅リフォー
ム制度が始まりました。
しかし、利用者は、 件
にとどまっています。今
後、 イ１回 万円を限度
に工事費の ％を助成す
る、 ロ門や塀、ガーデニ
ングなども対象にする、
ハ介 護 保 険 の 住 宅 改 修
費支給や住宅資金融資制
度との併用を認めるな
ど、使いやすく改善し、
地元中小業者の仕事と雇
用を確保します。小規模
修繕工事登録制度を新設
し中小零細業者の営業を
守ります。
②商店街活性化の振興
条例をつくります――地
域商業活性化推進事業に
おける補助率や限度額を
引き上げます。シャッタ
ーが閉まっている店を開
けるために「商店街緊急
活性化事業補助金 」
（一
振興組合平均５００万



円）の新設など商店街に
元気をとりもどす対策を
緊急にとります。空き店
舗・空き地を借り上げ、
商店街振興組合への転貸
を行い活性化をはかりま
す。商店街地域振興条例
を制定して、商店街振興
にとりくみます。
③公契約条例をつくり
官製ワーキングプアをな
くする――ＩＬＯ条約
号では、公契約に関する
事業には労働条件の規制
が必要とされており、千
葉県野田市では公契約条
例がスタートしました。
イ公 契 約 条 例 の 検 討 委
員会をつくり、 ロ当面し
て帯広市なみの要綱を適
用すべきです。
④季節労働者の生活支
援と雇用対策をはかりま
す――季節労働者の生活
実態調査を行い、生活支
援の貸付制度を創設、労
働者登録を行って仕事を
確保します。
⑤ＴＰＰ参加に反対
し、都市農業の発展と地
産地消の促進します――
北海道は、農林漁業を中
心に運送業、御売・小売
業、製造業などの産業が
労働者の雇用、地域経済
を支えています。ＴＰＰ
参加に反対し、食料主権
の確立と農業の多面的発
展に力を注ぎます。
都市型農業の育成を根
本的に強めます。新規就
農を促進し農地を保全し
ます。有機農業を普及す
るため堆肥の供給等の支
援をいっそう広げます。
生産者の顔が見え、食の
安全が確保される
「地産・
地消」の取り組みを推進
します。農業予算と農政
職員を増やします。
（４面へ続く）
08
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―暮らし・福祉優先の経
済対策で、仕事・若者の
雇用をつくりだす 日本
共産党の提案―
「仕事がほしい」
「子ど
もや孫たちに仕事を」な
ど、雇用に対する要求は
きわめて切実です。同時
に、
「保育所増設を」
「介
護へ支援を 」
「 医療費の
負担が大変 」
「 市営住宅
の増築・改修を」などの
声も多数寄せられていま
す。こうした声に、札幌
市政と市議会がどのよう
にこたえるか、市議会選
挙で問われています。
共産党市議団は、福祉
事業の充実が、地元業者
の仕事を増やし、雇用の
拡大と景気対策につなが
り、大きな経済効果を生
み出すものと確信しま
す。いまこそ、子育て支
援・高齢者対策を強め、
中小業者のくらし・営業
をまもり、若者が希望を
もてる札幌市政づくり＝
「福祉の経済対策」に踏
み出すことを提案しま
す。
その財源は、財政調整
基金（ 億円）や普通交
付税（ 億円 ）
、大 手 企
業の法人市民税や道路使
用料を元に戻し活用すれ
ば実現できます。

1800人の子どもに優しく（保育所）
、1890人の高齢者（特養・老健等）に温かい
取り組みが212億円以上の地元業者の仕事をつくり、1730人以上の新たな雇用を
生み出し、若者に希望を広げます。

○
すぎつ保険料。払えない家庭から保険
証を取り上げ）

費を前年の３倍にし、平
和事業担当係長を配置、
世界平和市長会議に参
加、広島・長崎市と共同
で市役所ロビーで原爆展
を開催、 年以降には単
独で原爆展を開催してい
ます。
第三の役割
無駄づかいを厳しくチ
ェック、議会改革の先頭
に
共産党市議団は、市民
目線に立つ党だからこ
そ、
官製談合の徹底究明、
天下り規制強化を一貫し
て求め、無駄遣いチェッ
ク、議会改革の先頭に立
てます。
①市政を厳しくチェック
官製談合の徹底究明、
天下り規制強化――市は
当初、下水道工事の官製
談合を否定していました
が共産党市議団の追及、
メディアと市民の声に押
され、改善策を示しまし
た。再発
防止のた
め、市の
登録業者
への幹部
職員の天
下り禁止
を求め、
規制強化
が進みま
した。
選挙管
理委員の
報酬を月
額から日
額制に―
―市選挙
管理委員
の会議は
月に１回
程度、１
時間から
２時間で
す。 数

全ての区に、保育所２ヵ所、特養、介護老人保健施設などを
１ヵ所建設した場合

○
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申請の受け付け改善等を
行いました。ホテル借り
上げは、全国の地方自治
体のなかで数少ない取り
組みです。今年度は、１
ヵ月早め 月から開始し
ています。
学卒者の就労支援を求
める中、市は、きわめて
初歩的ですが２００９年
度１７１０人の雇用創
出。２０１０年度１００
人の臨時雇用、２５０人
規模のヘルパー資格獲得
補助事業を行いました。
季節労働者の冬季技能
講習受講給付金の廃止や
特例一時金の削減を進め
ている国に対し、抜本的
な支援策を求めるととも
に、市が季節労働者の実
態を調査し、雇用に結び
つく事業を実施するこ
と、生活支援の貸付事業
を創設することを求めま
した。
⑦市営住宅の家賃軽減―
―国の「公営住宅法」改
正は、
家賃の値上げと
「所
得控除」の軽減措置が廃
止される内容です。
「あ
まりにも負担が大きすぎ
る」と要求した結果、道
営住宅は直ちに軽減を廃
止したが、市営住宅は軽
減措置を継続していま
す。入居者から「負担が
軽くなり助かっている」
との声が寄せられていま
す。
⑧平和への姿勢・事業の
拡 大 ―― 共 産 党 市 議 団
は、上田市長が「憲法９
条が日本の平和に大きな
役割を果たしてきた」「憲
法の平和主義を世界に誇
る理念として大切にす
る」と述べていることを
重視し、市の平和事業強
化をくり返し求めてきま
した。市は、 年に事業
（試算表は、
札幌市で最近建設したところの建設費で、
人数もそこでの雇用数です）

○

上げ。老人福祉センター入浴料の有料化
などが含まれている）

市民 改革
結果
ネット 維新
共産 民主 自民 公明

10

グループホームで懇談
介護老人保健施設

○

07

市電の会との懇談
1

地域密着型養護老人ホーム

●
平成22年度 国民健康保険会計（高

10

24

10

広域型養護老人ホーム

可決

09

21

25

80

39

新たな雇用人数
20人程度
70人程度
18人～ 25人
45人～ 55人
創り出す仕事
200百万円
800百万円
310 ～ 315百万円
800 ～ 925百万円
定員
90人
80人
29人
80人
保育所

●

市民団体と懇談

24

保育所、
特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設を
それぞれ１ヵ所建設した場合

○

08
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92 96

○
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第４章

○
平成22年度一般会計予算（保険料値
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24

○
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反対は●
賛成は○
11

地下鉄可動式ホーム柵を視察

●

10
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第３章

市民負担増にキッパリ反対し
積極的に発言・提言！
住民運動と結び市民要求実現に
全力つくす共産党市議団

(2)
２０１０年１２月号外

（昭和40年８月10日
第三種郵便物認可）
ほ っ か い 新 報
号外

(3)

き、耐震補強が必要な１
２８校の診断と工事を促
進します。
④学童保育の充実――
共同学童所の家賃、備品
や補修・改修費などへの
補助を拡充・創設します。
対象児童を６年生まで拡
大します。
⑤児童相談所の機能・
体制強化――札幌市の職
員一人当たりの相談件数
は大都市でトップであ
り、機能・体制強化を進
めます。
⑥図書館の充実――中
央区での地区図書館建設
を急ぎ、各区複数館構想
を推進します。図書館司
書を専門職として配置し
ます。幼稚園・保育所、
児童会館などの図書を増
やします。

若者
 の希望を広げ
る施策を

し、政策入札を導入し、
正規雇用拡大をはかりま
す。
「若者支援センター」
を教育委員会所管から総
合的な機構へ発展させ活
動を強化します。勤労青
少年ホームの機能を強化
し、若者が交流と連帯を
深める場として確保しま
す。大学、専門学校の給
付型奨学金を拡充しま
す。私学助成を抜本的に
強化します。高校の公私
間格差是正のために、私
学の経常経費助成を大幅
に増額するとともに、私
学生の入学一時金助成及
び市立高校生への授業料
補助を実施します。

第５章
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の途中から議員の任につ
いた場合、議員報酬は日
割りにします。
共産党市議団は、公費
による海外視察は
「廃止」
を主張し、実施していま
せん。引き続き廃止をめ
ざして取り組みます。
議会による市政監視を
強めます。同時に、議会
を市民に公開するために
インターネットによる委
員会視聴ができるように
します。

日本共産党の躍進で、
くらしを守る力を大きく

を促進する力が強まりま
す――行政の無駄遣いや
天下りなど、行政をチェ
ックする力が大きくなり
ます。議会も、政務調査
費の全面公開を主張した
共産党が大きくなること
によって、よりガラス張
りの議会を求められま
す。公費による
「海外視
察」は廃止にするなど、
議会改革を促進する力が
強まります。
市民のみなさんの大き
なご支援をお願いします。
以 上
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市民のくらし福祉を守る
大きな 共産党市議団をぜひ
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快適
 な環境を守る
街づくり

マンションの集会室、 くり分譲することで建設 沖縄の新基地計画の撤回
ゴミ置場、
遊び場などは、 費の一部をまかなうとい を求めます――道内での
そ の 公 共 性 に ふ さ わ し うもので、テレビ塔に匹 米軍訓練強化に反対しま
く、固定資産税を減免し 敵する高さ、総事業費七 す。沖縄辺野古への新基
ます。マンションの行政 百億円～八百億円になる 地計画を断念し普天間基
地の返還を求めます。
相談体制を強化します。 ともいわれています。
共産党市議団は、
規模、
②除排雪を強化します
議会
 改革を促進し
――通学路や交差点、歩 建設費など事業計画を市
ます
道など生活道路の除排雪 民に明らかにすること、
議員報酬を ％削減、
の強化、ツルツル路面対 計画している施設が必要
策をすすめます。パート なのか、適正なのか、と 議員個人の海外視察は廃
ナーシップ排雪の住民負 指摘し、過大な投資をし 止、議会による市政監視
担を強化しません。除雪 て税金をムダ遣いするこ と議会の公開――議員報
単価、待機人件費の引き とがあってはならないこ 酬を ％削減します。月
上げをはかり、除雪体制 とをくり返し求めてきま
した。
を強化します。
市民の「安価な料金で
③自殺防止を強めます
――「こころと命を守る 利用しやすい施設を」と
日本共産党は、市議会
条例」
を制定し、
総合的、 の願いに応えることが大
議員選挙で全区に 名の
抜本的に対策を強めます。 切です。
候補を擁立してたたかい
④ＣＯ２の削減、緑と

「
平
が
和都市宣言」
ます。全員の当選をめざ
自然を生かした街づくり
根づく札幌に
して頑張ります。
を推進します――ビルの
します
①市民・区民の声を市
屋上、壁面緑化をすすめ
①平和事業を充実しま 政に届け、要求実現の力
るとともに、森林の保全
態勢の確立、街路樹の整 す――市内の戦争跡地を が強まります――全員を
備など、
「緑地・帯保全」 調査・保全するとともに、 当選させるなら、市民の
に力を入れ、エネルギー 平和教育を推進します。 声を聞く力と声・要求を
等エコ対策を強めます。 全区で原爆展・平和展を 届ける力も大きくなり、
⑤市電の延伸・自転車 継続的に開催し次世代へ 市民の願いが大きく実現
「 ピースメ できます。 名になると
道の整備の推進――市電 継承します。
の位置づけを高め、自然 ッセンジャー事業」は、 ６つある常任委員会のう
に優しい交通網の確立、 被爆地のほか沖縄等多様 ち、５つの常任委員会に
公共交通機関園への誘導 な戦争被害が実感できる 複数の議員を送り出すこ
策への理解を広げ、自動 場所への派遣も含めて毎 とができ、代表質
問の時間が大幅に
車に頼らない街づくりを 年継続します。
②憲法にもとづく、民 増え発言力が倍化
めざします。自転車道を
主的な教育を発展させま します。議案提案
整備・延長します。
⑥「北１西１の再開発」 す――北教組の政治資金 権を活用して、市
構想、計画を市民に公開 規制法違反事件を口実に 民の立場に立った
を、税金のムダ遣いあっ 全 教 職 員 を 対 象 に し た 議案を提案するこ
てはならない――札幌市 「服務規律等の実態に関 とができ、飛躍的
が検討している「北１西 する調査の実施」は憲法 に要求実現の力が
１街区の再開発」
構想は、 に反します。子どもたち 強まります。
②市のムダ使い
市 民 会 館 や Ｎ Ｈ Ｋ 放 送 の健やかな成長のために
局、創造活動センター、 も信頼と連帯を強める学 をきびしくチェッ
アートセンターなどに加 校づくりをすすめます。 ク、ガラス張りの
③米軍訓練強化反対、 議会、市議会改革
え、部屋（保留床）をつ
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ハローワーク前で宣伝
①市営住宅を増改築
し、分譲マンションの維
持・管理への支援を強め
ます――「 年間申し込
んでも入れない」市営住
宅の増改築を行います。
その際、障がい者向け住
宅を増やすよう努めま
す。計画修繕とバリアフ
リーを進めます。
「４階
まで母を背負い登り降り
し、母の肋骨が折れた」
との深刻な訴え、緊急性
の高い３００戸の住み替
えを急ぎ、エレベーター
設置を促進します。

メーデー会場の市議と予定候補者

10

11

（３面からのつづき）
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子ど
 もの権利条例
が生きる街づくり
①保育所の新増設、待
機児童と超過入所児童の
解消をはかります――市
の計画を早めて、３年間
で待機児童の解消をはか
ります。その際、保育基
準の引き下げや保育料の
引き上げを行ないませ
ん。延長・一時保育の助
成（ゼロ歳児及び障がい
児の単価）の引き上げ、
宗教食への補助を行いま
す。市有地の有償貸与を
撤廃します。
②子どもの医療費助成
を拡大――子どもの医療
費助成を拡大します。当
面、小学生の通院まで助
成を拡大します。
③ 人学級の実施、就
学援助の拡充、学校の耐
震化を促進します――
人学級をめざします。正
規教員の採用を行いま
す。負担軽減をはかりま
す。高等養護学校を市内
に建設、障害児学級を増
やし、公立夜間中学校を
設立します。就学援助の
基準額を引き上げ対象者
を増やします。経済的理
由で修学旅行に参加でき
ない生徒がいないように
支援を行います。引き続
①若者や学卒者の就労
支 援 を 強 化 し ま す ――
イ資 格 取 得 を 新 た な 業
種に拡大すると同時に、
生活困窮者に運転免許取
得講習助成を行なう、 ロ
全高校への進路相談配置
など、就職活動に対する
援助を行なう、 ハ市内企
業が新規学卒者を正規職
員で採用した場合、助成
を行うこと、 ニ市職員と
して緊急に雇用すると同
時に、生活密着型の就労
の場を拡大する、などの
施策をとりいれ、新規高
卒者の就職支援を強化し
ます。
②若者の意見を聞き、
激励する施策を取り入れ
ます――一定の割合で正
規雇用を行う企業に対
10
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