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安倍暴走政治に声をあげよう安倍暴走政治に声をあげよう

仙台市議会・第2回定例会のご報告

暮らしや子育ての願い、自民党政治への怒り…市民の声が渦巻いています。日本共産党市議団は、寄せられた
市民の要望を取り上げ、市政に生かす数々の提案を行いました。その主張の概要を紹介します。

市民のスクラムで

安倍政権による憲法破壊の暴走。国会では、野党4党が一丸となり、国民といっしょにたたかっています。
憲法を守り生かす市政をつくるため、日本共産党は、誠実に力をつくします。

憲法いかす
 市政をつくる。



これまでの市政は、市民要求を抑え、巨額のお金をため込み、それをハコモノ建設や企業誘致の土地造成な
どにつぎ込んできました。ここを切り替え、暮らしや教育、福祉を第一にする政治をめざします。

　子育てや暮らしの要望がたくさん寄せられています。「予算を教育や福祉に思い切って振り
向けよう」。日本共産党は、提起しました。仙台市は、福祉や教育への予算を抑えすぎです。（右
欄）ここを切り替えましょう。財源は、あります。

　認可保育所を希望したけど
入れない子どもは1253人。一
方、市が廃止した公立保育所の
定員数は、認可保育所に入れな
い子どもの数にほぼ匹敵する
1033人です。

　共産党「公立保育所の廃止方
針をやめ、計画的増設に踏み出
すべきだ。また、保育士の確保
に苦しんでいる民間保育所へ
の支援も強く求める。子どもに
お金を惜しんではならない」

　現在、復興公営住宅の約8割
の世帯に特別家賃減免制度が
適用されています。この制度
は、入居6年目から、家賃が段階
的に引き上げられます。

　共産党「月5600円の家賃の
人が10年目に1万8200円と3
倍以上になる。家賃値上げは、
中止を。また、民間賃貸住宅に
入った被災者へ家賃補助も必
要。被災者の医療費免除も復活
すべきだ」

　市民の暮らしが上向き、購買
力が高まれば、経済は活性化し
ます。共産党は「予算の1%をあ
てるだけで実現できる」と、以下
のような提案を行いました。

●返還不要の奨学金制度
●国保料の世帯3万円引き下げ
●敬老パスの利用拡大
●普通教室、職員室へのエアコ
ン設置
●小中学校の少人数学級
●すべての子どもの医療費無料
●公立保育所を年5ヵ所建設

教育・福祉の先進都市に教育・福祉の先進都市に

市政を大転換するときが来た

「モノ」から「ひと」へ

暮らし・経済被 災 者保 育 所

ため込み金は倍増
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　安倍首相は、臨時国会（秋に

想定）に憲法改定案を出すと言

い出しました。

　共産党「安倍首相は、憲法９
条に自衛隊を明記した新憲法

を2020年に施行したいと表明

した。自衛隊を明記することで、

９条の2項（戦力不保持）を死文

化させる狙いだ。公務員には、

憲法を遵守し擁護する義務が

ある。公務員トップの総理大臣

が条項の変更案と改正期日を

示すなど、明確な憲法違反だ」

　総務局長「公務に携わるもの
が国の最高法規の憲法を尊重、

擁護するのは、当然の責務だ」

　共産党「国会では、自民・公
明・維新など安倍政権与党が

『共謀罪』法を強行した。森友、

加計学園疑惑で、首相との関わ

りがつぎつぎと明らかになって

いる。

　日本共産党は、憲法を市民の

暮らしに生かす、地方自治を守

り育てる、子どもたちの命を守

る、この立場で仙台市政を発展

させるため全力をつくす」

　かつて仙台市は、市民と政党（共
産党を含む）が共同して26年間、市
民本位の市政を築きました（島野
市政1958～1984）。公害や乱開発
からまちを守ろうと、市長と市民が
話し合い「広瀬川の清流を守る条
例」や「杜の都の環境をつくる条
例」をつくりました。いま、これらの
条例を生かすときです。

水・緑・空気をまもる水・緑・空気をまもる

憲法をかかげるまち憲法をかかげるまち
9条は世界に誇る宝

石炭火力、バイオマス火力
清流、緑を
守ってきた伝統

　地球温暖化対策に逆行し、大

気を汚す発電所がつぎつぎと

仙台に建設されています。市の

企業誘致政策のもと、大企業が

市民を踏み台に自らの利益を

あげようというものです。

　共産党「大量のCO2を発生さ
せ、電力をつくり、それを首都圏

に売って利益を得るというも

の。バイオマス火力は、被災者

を追い出して造成した工業地

域（蒲生北部土地区画整理事

業）に誘致するものだ」

　経済局長「環境に配慮しなが
ら、経済活性化に資する企業の

誘致を進めていく」　

　共産党「仙台パワーステーシ

ョン（関西電力・伊藤忠）は、環

境モニタリングをやったかどう

か明らかにしないまま、試験操

業を開始した」

　環境局長「稼働前に市に報告
し、市民に周知するよう指導し

てきた。大変残念だ」

　共産党「市民は、試運転と操
業の断念を求め、署名運動に取

　共産党「東北電力の株主総会
が開かれるが、大株主の仙台市

は、原発再稼動をやめ脱原発に

進むよう主張すべきだ」

り組み、1カ月で2万2813人分が

集まった」

　環境局長「建設、計画が相次
ぐ中、市民の切実な思いと受け

止めている」

脱原発、再稼動
反対を

建設・稼動は中止せよ
○バイオマス（輸入木材
など）＋石炭火力発電所
○四国電力、住友商事
○建設計画

仙台高松
発電所

○石炭火力発電所
○関西電力、伊藤忠
○6月12日夜、試験稼動
を開始

仙台パワー
ステーション

○輸入したヤシの実殻な
ど燃やす。
○（株）レノバ、住友林業
○市が選定、建設計画

バイオマス
火力発電所



※公立小中（普通教室）の
　冷房設置率

全　国…49.6％
　（３年前より16.8％増）

福島県…65.1％
山形県…17.4％
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　この間、3人の中学生が自ら
命を絶ちました。学校から、い
じめをなくすことは、市政の緊
急課題です。現場の教師たち
が、ひとりひとりの子どもにしっ
かり関われるようにしていくこと
は、急務です。

　共産党「いじめは、重大な
人権侵害。その認識を学校や
社会全体でもっと深める必要が
ある」
　教育長「絶対に許されない
という強い意識、じん速な対応
が必要だ」

　共産党「いじめの課題につ
いて、市はこれまで『最優先課
題』と言ってきた。しかし、言
葉だけに終わってきたのではな
いか。
　いじめ問題は、教育の営み
の中でこそ乗り越えることがで
きる。それを担うのは、教員だ。
しかし、教師の多忙化は、深
刻だ。学力向上や体力向上、
読書週間など、市教育委員会
からつぎつぎに課題がきて、手
いっぱいだ。教員が子どもに向
き合う時間、教員どうしが話し
合い切磋琢磨（せっさたくま）
する時間をつくらなければなら

ない」
　共産党「特に中学校の超過
勤務が深刻だ。平均でも過労
死ライン（月80時間）ぎりぎり、
80時間を超える月もある。教師

　夏、学校の普通教室や職員室は、
エアコンがないため蒸し風呂状態で
す。共産党は、エアコン設置を求め
ました。　
　共産党「学校からの報告には『コ
ピー機の表示に異常高温環境にある
とでるほどだった』などつづられて

が子どもたちに関われるように
しなければならない。教員をも
っと増やして、少人数学級をい
っこくも早く」

　奥山市長「少人数学級は、
子どもたちに目が届きやすくな
ると思う。問題意識としては受
け止めていくが、いま決断する
時期ではない」
　共産党「少人数学級を全学
年に広げる決断を」
　教育長「教員の増員は、予
算が伴う。国の責任でやるもの」
　共産党「仙台で、いじめ防
止は、最優先課題。必要なお
金は、きちんと確保すべきだ」

いる。こんな状態をいつまでも放置す
るなどあってはならない」
　教育長「多額の経費を要するので、見
極めていく」
　共産党「財政を理由に先送りするの
は、もうやめるべきだ」

いじめ/学校/希望いじめ/学校/希望
教師の力、信じて

少人数学級に
ひとりひとりと関われる

教育予算を確保し

普通教室、職員室

中学校教師の
超過勤務時間

時間2016年度上半期

４月
５月
６月
７月
８月
９月

75.4
83.1
73.7
70.6
38.2
77.6

エアコンの設置を

8月10日　38℃
8月31日　39℃
9月 7日　35℃

職員室・校長室の室温例
（昨年度）


