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命を大切に、福祉と防災のよこはまづくりのため

がんばります！がんばります！
、福祉と防災のよこはまづくくりのののたたためめ

がんばります！
　４月の市会議員選挙で選出された新しい議員による議会
がスタートしました。定数6減のなか、日本共産党は５議
席を守りぬくことができました。
　日本共産党は、中学校給食の実施、小児医療費無料化
年齢の引き上げ、国民健康保険料の引き下げ、防災対策の
強化などを主な公約としてあげましたが、これらをはじめ、
市民要望実現のために全力を尽くします。

　東日本大震災をうけ、地方自治体の防災対策の検証がいま求められてい
ます。横浜市政では、防災対策で重大な後退と遅れがあることが大問題と
なっています。住民の命をまもるという責務をはたす横浜市政にするため
には、これらを打開することが不可欠です。

◆大貫　憲夫（団長・青葉区選出）
　経済・港湾委員会、横浜まちづくり特別委員会　
◆岩崎ひろし（副団長・戸塚区選出）
　建築・都市整備・道路委員会、国際文化都市特別委員会
◆あらき由美子（南区選出）
　政策・総務・財政委員会、安全安心都市特別委員会、市会運営委員会
◆白井まさ子（港北区選出）
　こども青少年・教育委員会、基地対策特別委員会
◆古谷やすひこ（鶴見区選出）
　健康福祉・病院経営委員会、大都市行財政制度特別委員会、
　神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員

消防署、保健所の充実こそ

( 左から）岩崎ひろし、あらき由美子、白井まさ子、古谷やすひこ、大貫憲夫議員

　横浜市は、効率性、コストダウンを理由に、消防
署所99ヶ所を 91ヶ所に、消防自動車 115 台を108
台に、特殊災害対策車６台を４台に削減する計画を
４年前に策定し、削減を着々と進めています。

　今回の選挙では、日本共産党が「中学校給食の実施」、民主党が「中学校の給食
導入に向けて検討」、みんなの党が「中学校給食を推進」を公約にかかげました。
自民党も「中学校の昼食のありかたについて検討」と公約集に明記し、旭区県議
候補の選挙はがきには「中学校給食実施」と記しています。

　中学校給食を公約にあげて当選した議員に、中学校給食実施を市長に要求する
よう、求めましょう。今こそ、チャンス！

　中学校給食の実施は、給食施設建設のための建築関係の仕事おこし、食材
に地場産物を使うことによる地域農業の振興、調理員等の雇用の創出など、
地域経済の活性化につながります。さらに災害時の避難所として炊き出しセ
ンターにもなります。

　保健所は、災害時には感染症対策など、地域保健体制の拠点として、き
わめて大切な公的機関です。
　横浜市は、ここでもコスト削減を優先し、４年前に各区にあった保健所
を「保健所支所」に格下げし、全市で１つの保健所体制に移行。これに伴い、
保健所支所配置医師数は35人から15人へと激減。各区に１つの保健所体制
に戻し、保健所医師を増やすことが必要です。
　また、財政難を理由に棚上げになっている各区の休日急患診療所の建て
替え計画を進めることも急務になっています。

日本共産党横浜市議団

　災害予防でも災害発生時でも消防署員と消防機器の果たす役割は決定的
に重要です。現行の消防力削減計画を中止し、消防職員の増員、保有消防
機器類の充実など、消防力の強化をはかる必要があります。

　昨年秋から今年３月まで実施しました市民アンケートに、5250通の回答が寄せられました。今後、これらの結果を報告
書にまとめ、議会活動や予算要望等に反映させるとともに、寄せられた要望実現に向けて力を尽くします。なお、結果報告に
ついては市議団ホームページに掲載しますが、ホームページをごらんになれない方は党市議団までご連絡ください。

中学校給食実施
検討開始
議会で実施を求める決議

神奈川県内での
中学校給食実施状態

各党が市議選の公約に

メリットたくさん

今こそ声をあげよう！

今こそ 中学校給食の実施を 中学校の完全給食は、全国の８割をこえる公立中学校で行われ、
県内でも８市８町１村（下図）で実施されています。

ご協力ありがとう
ございました　

党
市
議
団
実
施

子育て・くらしアンケート子育て・くらしアンケート

横須賀市

平塚市
鎌倉市

藤沢市

小田原市

茅ヶ崎市

三
浦
市

秦野市

厚木市

大
和
市

伊勢原市

海
老
名
市

座間市

綾
瀬
市

清川村

愛川町

箱根町

山北町 松
田
町

大井町 中井町

二宮町

開成町
大磯町

寒
川
町

葉山町

南足柄市

真鶴町

東 京 湾

相 模 湾

消防力の

湯河原町

逗子市



展 示 日 時展 示 図 書 館
展示時間は10:00～18:30（土・日・月は17:00まで）

無料法律相談無料法律相談無料法律相談
市政、法律、交通事故、年金、金融、土地、住宅、教育、その他お気軽にご相談ください。
●とき：毎週水曜日午後１～３時　●ところ：横浜市役所内　日本共産党議員控室
●連絡先：TEL671－3032　◎相談は同一案件につき３回までです。

（弁護士が対応）<要予約＞８月はお休みです

８月に中学校教科書採択、来年から４年間使う教科書が決められます

の歴史・公民教科書は
　横浜市では、｢新しい歴史教科書をつくる会」( つくる会 )のメンバーが
執筆した自由社発行の中学校歴史教科書が、昨年から港南、旭、金沢、
港北、緑、青葉、都筑、瀬谷の８区で使われています。
　今年は中学校教科書の採択の年。従来は区ごとに教科書を選んでい

ましたが、昨年からは市内１つの採択地区となっています。
　侵略戦争美化など国内外から批判の非常に多い問題の教科書は、自由
社と育鵬社の２社から出版。いったいどのようなものなのか、市販本か
ら見てみました。

　　　　　　　　　　　　　  横浜市の教科書採択には、2000年度までは「学
校票」という学校現場の意見を取り入れる制度があり、民主的採択地区として
有名でした。それが「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書が登場した
2001年に「学校票」が廃止されてしまいました。
　　　　　　　　その後、2005年の採択時につくる会系の教科書を支持した
今田忠彦委員長以外の教育委員が交代。2009年の採択では、中学校歴史教科
書だけ無記名投票を実施（他の教科書は従来通り挙手採決）。その際、教育委
員６人のうち５人が教科書取扱審議会の答申を全く無視し、評価の低い自由社
に投票しました。さらに同年、採択地区を行政区毎の18区から市内１地区にす
る方針を決め、県教育委員会がこれを承認しました。
　　　　　　　　　　　　　　　  2010年の小学校教科書採択では、全教科
が無記名投票で行われ、教科書調査員名簿が非公開に、各学校への観点別学
習実態調査アンケートが廃止されて指導主事による各学校への聞き取り調査
になりました。
　子どもたちが学ぶ教科書は、現場の先生の意見も取り入れ、採択過程を明ら
かにすべきではないでしょうか。

　文部科学省の検定済教科書の展示会が、市教育文化センターほか、各区の
図書館で行われます。展示会場に足を運び、実物を見てみましょう。
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育鵬社 P.233
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P.174
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（日露戦争）海上では、東郷平八郎の率いる
連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を対馬
沖でむかえ撃ち、全滅させるという世界の
海戦史に例を見ない戦果を収めました。

（大東亜戦争）「アジアに広がる独立への希
望」日本の緒戦の勝利は、東南アジアやイン
ドの人々に、独立への夢と希望をあたえた。

（日本国憲法）政府は GHQ が示し
た憲法草案の内容に衝撃を受けた
が、それを拒否した場合、天皇の地
位が存続できなくなる恐れがあると
考え、やむを得ずこれを受け入れた。

自由社
P.234－5

（戦時下の国民生活）生活
は窮乏を極めた。しかし、
戦争の勝利を願う多くの国
民はよく働き、よく戦った。

（コラム）「昭和天皇―国民とともに歩まれ
た生涯」（自由社）
「国民とともに歩んだ昭和天皇」（育鵬社）

育鵬社 P.168

（日本の安全と防衛）自衛隊の規模
として「イージス艦『きりしま』」
「90式戦車」「F-15戦闘機」の写真

（平和主義と安全保障）
自衛隊の新型装備品の
写真、「徴兵制をしいて
いる韓国の新兵教育」
「志願制の自衛隊の新隊
員教育」の説明の写真

（敗戦当日の皇居前）多
くの人々が戦争に敗れ
たことを天皇におわび
している。（写真の説明）

まるで小説のよう
で、戦争に引き込ま
れていきそう。負の
部分はあまり描かれ
ていないようだ。

太平洋戦争を「大東
亜戦争」といい、日
本がアジアの国々を
独立に導いたことを
強調してるけど、もっ
と客観的に歴史をお
しえてほしいわ。

米軍による国内の被害を大きく
のせているけど、日本がアジア
に与えた被害の記述は少なく、
従軍慰安婦の記述もない。また、
ことさら天皇をもちあげている
ようにみえちゃうわ。

押し付け憲法だって
いいたいみたいだ
が、日本の学者たち
が一生懸命考えた
憲法案も考慮され
たってきいたけど…

歴史

公民

教科書展示会で実物を見ましょう！異常な採択手続き

意見を出しましょう

＜チェックポイント＞

　そして、会場で、教科書の感想や意見、思いなどの一言を書いて、出しましょ
う。また、教育委員会にあなたの声を出しましょう。
【宛先】：横浜市教育委員会教育委員長　今田忠彦
〒231-0017　横浜市中区港町1-1　横浜市教育委員会事務局総務部総務課
TEL045-671-3240、FAX045-663-5547　E-mail ky-somu@city.yokohama.jp

●神奈川図書館 ●磯子図書館 　　　　　　　　6/17～19、6/21～27、7/1

●教育文化センター　　　　　 　　　　　　 　6/17、6/20～７/2

●保土ヶ谷図書館 ●都筑図書館　　　　　　　　　　　6/17～19、6/21～7/1

●緑図書館 ●山内図書館 ●泉図書館　　　　　　　　　6/15～6/19

●中央図書館 ●港南図書館 ●栄図書館 ●瀬谷図書館　 6/29～7/3

●鶴見図書館 ●中図書館 ●南図書館 ●金沢図書館    　6/22～6/26

●旭図書館 ●港北図書館 ●戸塚図書館　　　　　　 　6/8～6/12

教科書展示会日程

太平洋戦争の描き方（開戦理由、アジアでの日本軍、戦時中の人々の
暮らし、原爆など）日本国憲法の制定過程etc
日本国憲法の描き方（特に９条）、自衛隊、男女共同参画社会、
基本的人権etc

歴史

公民

憲法９条で戦争の放棄と
戦力の不保持を規定して
いることは書いてあるけ
ど、自衛権は国際的に認め
られていることを強調し、
国防のために軍隊は必要
と思わせられるようだわ。

学校現場の意見を聞かない

昨年はさらに不明瞭な手続きに

闇の中で採択


