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市民の願い
実現へ

１面： 非正規雇用だらけの指定管
理者制度／新たなMICE施
設に500億円もの市費投入

２面： 市民の願いに寄りそう横浜
市政に／中学生に必要なの
は配達弁当ではなく給食の
実施／マンション杭偽装問
題報告会を開催／北綱島特
別支援学校の存続を！

　「次、右足を出せば５センチ位
の段差があり、車道に出ます」と
言われ、必死でガイドさんの上腕
を握りなおしました。
　これは、先日受講した障害者ガ
イドボランティア研修で、アイマ
スク体験をしたときのこと。視覚
を全く奪われてしまうことが、こ
んなにも不安で不安で仕方のない
感覚になるのか！また、視覚障害
者の方にとって一緒についてくれ
るガイドボランティアさんが文字
通り命綱になっていると、実感し
た瞬間でした。
　障害者ガイドボランティアがな
かなか増えていません。障害者か
らの要望が多いのに、ボランティ
ア不足で応えられていない状況。
横浜市がボランティアの交通費を
減らしてしまってから２年近くた
ちます。
　現場での実感、当事者の声は、
私たち政治家にとってとても大事
な判断材料です。現場の声を聞か
ず書面だけで判断はできません。
だから、私たちは今日も現場へ出
かけていきます、たくさんの深刻
な現場へ。 （やすひこ）

無料法律相談無料法律相談
（弁護士が対応します）
市政、法律、交通事故、年金、
金融、土地、住宅、教育、その他
 ●と　き　 毎週水曜日午後
　　　　　 １時30分～３時
 ●ところ　 横浜市役所内日本

共産党議員控室
 ●連絡先　☎045‒671‒3032

☆要予約☆
 ◎相談は同一案件につき３回まで。

８月はお休みです。

多多種多彩種多彩

横浜市役所内地下１階レストラン
「かをり」カキフライ定食

　2015年第４回定例会は、初日の昨年11月27日での市職員の給与改定条例の可決に続き、最終日の12月17日に
行政不服審査条例制定、35件の指定管理者の指定、新たなＭＩＣＥ施設整備事業契約など一般議案58件、崖地
調査の前倒しなど補正予算12件、教育委員会と人事委員会の人事議案２件が賛成多数で可決されました。

　公共施設の管理・運営を民間に
任せる指定管理者制度は、横浜市
の915の公共施設で導入されてい
ます（2015年４月１日現在）。今
議会には約300施設の指定管理者
の指定が提案されました。

制度の問題が明らかに
　指定管理制度は民間のノウハウ
を活用して市民サービスの向上と
経費の節減を図ることを目的に
2003年に創設されましたが、指定
管理施設の職員の大半が非正規雇
用で、指定管理料が管理者の本部
経費や税金の支払に使われている
などの問題が明らかになってきま
した。

全員が１年更新の契約社員
　たとえば、有隣堂が指定管理者
の山内図書館（青葉区）では、館
長を含め13人の正職員全員が1年
更新の契約社員で、アルバイトが
23人です。2014年度収支報告では、

税金等の支払に約550万円、本社
経費に2,470万円が支出される等、
直営ではありえない事態となって
います。
　また、横浜こども科学館（磯子
区）では、職員44名のうち正規職
員は１名だけで、あとは１年更新
の契約社員34名とアルバイト９名
です。

貧困と格差生み出す
　指定管理者制度では１期が５年
などと指定管理期間が決まってお
り、期間終了後には改めて公募な
どで指定管理者が決められます。
そのために有期雇用とせざるを得
ず、制度自身が非正規雇用者を増
やし、その結果、貧困と格差を生
み出すものになっています。

まずは市の施設から正職員に
　指定管理者施設の非正規雇用に
ついて、林文子市長は「労働者の
選択」と言っていますが、やむな

く非正規にならざるを得ないのが
実態です。
　厚生労働省は、非正規雇用労働
者の正社員転換・待遇改善等の雇
用対策を総合的に推進するため、
昨年９月「正社員転換・待遇改善
実現本部」を設置しました。
　横浜市も、厚労省の姿勢になら
い、まずは市の施設から正社員へ
の転換や待遇改善に取り組むべき
です。

制度の抜本的見直しを
　日本共産党は、指定管理者制度
への営利企業の参入の規制、直営
施設であった施設を計画的に直営
に戻す、委託を可能とする法改正
を求める、公契約条例の制定等、
指定管理者制度を抜本的に見直す
べきと考えます。よって、今議会
に提案された指定管理者指定議案
にはすべて反対しました。

　横浜市は、みなとみらい21地区のパシフィコ横浜
に隣接して、新たなMICE施設（マイス施設、多目
的ホールと会議棟を有するコンベンション施設とホ
テル）を建設する計画です。今議会に、コンベンショ
ン施設整備と維持管理業務について竹中工務店グ
ループと約378億円で契約する議案が出されました。
　計画の目的について、市は「首都圏のMICE施設
の稼働率が高く、国際会議の開催需要に応えられて
いない実情にあり、多くの開催機会を損失して」お
り、東京オリンピック開催にあたってさらに施設の
不足が予想されるために、新たなMICE施設をつく
る必要があるとしています。

東京には太刀打ち出来ない
　パシフィコ横浜での国際会議開催実績は、2013年
度は中型・大型会議では目標61件を下回る45件、20
14年度は目標75件を大きく下回る49件でした。
　東京では、国家戦略特区等を活用した巨大再開発
計画が目白押しで、大手不動産会社や東京都、大田
区によるMICE拠点整備計画が進んでいます。

生活権の侵害だと、地域住民も反対
　みなとみらい地区の地域住民458人から「眺望や
景観の悪化、閉塞・圧迫感、風通しの阻害、臨港パー

クへのアクセスの制限、防災面での負の影響など、
甚大な生活権の侵害である」などと、事業規模の縮
小を求める請願が議会に出されました。

500億円あれば、市民の願い実現が
　もともとMICE事業は採算性がないといわれてい
る中、事業の収支計画も示さないまま、事業費と土
地代あわせて約500億円もの市民の税金を投入する
超大型事業を、急いで強行する根拠は極めて乏しい
といわざるを得ません。市民の税金は、多くの市民が
充実を願うくらし・教育・福祉などに使うべきです。

非正規雇用だらけの指定管理者制度

新たなMICE施設に500億円もの市費投入

丸印が新施設。この敷地内にＬ字型の市道があります。
（横浜市提出資料より）



　議会には市民のみなさんからの願いが「請願」という
かたちで提出されます。今議会には11件の請願が出され
ました。
　それらの多くは子どもや子育てに関する要望で、毎年
多くの署名とともに出されるものもあります。学童保育
の充実・発展を求める署名は31万8,000筆余に上りました。
　日本共産党は、公的年金削減の取りやめを求める意見
書を国に出してほしいという請願については、今でも低
い年金をさらに減らすのは人権無視に等しい行為だとし
て、採択を求めました。
　また、安保関連２法の廃止を求める意見書を国に出し
てほしいという請願については、「ピースメッセンジャー
都市」横浜市の議会が平和の立場を示すことは重要だと
主張しました。
　これらの請願の採択に全て反対した自民・公明の両党
の責任は重大です。

2015年第４回議会での請願に対する主要会派の態度
請願の採択に○は賛成、×は反対

請願内容 共産党 自民党 公明党 民主党 維新
学童保育の充実・発展 ○ × × × ×
小児医療助成制度の拡充 ○ × × × ×
少人数学級の拡大 ○ × × × ×
保育・子育て支援施策の拡充 ○ × × × ×
小学校給食の直営存続等 ○ × × × ×
中学校における給食の実施 ○ × × × ○
ＭＩＣＥ施設整備事業の見直し ○ × × × ○
公的年金削減の取りやめ等を求める意見書の提出 ○ × × × ×
安保関連2法の廃止を求める意見書の提出 ○ × × ○ ×
維新：維新の党・ヨコハマ会

市民の願いに寄りそう横浜市政に市民の願いに寄りそう横浜市政に

　横浜市教育委員会が示す「横浜らしい中学
校昼食のあり方」では、家庭弁当を基本とし、
用意ができない場合は、事前予約の「配達弁
当」と当日注文の「業者弁当」で補完すると
しています。2016年度実施予定の「配達弁当」
は名称が「ハマ弁」と決まり、事業者にＪＴ
Ｂグループ企業が選定されました。
　弁当の献立には栄養価の給食基準である文
部科学省の栄養摂取基準は適用されません。
事業者提案の販売価格は、ごはん・おかず・
汁物で400円、牛乳付で500円近くです。おか
ずは10℃以下の冷たいものです。

　町田市では、給食と位置づけた配達弁当が
ごはん・10℃以下のおかず・牛乳で310円。
栄養士が献立を作成し、食材購入基準を設け
ています。しかし、2005年のスタート時の喫
食率は40％でしたが、昨年は17.1％にまで下
がっています。横浜市ではさらに喫食率が低
くなる可能性があります。
　また、家庭弁当を用意するのが難しい場合
の無料提供は病気やネグレクト家庭が対象
で、経済的困窮家庭は対象外です。
　心と体が最も成長する中学生の時期だから
こそ、すべての生徒に栄養バランスのとれた

食事を提供することを目指し、多くの自治体
が給食を実施あるいは実施に向けて動いてい
ます。
　子どもの格差と貧困が拡大し、共働きや一
人親世帯の増加、手軽さ・コスト優先の冷凍
食品・レトルト食品の繁用等で、食を家庭任
せにすることのリスクが広
がっています。横浜市は、
家庭弁当を基本とする考え
方をやめて、中学校給食を
実施すべきです。

　日本共産党横浜市議団は12月18日、都筑区
のマンションで基礎杭の不正施工が起きた問
題に関し、報告会を開催しました。
　岩崎ひろし議員は、問題の経緯、党市議団
が行った市に対する申し入れ及び議会での論
戦、横浜市の対応などについて報告。自治体
は工事計画や施工の状況等について報告を求
めることができるという建築基準法第12条５
項を用いて、横浜市は徹底した原因究明と再
発防止に努めるべきだと述べました。
　国土交通省労働組合役員の葛西氏は、建築
基準法を改定して検査を簡略化したり指定検
査機関を民営化したことが今回の問題を引き
起こした大きな原因のひとつだと指摘しました。
　はたの君枝衆議院議員は、日本共産党の国
会議員が杭打ち問題プロジェクトチームを立

中学生に必要なのは配達弁当ではなく給食の実施

マンション杭偽装問題報告会を開催 北綱島特別支援学校の存続を！
2026年までは分教室で活用

　特別支援学校の再編計画で北綱島特別支
援学校（港北区）が2018年に閉校とされて
いますが、2026年度までは分教室として使
用されることが明らかになりました。これ
で、現在の在校生は卒業まで北綱島校に通
えることになります。
　この問題を白井まさ子議員が今議会の一
般質問で取り上げ、重度の肢体不自由児が
通う本校を存続するよう求めました。岡田
教育長は、個々の状況を踏まえて教育的に
望ましい対応を考えると答弁しました。
　しかし、閉校をやめるわけではありませ
ん。日本共産党は引き続き、本校の存続と
計画の見直しを求めていきます。

大貫憲夫
（青葉区）

岩崎ひろし
（戸塚区）

あらき由実子
（南区）

白井まさ子
（港北区）

古谷やすひこ
（鶴見区）

かわじ民夫
（旭区）

みわ智恵美
（港南区）

北谷まり
（保土ケ谷区）

宇佐美さやか
（神奈川区）

市政へのご意見・ご要望は日本共産党横浜市議団へ

ち上げて、国交省から聞き取りなどを行って
いると報告。国会では、参考人招致を要求し
ても自民党の妨害で実現されないなど、なか
なか問題の原因や責任追及ができない状況で
あることが述べられました。

日本共産党横浜市議団のホームページをご覧ください 横浜市議団 検索

●報告会のダイジェスト版はインターネットTV
でご覧ください！AppStoreやGooglePlayで、
eYASHIと検索して、無料アプリeYASHI Reader

をスマホにインストールしてください。下の画像に、起動したアプ
リをかざしてください。すぐに動画が流れます。
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