カジノより
中学校給食の実施を
張

日本共産党の主

■カジノ誘致ノーの市議会を

■中学校給食実現する市議会を

カジノ誘致を「白紙状態」としていますが、カジノ構想案を事業者
から募集。誘致にむけて実質的な準備活動です。

明は容認しています。林市長は、中学校給食を望む市民の声に背を向ける
自民、
公明に同調し「ハマ弁（配達型業者弁当）
」の推進を図るとしています。
実施しない主な理由として、多額の費用がかかることをあげています。

カジノは刑法が禁ずる賭博です。横浜市議会は国会でカジノ実施
法を強行した自民、公明が過半数を占めています。林文子市長は、

2 議会が賛成しない

市長が手を上げても議会が賛
成しない限り、カジノはやっ

民意無視は

1 林市長に手上げ（誘致）をさせない

です
ごめん

あります！
カジノを止める方法

党市議団が取り組んだ
市民要望アンケート
（１万1427通返信）より

全国 20 政令市の中で、横浜市だけが中学校給食を行っていません。県
内19市のうち、実施方針もないのは横浜市だけです。この現状を自民・公

市教育委員会の試算では、小学校と同様に給食を全校で実施する場 合
の 施 設 整 備 費 は2 6 0億 円 で す 。市の一般会計予算 1 兆 7千億円の
1.5％にしかすぎません。
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日本共産党は

全員がたべる中学校給食をめざします

●すべての生徒が出来たての温かい栄養バランスのとれた昼食をとる
ことができ、笑顔で会話する時間が共有されます。
●全員喫食の給食によって食教育がすすみます。
●調理室は、災害時の食事提供に役立ちます。
●食材の地産地消、地元雇用にも貢献。
●就学援助制度で給食費が無料となり、子どもの貧困解消に寄与。
2018 年第４回定例会

まかせられません!!
大型開発優先、
大企業優遇で

■大型開発事業が目白押し

1000 億円以上

●高速横浜環状道路南線の土地収用法適用を容認

4720 億円

●高速横浜環状道路北西線の前倒し開業

2600 億円

4 つ目の大水深岸壁

490 億円

●みなとみらい

524 億円

21 地区での MICE 施設

■異常な大企業優遇政策
＜民間の巨大タワーマンション・ホテルに多額の税金を投入＞
45 億円補助

超高層マンション建設に

●東高島駅北地区、運河を埋め立て

３棟タワーマンション

●みなとみらい

21 地区進出ホテル

71 億円投入

40 億円支援

●50 億円で免震化した現市庁舎を保存活用から

解体容認へ

東高島駅北地区
3 棟マンション

出典：リゾートトラスト
株式会社 HPより

●生活関連道路整備に予算が回らない

●憲法九条「改憲」の国会発議を止める
●自衛隊の海外派兵ノー、安保法制廃止、
立憲主義・民主主義の回復を
●消費税 10％への増税中止を
●増税するなら富裕層や大企業に応分の

参議院・神奈川

あさか由香

党県雇用子育て相談室長

●公共施設の保全更新の後回し
●貧弱な防災予算など

日本
共産党の
主張

大型開発より防災・くらし優先

全国で大災害が続発しています。それに備えて公共事業のあり方は防災と
公共施設の老朽化対策に重点を移すことが必要です。大企業優遇の政策と新
規の大型開発を林市長とともに推進しているのが横浜市議会の自民、公明
です。このような税の使い方を改め、市民生活向上、防災に振り向けます。

国政でがんばります！

安倍政権はすぐ退陣を

負担を。くらし第一で経済を立て直す

●国民健康保険料が引き上げに

380 億円

●山下ふ頭再開発の推進

●横浜駅そばの外国人向け

市民の暮らしに
しわ寄せが！
！

（総事業費見込み）

●新市庁舎完成時期の前倒し

●南本牧ふ頭の

日本共産党は賛成 自民・公明
などは反対

自民・公明に市議会は

こんな税金
の使い方は
異常です

中学校給食の実施を求める請願
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市政へのご意見・ご要望は日本共産党横浜市会議員団へ

の議員が

5人から9人に増え 市政が動きました
前回選挙で５人から９人に躍進した日本共産党は、８つの常任委員会す
べてに議員が所属、本会議の質問時間の倍加、この条件をフルに生かし、
市民の運動と結んで市民要求実現のために全力を尽くしてきました。

■「300 床 / 年」の特別養護老人ホーム
増床計画が「 600 床/ 年」と倍増へ
市内の特養ホーム入所待ち数
は、4102 人（2018 年 4 月 １ 日 現 在）
です。申し込みから入所まで一年
かかります。日本共産党は、前回

抜本的引き上げが必要です。

■小児医療費助成が小学１年生（2014 年度）から
中学3年生まで拡大 （2019 年 4 月〜）

迫 っ てきました。2015 年度に小
学校 3 年まで、17 年度に小学校 6

がる店舗改装を補助する制度が
できました。改装工事に補助率
1/2、補助限度額 100 万円です。

横浜版です。しかし、2018 年度
予算額は1300 万円、16 年度から
160 万円増とはいえ、あまりに少
なすぎます。補助件数と予算の

間整備数の引き上げを求め続け
ました。市は 20 年度から目標を
600 床増 / 年と、倍にしました。

本共産党は「中学卒業まで、当面
は小学 6 年まで広げ、所得制限を
な く す」を 公 約 に 掲 げ、実 現 を

2016 年度に商店街の個店支援
として、個店の活力向上につな

日本共産党が、長年、毎年の予
算要望と論戦のなかで実施を求
めていた商店リフォーム助成の

の市議選で「4 年間で 2500 床増
やして待機者数を半減」を公約に
掲げ、これまで 300 床増だった年

横浜市の小児医療費助成制度（通
院）は、4 年前の 2014年度は小学
校 1 年までで全県最低レベル。日

■横浜版「商店リフォーム助成」制度が創設

年まで、
（一部負担金を導入）
、19 年
4月から中 3 まで拡大されます。

新潟市の地域商店魅力アップ応援事業を
活用して改装した旅館を視察

■池子の森（37ha）が守られました
11月14 日、池子米軍
住 宅 の 建 設 取 り や め、
根岸米軍住宅の返還な
ど日米合意。日本共産
党は、米軍根岸住宅の
入居状況から代替とし
ての池子での新たな住
宅建設は必要ないと繰

り返し、議会でとりあ
げ白紙撤回を国、市に
求めてきました。

池子の森（横浜市域）

2019 年 新
春 日本共
産党
住民本位の地方政治を目指して、ともにがんばります。

目指す
横浜

■子どもの豊かな成長、老後の安心、
■災害から命守る安全・安心な街 横浜を
市民の暮らし・福祉を優先する横浜を
■憲法が生きる平和で市民自治豊かな人権都市 横浜を
■生き生きと働き、中小企業が元気な横浜を 重点政策の詳細は日本共産党横浜市議団ウエブサイトへ 日本共産党横浜市議団 検索

