（第１・２・３日曜日）

札幌市内で５日、志位和夫委員長を迎えて開か
れた日本共産党演説会で、
「明るい会」知事候補
の宮内さとし氏が決意表明しました。要旨を紹介
します。

道農業は破たんします。
経済ではマイナス２兆
円、雇用は 万人も減少
します。こんなことは絶
対許しません。ある農協
組合長さんと懇談したと
き、
「生産者は私たちが
まとめます。
宮内さんは、
消費者のみなさんにしっ
かりアピールして、声を
あげさせてください。生
産者と消費者が一緒にな
って運動する。そしてＴ
ＰＰ反対の声を上げてい
きましょう」
と、
役割分担
をしました。日本の食料
は日本の農業で、
「明る
い会」の宮内さとしでＴ
ＰＰ絶対反対、北海道の
意思表示をしようではあ
りませんか。
「 道立高校の統廃合は
やめてほしい」という声

万

が各地から聞こえてきま
す。すでに 校が消えま
した。
「地元の高校がな
くなって通学に２時間半
かかる」
、
「下宿するお金
がないから進学をあきら
めた」と、どこにいても
学べる教育になっていま
せん。各地で存続を求め
31

７倍
大臣
の約

「知事は年間１７００万
円の収入のうえに、１期
４年で約３６００万円の
税金を２期目も受けと
る。年収約１４００万円
の副知事は、３人で計７
２００万円もの多額の退
職金を受けとることに住
民の理解と支持を得られ
ると考えているのか」と
ただしました。

道職員の再就職
＝天下り

る運動が広がっていま
す。この札幌でも篠路高
校、拓北高校７クラスあ
るのに統廃合する計画。
１万筆以上の署名を集め
て統廃合はやめてといっ
たのに、道は聞く耳を持
ちません。
私は少人数学級を先行

名、 ％。 部 長 級 の
退職者 名のうち 名、
％が再就職しています。
また、２か所以上再就
職先を渡り歩く
「渡り鳥」
が 年度末で 名もいる
こ と を 示 し、
「 何 故、道
の幹部職員だけが特別の
天下り先を保証されるの
か。
民間人と同じように、
再就職先は自らの力で開
拓すべき」「道としての関
与はやめよ」と、厳しく
道の姿勢を追及しました。

させ、地域を元気にする
ために、高校を守る知事
としてみなさんと一緒に
仕事をします。
みなさん、道路を歩く
と北電やＮＴＴの電柱が
立っています。北海道は
あの電柱の土地使用料を
２億円もまけているので
す。きちんと納めてもら
い、それをみなさんの暮
らしのために使います。
公共事業では大手ゼネ
コンのためのムダなダム
の建設などをやめ生活密
着型の、足りない特養ホ
ーム建設などに仕事の中
身をきりかえていこうで
はありませんか。
憲法を道政の柱に
２つ目は、日本国憲法
を道政の柱にすえます。
非核・平和の北海道をつ
くる先頭に立ち、道東の
矢臼別、千歳の米軍訓練
は中止させます。北海道
と沖縄が連帯してアメリ
カ軍の基地を日本から取
りのぞくために私は力を
合わせます。
日本共産党の道議全員
当選、札幌では東区の金
倉まさとしさん、北区の
岡ちはるさんを必ず道議
会に送り出してくださ
い。札幌市議 人全員当
選させて、強力な市議団
をつくらせてください。
道政は宮内さとしで大元
からきりかえる。地方選
挙から日本の政治が変わ
ったという結果を出そう
ではありませんか。
日本の夜明けは東か
ら、この北海道から、そ
の思いをこめて全力でが
んばります。ありがとう
ございました。
（拍手）

あと 日で知事
選告示。前半戦投
票日まで 日きっ
た。北国の春はま
だ先。だが５日道
政・市政刷新の熱い思い
が小樽と札幌にあふれ
た。それは以下のアンケ
ートにみられる▼ユリち
ゃんごくろうさんでし
た。よう子さんと共にが
んばります。穀田さんの
話テレビよりもわかりや
すくとても良かったで
す。
節子▼初めて参加。
国
会議員の話はうまい。ユ
ーモアあり、大いに参考
になった▼菊地さん声が
細いがシッカリした力強
さがします。吉雄▼江別
歳。党が政権をとった
らどんな国になるんだろ
う、ワクワクする会でし
た▼札幌 歳男、初めて
参加。公式ｗｅｂサイト
で知った。とても参考に
なった▼ 歳女。おがた
さんのツイッタ―をみて
参加。
あかるい集まりだ。
勉強になりました▼東区
由紀子。演説会案内ポス
トに入っていた。今の民
主党に不満なので。弁士
の話しとてもよい▼当別
町優理。食料主権と経済
主権を確立する重要性が
笑いながら理解できた▼
歳女。各候補の決意は
いずれも力強く、心にひ
びいた。志位さんの「あ
きらめないで力を出す」
が大事です▼江別市女。
目がさめました。一緒に
がんばります。効率と人
間の尊厳、説得力ありま
した▼教師だが、労働者
の誇りの話に共感した。
効率の名で否定許せない。

29

30

充します。保育所の待機
児童をなくします。
中小企業支援として住
宅リフォーム制度をつく
り、市町村の制度と合わ
せてもっともっと使いや
すくします。助成制度が
ある秋田県では、職人の
みなさんのあいさつが、
「仕事がないね」
から
「忙
しいね」に変わったとい
います。北海道でも力を
合わせてつくろうではあ
りませんか。
公契約条例をつくり、
官製ワーキングプアをな
くします。保育・障害者・
介護などの職場では半分
以上が年収２００万円に
もならない劣悪な労働条
件です。人間らしく働け
る条件にとりかえます。
ＴＰＰを許したら北海

12

50

70

か。私は国の悪政の防波
堤となり、道民のくらし
と営業を守ります。安心
できる北海道にするため
に道政に福祉の心を取り
戻します。
第一に、税金を道民の
福祉と中小企業のために
使います。道がゼロにし
た市町村への国保の補助
金 億円を復活させ、高
すぎる国民健康保険料を
１万円引下げる。払える
国保料へ、大きく舵を切
ろうではありませんか。
北海道の子どもたちと
子育てをしっかり応援し
ます。こどもの医療費無
料化を小学校卒業まで拡

42 59

総理
3570円

道民所得低迷、道職員給与全国最下位グループなのに

63

78

知事など特別職の退職手当

20

宮内さとし７つのプラン

道の課・部長級は大半
が、
「 道 の あ っ せ ん 」に
よって再就職しています。
昨年度末退職した課長
級職員 名のうち団体や
民間企業への再就職者は

12

150

17

50

で）
。
真下道議は、
「政令市
のなかでも仙台市、北九
州市等の５団体で１０
０ ％ 不 支 給、 さ い た ま
市、千葉市が ％減額し
ていること。また、内閣
総理大臣は４年間の任期
を務めた退職金は５２４
万円、それと比較して知
事などの退職金は高いの
ではないか」
と追及。
「道
民の中には、国保（料）
が払えなく、差し押さえ
られて病院に行けない
等、命にかかわるほどの
事態になっているのに、
知事は（花岡議員の）一
般質問に道は『補助金を
出しません』と答えた」

14 72

12

真下紀子道議は４日開
かれた予算特別委員会で
高橋はるみ知事らの多額
な退職金問題と道庁幹部
の天下り問題で道の姿勢
をただしました。
◇
◇
道民の平成 年度の一
人当り道民所得は、国民
所得２７５万４千円に対
し、２３８万９千円（道
民経済計算推計結果 ）
、
今年３月卒業の高校生の

就職内定率は昨年 月末
現在、全国 ％に対し、
北海道は ％、今年１月
の有効求人倍率（厚生労
働省北海道労働局発表）
は、全国０・ 倍に対し
北海道は０・ 倍で北海
道の経済・雇用情勢は依
然として厳しい状況が続
いています。
また道職員の給与水準
は全国都道府県の最下位
グループにある中で、知
事の退職金は３５７６万
円、副知事は２３７６万
円、公営企業管理者は１
４３４万円、代表監査委
員は８７４万円、監査委
員は６９９万円、教育長
は１５５５万円（４年間

注）道知事等は任期４年。月額は本来額で、実際は１
割。道では退職金も減額後の額。

15

206

（万円）

（万円）

3576 ・ゼロ
2376
岩手、山形、
山梨、静岡
699
1555 ・半額 大阪
524 ・25％カット
（2.4）
熊本
382 ・20％削減
（2.4）
青森、兵庫

138
110
81
90

知 事
副知事
監査委員
教育長
内閣総
理大臣
その他
の大臣

１部80円（〒120円）

44

20

他の県では

給料月額 ４年間退職金

10

060-0806 札幌市北区北６条西７丁目
電話 011（726）4858
北洋銀行（普）
0576770
Ｅメール：hokkaisinpoo＠gmail.com

86

道知事退職金は４年で3570万円

会場におこしの皆さ
ん、ありがとうございま
す。
「 明 る い 会 」の 知 事
候補宮内さとしです。ど
うぞよろしくお願いいた
します。
（拍手）
「 病院がなくなり引っ
越します。お世話になり
ました」と、近所廻り
するおばあさんの小さ
な背中を見て、私は胸
がつぶれる思いをしま
した。年収１５０万円
なのに、国民健康保険
料が 万円、払いたく
ても払えない。仕事が
ありません。
税金を福祉と
中小企業のために
８年間の自公高橋道
政の冷たい政治が北海
道をここまで深刻にし
たのではないでしょう

3月13日
（第1833号）

、大企業応援をやめ、雇用と営業の危機を
打開し、道民のくらし、地域の経済の再生
をはかります。
、ＴＰＰ反対を全国にひろげ、基幹産業で
ある第一次産業と関連加工業・地域経済の
担い手である中小企業の振興策を強めます。
、憲法25条をいかし、誰もが安心できる医
療と介護、福祉をめざします。
、子どもの成長・発達と権利が保障される
教育・子育てを実現します。
、
「地域主権改革」に反対し、情報公開と
道民参加をひろげ、道民本位、市町村の自
立を支援する道政を進めます。
、原発推進を見直し、豊かな自然と資源を
いかしたエネルギー政策でＣＯ２削減のト
ップランナーをめざします。
、憲法をいかし、核兵器のない世界・米軍
基地のない日本をめざし、
「非核・平和の道
政」を実現します

61

2,760円（〒1,440円）
年ぎめ

道政大もとから転換を
週刊 月３回発行
2011年

230円

価 月ぎめ
定

ほっかい新報社
所
行
発

（昭和40年８月10日第三種郵便物認可）

（1）

志位委員長を迎えて演説会

11

10

30

善（ 計４６０万円 ）
、②
職員給与の独自削減の緩
和を決めました。
乳幼児医療の改善で
は、①年齢対象を小学生
まで通院拡充とともに、
②本人負担を全額公費と
するとして、３歳以上の
非課税の初診時一時負担
金、さらに非課税世帯の
１割負担も公費助成する
とします。
相沢こずえ町議は「本
人負担ゼロになることは
すばらしいことです。さ
らに拡大にとりくむ」と
語っています。

釧路市は１世帯当り国
保料を ・４万円→ ・６
万円へ８２００円引下げ
ることになりました。こ
れは、前期高齢者交付金
が → 億円へ５億円弱
増大することが明らかに
なったものです。
しかし他方で、政策的
繰入額は１・５億円から
１億円へと５千万円もカ
ットされます。釧路市議
団の石川団長は「過少見
積りしていた前期高齢者

特別支援学校、各教科総
てに存在しているもので
す。金科玉条のごとく画
一的にすべて授業にあて
はめたら、授業時数も確
保できず、創意工夫もで
きないというものです。
教育課程編成において
は、学校と教師の裁量に
かかわる部分が大きいこ
とは、誰もが認めるとこ
ろです。法的拘束性をい
たずらに言うのは教育現
場を混乱させます。
日の丸・君が代につい
ては、国旗国歌法とあわ
せて、教育基本法改正に
よって、２条で「わが国
と郷土を愛する」という
文言が入りました。その
結果、個別教科にとどま
らず、法規性を持って教
師の手足をしばるものに
なってきました。これは
学習指導要領の本来の解
釈からみてもおかしいと
いうのが学会の通説でも
あり、私の見解でもあり
ます。

負担金が多くきたからと
いって、政策的繰入れを
一方的に削減するのは許
されない。これまでの繰
入れを維持していれば９
９００円の引下げは十分
可能であった」として、
国・道いいなりの市長の
姿勢を追及しています。

16

お知らせ

■■■

■■ ■

８４―４０１１

ドキュメンタリー映画弁護
士・布施辰治 旭川
４月 日① 時 分～、
② 時 分～／旭川市民文
化会館小ホール

音の森工房サロンコンサー
ト 能登谷安紀子ヴァイオ
リンリサイタル
日 時開演／ザ・ルー
テルホール（札幌南大通り
西６丁目）
◎全席自由、一般３０００
円、学生１５００円／０７
０―５６０７―８３９３

30

医療九条の会・北海道結成
５周年記念市民講演会
５月 日 時 分～札幌
エルプラザホール（北８西
３）
講師ペシャワール会代表
中村哲医師／◎５００円
０１１―７５８―４５８５

30

学習会 介護保険制度「改
定」と訪問介護
３月 日 時～札幌かで
る２・７（北２西７）５２
０研修室
お話森永伊紀・ホームヘ
ルパー全国連絡会事務局長
◎５００円／０１１―７０
２―５１４５

「緊急集会」疑問だらけの
野幌駅前再開発事業とは
日 時～野幌公民館
３・４号室
「江別の顔づくり事業」は
総額なんと３７６億円、江
別市の拠出は１１３億円
主催「江別の顔づくり事
業」を考える会／０１１３
８５―５７５３

年金者組合江別うたう会
日 時～野幌公民館２
階 視 聴 覚 室 ／ ◎ ５ ０ ０ 円・
歌集代２００円／０１１―
３８５―０１９７

戦争をやめろ！３・ ピー
スウォーク
日 時 分～札幌大通
り西４丁目

14

19

金時江（きむしがん）ひと
り芝居公演
日ドラマシアターども
（江別市２条２）
「オンマの白いチョゴリ」
① 時～、② 時～／◎前
売１５００円／０１１―３

30

16

13

29

釧路市
国保料８２００円
引下げ

です。戦後の教育改革下
に、アメリカなどの様々
な実践事例が紹介され、
学校現場での学習の手引
き、あくまでも試案とし
て１９４７年に導入され
た。それを材料にして教
師たちが自由に工夫をす
る、いまも多くの教師が
自分の授業を様々なかた
ちでアイデアを練りなが
ら授業しているわけで
す。ところが、１９５８
年の官報に学習指導要領
が載るようになって、こ
れについての法的な拘束
性があると当時の文部省
が主張し始めた。学習指
導要領の法的拘束性につ
いては、裁判上で争いに
なって、旭川学力テスト
裁判であるとか、福岡伝
習館高校事件裁判など
で、学習指導要領の法的
な側面についての是認性
が出てきたが、しかし、
それはあくまで「大綱的
基準」
としてのものです。
学習指導要領は、
小中高、

48

南幌町で高卒まで
医療費助成１３５２万円

つのワクチンの接種無料
い」と語っています。
６２０万円、福祉灯油
新篠津村
万円などとともに、手う
医療費助成中学生も すだった住民福祉施策が
石狩管内新篠津村は３ 充実されてよかった」と
日、新年度予算案を発表 語っています。
し、中学生までの医療費
木古内町
助成に６５４万円を発表
通院助成小卒まで、
しました。
本人負担なしに改善
村は現在、道基準なみ
（通院は就学前）
ですが、
木古内町は、財政収支
新年度から小・中学校生 計 画 の 見 直 し に よ っ て
４ ５ ０ 人 に 対 象 を ひ ろ （収支改善の進行のため）
げ、入・通院子どもに助 新年度から、①住民負担
成します。
の軽減として、防犯灯負
何度も子ども医療費拡 担ゼロに
（２４０万円）
、
大をとりくんできた、共 保育料 ％減額（２９０
産党の高橋至議員は、「５ 万円）
、乳 幼 児 医 療 の 改

法的拘束は教育を混乱

つ論理を主張し、なぜそ
の問題についてこだわる
のか、自分の問題だけで
はなく、こどもや親との
関係も含めて、教育の自
由を守る、そのことしっ
かり言っていくことが非
常に大事です。そのこと
が外形的なことは内心の
自由にかかわらないとい
う詭弁に負けることがな
い、現場の力になってい
くのではないかと思って
います。
世界的に見ても教師の
教育の自由というのは、
ＩＬＯ・ユネスコ「教員
の地位に関する勧告」も
含めて、本来教師の専門
的力量に委ねられること
になっているわけです。
ただし、ある程度の教育
水準を一定の内容で保持
する必要がある。そうい
う側面に限って学習指導
要領というものがある訳
です。学習指導要領は、
本来は、教師の教育指導
上の参考の試案、手引き
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だけで論理を構築した
が、それでも勝てないと
いう問題もあって、いま
まで法律上は、脇におい
ていたが、教育の自由を
真正面に掲げて、市民的
自由と教育の自由の両論
で闘って行くとの弁護団
の考えが示されていまし
た。その意味では、自ら
の主張を下げる必要はな
い。こどもたちの権利を
守るという点において教
師の生き甲斐があるわけ
だから、その点をいかに
前面に出して行くか、こ
れは憲法学と教育法学と
の対話の中で共同で発展
させていかなければなら
ない問題だと思います。

15

私は憲法の学説も裁判
の中だけでなく、社会全
体の水準や意識が変わっ
ていくことによって裁判
や学説も変動していくと
思うわけですので、教師
は堂々と自分の実践に立

20

17

53

10

18

全道後援会ニュースで特集しま
した。希望の方は、もよりの共産
党議員・党員へどうぞ。

て、本人１割負担で実施
することにしました。
これまでの予算は通院
が就学前・入院が小卒ま
での９００万円でしたか
ら、一気に２・５倍の予
算になります。
熊木議員は「これで医
療費にあまり心配なく子
育てができる、と町民か
ら喜ばれています。 年
度基金が５億円もあり、
これから学校給食の無料
化など要求実現めざした
いこどもたちとの関係
で、自分が立つことによ
ってこれまで築いてきた
信頼を損なうことをふく
めて、教師としての職責
から生ずる良心、それ自
身を否定するということ
につながるという問題を
ふくんでいます。
これは教育の自由とい
う問題にかかわる問題で
すが、どうもいまの憲法
学では「教育の自由」と
いうものは、一般的に市
民的自由の中の一つの系
（コロラリー）
であって、
それを自由の基本項目に
していいとは必ずしも言
えないという議論があり
ます。
その説を言う人は、
市民的自由で論旨が展開
可能であって、教育の自
由は裁判官あるいは裁判
の世界では勝てないから
使えない、という議論が
ありました。しかし、今
年の教育法学会の議論の
中で、東京都の予防訴訟
をふくめて、市民的自由

熊木恵子さん

南幌町

20

21

志位委員長札幌演説

14

13

12

南幌町は、８日町議会
に対して「児童生徒等医
療費の助成に関する条
例」と関連予算案１３５
２万円を提案しました。
町の助成はこれまで、
就学前のこども医療費助
成を道基準（３歳以上は
非課税１割負担）で進め
てきましたが、町民の声
の高まりと共産党の熊木
恵子議員の奮闘により、
一気に入・通院の小・中・
高生全体に対象をひろげ

教員統制・教育介入の中止を（下）
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姉崎洋一教授（道弁連・札弁緊急シンポ発言）

20

20

26

14

22

じて日常生活に支障を来
教育の自由を真正面に
すようなものについて、
例外的に救済措置がとれ
るかもしれないけれど
も、その他についての良
心の自由においては非常
に厳格に限定的な解釈を
しています。さきほど奥
野先生の説明された内心
の自由と、地方公務員法
などの職務命令に関し
て、外形的行為と内心の
自由とは、矛盾しないと
いう裁判判例の問題性と
重なる点があると思いま
すが、この問題は果して
そのような解釈でよいの
でしょうか？
さらに付言すれば、教
師の場合は個人的な市民
レベルでの思想・良心の
自由の問題だけではなく
て、
立てない、
歌えない、
あるいは自分の人格的尊
厳をくずされるような耐
え難い苦痛と思う中に、
自らの良心の自由もある
けれども、担当している
こどもたちの中に立てな

「日の丸・君が代」の強
制という問題は、一般的
には教師といえども市民
の一員ですから、市民と
しての思想・良心の自由
の侵害（憲法 条）にか
かわる問
題になり
ます。現
状の法解
釈の中で
は 思 想・
良心の自
由の救済
は非常に
狭く解釈
されてい
ます。現
状では宗
教的な理
由につい
て、もし
くは身体
的 な 変
調、著し
く体調の
悪化が生

こどもと教員の権利をそこなう
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