月

日から

月

日まで、第６回川崎市議会定例会（
月

月議会）が開催さ

日の本会議で日本共産党を代表して意見書の提案

11

日本共産党川崎市議団は、

月

日に市長（伊藤副市長が応対）と教
育長に宛ててそれぞれ、新型コロナ
感染症対策やコロナに関わる雇用危
機のもとでの越年対策、感染拡大に
よる学校の臨時休校が相次ぐもとで
の対策や情報提供などについて緊急

24
伊藤副市長に要望書を手渡す片柳市議(右端)と市議団

12
全校の児童生徒・教職員を対象とし

は、無症状感染の広がりを想定し、

と、③度々感染者が出ている学校で

動の部員など広範囲の検査を行うこ

や同級生、同学年の児童生徒、部活

査結果等を知らせること、②教職員

け速やかに感染状況や検査対象、検

プライバシーに配慮しつつできるだ

歳以

姓制度の早期実現」「核兵器禁止条

約の署名等の具体的取組」「

上の後期高齢者医療費２割負担の導

入中止」「日本学術会議会員候補者

６名の速やかな任命」を求める４つ

の意見書を提案しました。

片柳市議は、日本学術会議会員候

補者６名の速やかな任命を求める意

前身の学術研究会議が独立性を剥奪

大臣が示していないこととともに、

６名を除外した具体的理由を総理

教育長には、①コロナ感染の場合、 見書の提案説明を行いました。

しました。

応する体制の構築、の４項目を要請

④年末年始の生活困窮への相談に対

て事業継続のための給付金の支給、

検査、③飲食店など中小企業に対し

の「濃厚接触者」に限らないＰＣＲ

の一斉・定期的ＰＣＲ検査、学校で

の支給、②医療機関・高齢者施設で

減収補てん、医療従事者に特別手当

での感染対策等についての市長と教育長への要請内容についても報告します。

説明を行いました。文教委員会と代表質問、また新型コロナ感染症拡大や学校

れま し た 。 片 柳 市 議 は

12

要請を行いました。

伊藤 副市
長に『新型
コロナ「第
３波」から
医療・暮ら
し・事業を
守る緊急要
望書（第７
次）』を手
渡し、①医

た検査を行うこと、④消毒は、教職

され政府の御用機関とされたことへ

の反省などから、日本学術会議に政

府からの独立性が認められているこ

となどを指摘。さらに、安保法制や

共謀罪創設など政府の政策への批判

を理由に任命を拒否されたのではな

条で保障された学問の自由

いかとの懸念が示されていると述べ、

憲法第

を侵害するものであり推薦どおり６

人を任命するよう強く求め、各議員

人以外に賛成議員はい

の賛同をよびかけました。

共産党の

ころ、すぐに伐採が行われました 。

道路公園センターに知らせたと

寄せられました。

くなっている、と市民から相談が

ていて、車から歩行者が見えにく

２丁目側の道路脇のビワの木が茂っ

「川崎病院入口」交差点、貝塚

すべて賛成少数で否決されました。

ませんでした。他の意見書案も含め

11

24

療機関への

員の負担にならぬよう、スタッフを
確保し作業にあたること、を要望し

23

12

日の市議会本会議で、日本

対応前

対応後

ました。

月

11

共産党川崎市議団は「選択的夫婦別

12

75

17
12

11

▼ １ 面
①コロナ対策等を市長に緊急要望
②丁寧な情報提供を教育長に要望
③意見書ー学術会議６人の任命を
④要望実現/「川病入口」伐採
▼ ２ 面
①市民の声：羽田新ルート中止を
②文教委：誹謗中傷抑止の意見書
③教職員の勤務実態改善を急げ
④コラム：コロナ/万全の補償を

●発行：日本共産党
川崎市議会議員団
川崎区宮本町１
市役所第二庁舎７階
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１月１７日
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TEL 200-3360
FAX 245-4140

その他の連絡先

TEL 246-6823

意見書を提案する片柳市議

現在航空便は約７～８割の運行状
便が川崎区の住宅やコンビ

況ですが、それでも７月の南風時に
１日約
ナート上空を飛行しています。

も先 端部
約

中学校
時

分が欠損。
間、特

コロナ関連の解雇等が全国で７万
３千人超で、失業と雇用の実態はリー
マンショック以上だと指摘。「ワン
ストップ」の街頭労働相談を、市独
自に実施するよう求めて質問しまし
た。また、リーマンショック時には
職と住居を失った方があふれたこと
から、年末年始も緊急に各区役所に
職員を配置して住居や生活保護など
の相談対応の体制をとること、東京
都のように住まいを失った人のため
にビジネスホテル等を確保すること
なども求めました。
答弁では、住まいを失った方は教
育文化会館等の「越年対策事業」で
対応し、定員超過にそなえてビジネ
スホテルを確保したこと、年末年始
の閉庁中には区役所の守衛さんが相
談対応をすることも示されました。
共産党は「守衛さん任せではなく、
年末年始にも専門的な職員を配置し
た窓口を開くべき」と求めました。

代 表 質問 で 、 ４ ・ ５月 の 臨 時 休
業 な ど で過 酷 な 状 況 とな っ て い る
教員の勤務実態を取り上げました。
９ 月 の時 間 外 在 校 等時 間 （ 残 業

時間、

学校約

また ファ

羽田発の川崎側への離陸では、住

での雇用対策等をとりあげました。

別支援

（合 成樹
脂 製 、畳

損傷部分が確認できました。早速マ

宅・コンビナート上空で最も落下物

と述べました。
その上で、 ヘイトスピ ーチに関
わる問題につ いては繰り 返し文教
委員会で審議 してきたが 、「ネッ
ト上の誹謗中 傷」につい ては十分
に議論を重ね ていないこ とを指摘
し、意見書案 には丁寧な 議論が求
められると述べて質疑しました。
その議論を 踏まえ、日 本共産党
は文教委員会 で意見書案 に賛成。
本会議でも賛 成し（無所 属２人が

高校約
時間
半です。
「過労
死ライ
ン」と
言われる月

時間を超えた教職員は

人、特別支援学校５人、合計

カードに記録しないでも良

問を行いました。

教員の採用を増やすことを求めて質

員は正規職員で補充できるよう正規

ぼる定数内欠員をただちに改め、欠

また、今年度全市で２４８人にの

対応を改めることなどを求めました。

い」などの虚偽報告を求めるような

の際は

部の学校現場に見られる「休日出勤

応するなどの手立てをとること、一

処理を在校時間内に行えるように対

こうした実態を改めるため、成績

１千人以上です（右表）。

高校

小学校で３１３人、中学校６７１人、

80

72

ンカ ウル
月４日の代表質問で、コロナ禍

12
時間）は小学校の平均で約 時間、

33

50

約３ 枚分
㎏）

の大きさ・
約
のパ ネル
１枚も欠損しています。これらは沖
縄の海に沈んでいると思われます。
出力が必要で、エンジン構造にかか

航空機の離陸時は最大のエンジン

０４便、ボーイング７７７型機は離
るストレスも最大となり、エンジン

ニュアルを開いて損傷部位を確認し

が頻発することになります。落下物

することが知られています。

たところ、ファンブレード（チタニ

が発生する前に「新飛行ルート」の

ウム合金製、長さ約１ｍ・重量
１枚が付け根から破損し、他の１枚

文教委員会で「 インター ネット
上 の誹謗中傷の抑 止に係る 法整備
を 求める意見書 」が提案 され、
月８日に審議されました。
片柳市議は、イ ンターネ ット上
で 実際に起きてい る被害が あり、
そ の速やかな解決 が求めら れてい

見直しを行うべきです。

）

着陸後の報道写真で、エンジンの

発生、那覇空港に緊急着陸しました。 からの落下物が離陸時に集中し発生

陸６分後に左翼エンジントラブルが

月４日、那覇発羽田行の日航９

65

反対）意見書が採択されました。

（記・１月７日）年明け、知人
がコロナで亡くなりました。詳細
には書けませんが、入院先も遠方
になり見舞いにも行けず、ご家族
の皆さんも御遺体とはごく短時間
しか接することができなかった、
とのことでした。
年末から年明けにかけて感染拡
大の大きな山となりました。飲食
中心の緊急事態宣言を行ったとし
ても「横ばい」
程度にしかなら
ないのでは、と
専門家も述べて
います。
私たちが提起
してきた「高リ
スクの高齢者施
設をはじめ検査
の抜本的拡充」
「保健所の体制
強化」が行われ
てこなかったこ
とが残念でなり
ません。
飲食業などに
「自粛」を求めるのなら、万全の
補償と一
体で行う
のが当然
です。市
民の命と
暮らし・
営業が守
られるよ
う頑張り
ます。

１日あたりの陽性者数（市の発表を元に片柳が作成）

片柳 すすむ

No.66

名倉忠義さん

る 重要なものであ り、ネッ ト上で

12

IC

渡田２丁目在住
元航空機整備士

12
kg

59

30

の 誹謗中傷は重要 な人権問 題だ、

49

12
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