を

66

と６人の准県委員を選出
し、第１回県委員会総会
で 人の常任委員を選出
しました。
選出された新三役と常
任委員は次の通り。（〇は
新任）
▽委員長＝中島康博（ ）
▽副委員長＝〇長澤清光
（ ）、〇舩山由美（ ）
▽書記長＝〇佐藤克之
（ ）▽常任委員＝阿部
進（ ）、 〇 天 下 み ゆ き
（ ）、 加 藤 靖（ ）、 〇
後 藤 彩 子（ ）、 〇 嵯 峨
サ ダ 子（ ）、 〇 園 田 富
三（ ）、中嶋廉（ ）、
花木則彰（ ）、日比野淳
之（ ）、松井秀明（ ）
50

51

14

50

64

69

60

63

る、今日は石垣のりこさ
んが高橋とみ子を語る。
本当にうれしい。お互い
の違いを認め合い、一致
点で政治を前に進めるリ
スペクトの精神が、市民
と野党の共闘を発展させ
ていくことを実感してい
ます。
私も大会で、共闘での
勝利はうれしいけれど、
一方で共産党躍進を勝ち
取れない悔しさを発言し
ました。今度こそ市民野
党共闘と党自身の前進の
ためがんばりたい。

51

67

36

71

85

参加者の声援にこたえる(右から)安住、中島、ふなやま、紙、石垣、沼沢の各氏

「宿泊税」反対の声強く

光振興財源が『ない』
のでなく、県の予算配
分が問題なだけ」と発
言。「消費税、カード決
済手数料負担や宿泊税
を合算すると、売り上
げの ～ ％程度の負
担を求められる」と懸
念 を 示 し、「 小 規 模 事
業者をつぶし、被災地
を訪れる人を減少させ
る」と導入中止を求め
ました。
仙台市内のビジネス
ホ テ ル 業 者 は、「 少 な
い遠征費で泊まる県内
の高校や中学校の（ス
ポーツ）選手たちに課
すことはやめて」と要
求。おかみ会の阿部憲
子会長は「去年は台風
号の影響でキャンセ
ルが発生した。痛手を
受けた中にある」と訴
えました。
村井知事は「近いう
ちに意思決定したい」
と２０２１年度の導入
を狙う考えを示しまし
た。

県説明会に事業者ら怒り

宮城県の村井嘉浩知
事は１月 日、ホテル
や旅館での宿泊に課す
「宿泊税」導入を狙い、
事業主向け説明会を仙
台市内で開き約２００
人が参加。導入に強い
反対の声が相次ぎまし
た。
県側は冒頭の知事発
言の直後に報道関係者
の退出を要求。しかし
事業者側が「なぜ報道
を締め出すのか」と抗
議して説明会は公開
に。知事は「財政は大
変厳しい」と繰り返し
ました。
石巻グランドホテル
の後藤宗徳社長は「観

先輩がたくさんいます。
共産党には女性議員が
非常に多い。来る衆院選
で高橋ちづ子議員、ふな
やま由美さんの二人を国
会に送るというみなさん
の思い。私も野党勢力を
拡大し、安倍政権を倒し
て民主主義国家を再生さ
せる使命をもっています。
全国から「宮城は野党
共闘うまくいっていい
ね」と言われます。多く
の方が土壌をつくってく
れた。そしてここ数年、

20

野党が力を合わせ政権を
担うことを求める声があ
り、私の議席があります。
野党共闘で政権を担う時
には、私もつなぎ役にな
って頑張ります。
今回の「桜を見る会」の
追及でも、宮本徹議員、
田村智子議員らと一緒に
活動しています。今後も
希望をもってみなさんと
ともにたたかいます（拍
手）。

16

参院議員 （党参院議員団長）

（立憲民主党国対委員長・県連顧問）

（裏面へつづく）

本日はおめでとうござ
います。先般の党大会で
ご挨拶し、「赤旗」や「前
衛」で取り上げていただ
きありがとうございまし
た（拍手）。
この間三回の大きな選
挙で野党共闘でここまで
実を上げたのは宮城県で
す（ 拍 手 ）。 た だ し 約 束
を守らない人がいるので
厳しい態度で臨みます。

（立憲民主党宮城県連代表代行）

31日知事に「絶対反対」と訴える事業者ら

智子

衆院議員

参院議員

私は宮城第二女子高に通
いましたが、高橋さんも
二女高の出身。治安維持
法の犠牲となり 歳で亡
くなったと初めて知りま
した。詳しくは 日に遠
藤いく子元県議がお話に
なります（笑い）。宮城に
は二女高出身の政治家の

31

●紙

淳

国会では本格論戦が始 に力をあわせたい。
まりました。安倍総理の
昨年の参院選では、官
政治の私物化やモラル崩 邸の圧力を跳ね返し宮城
壊が際立っています。「桜 から市民・野党共同の石
を見る会」では、功績、 垣のりこさんを送ってい
功労とは関係なく、安倍 ただき、いま私と一緒に
事務所は後援会の幅広い 農林水産委員会に所属。
人から募って公費で飲み 新人ですが、ひるむこと
食いさせていた疑いがあ なく安倍政権に対峙する
る。安倍首相は「幅広く 姿に力強さを感じていま
募ったけれども募集して す。
いない」と答えたが、ネ
来るべき総選挙では、
ット上でも批判が飛び交 野党共闘の前進とともに
っています。
党躍進のため、東北から
一日も早く安倍政権を 高橋ちづ子さん、ふなや
引きずり下ろし、新政権 ま由美さんの二人をなん
をつくらなければならな としても国会に送ってほ
い。市民と野党の真剣な しい。そのためにも日本
共同を発展させ、国民の 共産党を強化、前進でき
世論と運動を高めたい。 る よ う 力 を 合 わ せ ま す
そして安倍政権の支持率 （拍手）。
を一気に激減させるため

●安住

●石垣のりこ

昨年の参院選でご支援
いただき感謝いたします
（拍手）。誰一人欠けても
成り立たない接戦でした。
先日は、塩釜の共産党
の会合で「未来を信じて
たたかった高橋とみ子さ
ん、不屈の青春」というチ
ラシをいただきました。

19

立憲民主党の安住淳・石垣のりこ氏らが連帯あいさつ

14

党県連顧問の安住淳衆院
議員や石垣のりこ参院議
員、国民民主党県連代表
の沼沢真也仙台市議が連
帯あいさつし、大きな拍

28

63

衆院比例東北ブロック候補

手に包まれました。
安住議員は、政権を取
る歴史的な総選挙に向け
て、しっかりとした政策
合意をつくり「政権をと
もにつくっていこう」と
訴えました。
紙智子参院議員、ふな
やま由美衆院比例東北ブ
ロック候補が決意表明し
ました。
中島県委員長が、市民
と野党共闘を大きく発展
させ、次期総選挙の東北
ブロックで２議席を勝ち
取る方針を提案。党勢拡
大に奮闘する支部の経験
などの発言が続きました。
会議は、 人の県委員

●ふなやま由美

85

59

（裏面へつづく）

来賓あいさつする安住衆院議員

ふなやま由美 衆院比例候補が議席挑戦 の決意表明

日本共産党宮城県委員
会は２月９日、第 回県
党会議を松島町で開催し
ました。
党会議には、立憲民主

2議席 実現しよう！

衆院比例 必ず
東北ブロックで

52

今度こそ衆院選で８５
０万票、宮城で 万票を
獲得し、高橋ちづ子衆院
議員に続いて必ず比例二
議席を獲得するために全
力でがんばります
（拍手）
。
第 回県党会議です
が、私たちは新たな歴史
の１ページを体験してい
ます。他党の方が来賓あ
いさつされる歴史的な瞬
間です。第 回党大会で
も各野党、市民団体のみ
なさんから、仲間として
のあいさつをいただき胸
が熱くなりました。安住
淳さんが山本宣治を語

24

29

日本共産党第28回大会決定を力に
第85回宮城県党会議開催

(1）
第 1667 号
（1965年８月16日第三種郵便物認可）

ぎ
や
み
新
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だからこそ、史上初めて
【ふなやま由美 衆院比例東北ブロック候補のあいさつ 表面からつづき】
の日本共産党の比例二議
差別を許さない社会をつ 席を実現への思いを強く
くるために、自己変革し しています。
みなさん、２年後には
ながらすすめたい。
いま東北各地を駆け巡 党創立１００周年を迎え
りながら、農業切り捨て る今年２０２０年、しっ
や消費税大増税のなかで かりと仲間をひろげ増や
地 域 経 済 が 壊 さ れ て い し党自身の力を大きくし
る。山形県では、創業３ ながら、必ず勝利を勝ち
２０年の老舗百貨店が破 取りましょう。その先頭
産申請に追い込まれる。 に 立 っ て が ん ば り ま す
原発事故や大震災、台風 （拍手）。
被害の苦しみ、そして秋
田県へのイージス・アシ
ョア配備計画など、東北

う、できては壊れ、でき
ては壊れという政党にい
るんです（笑い）。それに
比べてみなさんは素晴ら
しい。１００年近く鋼の

市民ら集い

ような強さでその遺伝子
を維持してきました。私
はいま、そういうことが
できるのは、日本では日
本共産党だけだと思って

県美術館移転ストップ

日本共産党仙台市議団
が郡和子市長に提出して
いた予算要望に対し１月
日、市が回答しました。
党市議団は昨年 月、
新年度予算案の編成にあ
たり、子ども医療費助成
制度の拡充、給付型奨学
金制度の創設、保育士や
介護職員の処遇改善など
の子育て支援や若者応
援、公共交通の充実、医
療・介護の拡充、ジェン
ダー平等など 項目の予
算要望を提出。
市は「子育て家庭の経
済的負担を軽減するた

将来に不安しかない」な
どの声が寄せられていま
す。
一緒に要望に訪れた大
学生は「複数の機関から
奨学金を借りている。金
額が大きく膨らみ、将来
返済できるか不安」と訴
えました。
日本共産党県議団の三
浦一敏団長は「生の声を
もとにした大変大事な要
望です。実現へ全力をあ
げたい」と応えました。

県議会各会派に要望

め、子ども医療費助成制
度の所得制限は、基準の
緩和を進めていきたい」
「多様な性についてのあ
り方についての理解促進
のため、相談窓口を含め
て支援のあり方を検討す
る」などと答えました。
党市議団は、前進面を
評価した上で、 人以下
学級の小学校への拡充や
心身障害者医療制度の現
物給付への変更など、さ
らに要望した政策の予算
化を求め、運動を進める
としています。

仙台市 党市議団要望に市が回答

高校卒業まで無料にして
所得制限・通院５００円
負担も撤廃するなど子育
て支援を強化すること、
国民健康保険税のさらな
る 引 き 下 げ な ど、 福 祉・
医療・公共交通の充実で
誰もが安心して暮らせる
名取市にしようと訴えま
した。

現有３議席確保

います。そういう意味で
名取市議選
の敬意をもって、これか
らも接したいと思います
名取市議選（定数 、
ので、どうぞよろしくお 立候補 人）が１月 日
願いいたします（拍手）。 投開票され、日本共産党
の現職、小野寺みほ（ ）、
斎 ひ ろ み（ ）、 新 人 の
笹森なみ（ ）の３候補
が当選し、現有議席を確
保しました。
３候補は、待機児童の
解消や子どもの医療費を

価値を訴えました。
商店街振興にとりくむ
一般社団法人「まちくる
仙台」の石井光二代表理
事は「文教地区に美術館
があることは大きな意味
がある。移転に反対」と
表明しました。

26 21

59

10

ラック企業・ブラックバ
イト規制強化を国に要望
④どの学生にも使いやす
い県独自の給付型奨学金
制度⑤社会保障充実を求
めました。
アンケートには、「日々
の仕事が手いっぱいで、
私生活が充実しない。平
日１日 ～ 時間働き、
土日出勤が多い」「正社員
で手取り 万円。子ども
が小さい。せめて家賃の
手当てなどが欲しい」「税
は上がる、年金は減る、

35

圧や領海侵犯を繰り返す
事実に即して、社会主義
の名に値しない行為であ
り、改定では「社会主義を
めざす国々」という規定
を削除しました。ただし
排外主義を煽ることはせ
ず、道理に基づく対応で
真の日中友好を実現する
立場です。人権保障の社
会を前進させる点でジェ
ンダー平等を掲げていま
す。男性も女性も多様な
性のあり方も認め合い、

築士事務所協会など。
現地改修を基本に検討
するとした「県美術館リ
ニューアル基本構想」（２
０１７年３月）をまとめ
た県懇話会の委員だった
吉川由美氏は「突然の移
転（方針）で寝耳に水」
と発言。「自然に囲まれた
環境」にある現美術館の

47 45

40

13

宮城県が仙台市青葉区
にある県美術館を宮城野
区へ移転すると突如、方
針転換した問題をめぐ
り、各界有識者や市民ら
が語り合う集い「文化芸
術版仙台ラウンドテーブ
ル」が１月 日、仙台市
で開かれ２００人超が参
加しました。主催は県建

くなったら日帰りにする
しかない」など県内の高
齢者の声や、小規模旅館
のおかみの「宿泊税の導
入で客足が遠のいたら、
つぶれてしまう」などの
ブログの書き込みを紹介
し、条例案を提出しない
よう求めました。
要請には、日本共産党
の三浦一敏、天下みゆき、
大内真理の３県議が同席
しました。
14

22

12

12

民主青年同盟

日本民主青年同盟宮城
県委員会は５日、県議会
各会派控室を訪れ、「青年
の生活と雇用を守るため
の政策」の実現を要望し
ました。
渡邉千咲委員長は、県
内の ～ 歳代の青年
人へのアンケート結果を
示し、低賃金や長時間労
働、奨学金返済の負担が
深刻だと紹介。要望書の
①県内で最低賃金時給１
０００円以上への引き上
げ②正規雇用の拡大③ブ

71

27

‼

宮城県が２月県議会に
「宿泊税」導入の条例案を
提出しようとしている問
題で、商工団体や労組、
市民団体など 団体でつ
くる３・ 重税反対全国
統一行動県実行委員会は
７日、村井嘉浩知事に条
例提案しないよう求める
要請書を提出しました。
実行委員長の三戸部尚
一県商工団体連合会会長
が、佐藤靖彦経済商工観
光部次長に要請書を手渡
し、趣旨を説明しました。
多くの県民が知らない
こと、パブリックコメン
トや説明会でもほとんど
の意見が反対であり、１
００円単位の誘客競争の
中で宿泊客が県外に流出
し、地域経済が悪化する
こと、修学旅行・部活の
合宿・災害ボランティア
に余計な負担を強いるこ
とになるなどの疑問や意
見 を 示 し、「 も っ と 県 民
の声を聞き、議論を尽く
してほしい」と訴えまし
た。
参加者は「これ以上高
13

党大会で改定した綱領
で、発達した資本主義国
での社会変革こそ社会主
義・共産主義の大道であ
ると規定しました。ルー
ルある経済社会と人権保
障、貧困と格差もない、平
和で国民の個性が輝く社
会をつくる今の私たちの
一つ一つのたたかいが、
新しい社会に地続きでつ
ながっています。
中国の見方について
も、人権を奪う香港の弾
と塊をつくり、政策的に
も選挙的にも一本になっ
て闘えるそのプロセス
を、県民のみなさんはず
っと固唾を飲んで見てい
る。ここをみなさんと一
緒にうまくゴール地点に
たどり着きたい。
私たちの県では三回の
選挙で市民と野党の共闘
が「あうん」の呼吸でな
んとなくできています
が、これから本当の意味
で政権を担う歴史的な選
挙になり、そして政権を
持続しなければなりませ
ん。先の民主党政権のよ
うに三年で崩壊したとい
うわけにはいきません。
格差の広がった社会を変
えるには２、３年では足
りないからです。そして
持続性のある社会を作る
には、私たちがもっと性
根をすえて現実と向き合
い、現実的な施策を遂行
していかなければならな
い。そのためには長く政
権を担えるだけの持続性
のある体制をともにつく
っていこうではありませ
んか。
みなさん私なんかも

30

県の担当者に趣旨説明する市民ら

7日

表面からつづき】

「ここはみなさん」という
ことを決めながら、総選
挙に向けた話し合いをし
っかりやっていきたい。
私は逃げるつもりはまっ
たくありません。
たんに安倍暴走を止め
るだけでは済まない政権
を担う選挙。天皇制や安
全保障の問題、資本主義
をどうとらえてどう課税
し、セーフティーネット
をつくるのか、とことん
合意を得たいと思ってい
ます。ありがたいのは、
志位委員長は私なんかの
国対委員長の勉強会にも
お い で に な り、「 私 た ち
は継続して政策は掲げま
す。しかし新しい政権を
作るときにそれぞれの政
策をそのまま持ち込んた
ら成り立たないから、そ
こにミシン目をきちっと
入れてやろうと思ってい
る」ということでした。
「いつもバラバラでま
とまらない、自分たちの
都合ばかり言っている」
と批判する保守勢力に対
して、私たちがしっかり

市民団体が知事に要請

安住淳衆院議員の来賓あいさつ

分裂したといっても過言
ではありません。私もそ
れで責任も感じています
が、しかし一方で暴走を
食い止める大きな軸がで
きたと自負しています。
その後、仙台市長選挙も
今回の参院選挙も競り勝
てたのは、私たちそれぞ
れの政党支持率は低いの
ですが、安倍一強暴走を
止めて健全な民主主義を
つくるもう一つの軸、つ
まり穏健リベラル勢力が
政権を担えるだけの力を
持ってほしいという県民
の期待が私たちに向いて
くれたから。
私たちの間には当然違
いがあります。しかしそ
れを乗り越えて今これか
ら、中央でまず衆院選に
むけてお互いどういう立
ち位置で、すっきりした
政策を掲げて、みんなが
気持ちよく自民党を倒そ
うという気持ちになれる
形をつくる。そしてここ
からが大変ですが、中島
委員長と私と相撲をとっ
て、「この選挙区はうち」
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「宿泊税」はやめて!!

【立憲民主党

私は宮城県で 年間生
きてきました。牡鹿半島
のそれほど豊かでない漁
村で、人々が懸命に働い
ている中で育ちました。
朝４時ぐらいから牡蠣剥
きのための漁場に行き、
休みの日は子どもたちも
「からこさし」というの
をやらされて、必死に生
きてきました。進学率も
決して高くない。しかし
ひたむきに生きる人たち
の中で生きてきたから、
私はみなさんより比較的
保守的ですが反権力なん
です。寄らば大樹が大嫌
い。できるだけひっそり
と生きている人たちを応
援したい。
安倍政権のもと市民と
野党の共闘ということ
で、前々回の参院選の半
年前に、志位委員長と穀
田国対委員長と私と当時
の岡田代表で東京都内で
会い、「思い切って選挙協
力をやろう」と助走を始
めました。これは当時、
相当な軋轢を生み、率直
に言うと民進党はそれで
58

第 1667 号
（1965年８月16日第三種郵便物認可）

ぎ
や
み
新
( 2 ） 2020年2月25日（火）

