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来年度の教科書を採択

日本共産党さいたま市議会議員団
発

さいたま

日本共産党さいたま市議団ニュース

学校現場の意見が反映されるあり方へ
8 月 1 日と 8 日の 2 日間にわたり、202

新ルート運用は
認められない

使用する教科書を採択するための、さいたま
市教育委員会会議（臨時会）が開催されまし
た。さいたま市の子どもたちによりよい教科
書を、と願う 30 人あまりの市民が傍聴し、
党市議団からは金子あきよ、とばめぐみの両
市議が傍聴しました。

8 月 5 日、党市議団は清水市長

今回の教科書採択では、2 つの大きな変更が

に対して、羽田空港増便計画にとも

なされました。ひとつは、学校現場の意向が知

なうルート変更に関する緊急の申し

らされなかったことです。採択の候補となって

入れをおこないました。市長公室長

いる教科書については、市内の小・中学校がそ

が対応しました。

れぞれ 2 種ずつ推薦した結果を、いままでは
「学校における調査研究結果の報告」として口

にともなうルート変更を計画してい

頭で報告していましたが、今回は教育委員への
申し入れをする党市議団

ま市の上空も飛ぶことになり、騒音や部品、
氷などの落下、有害排気による大気汚染など
が懸念されています。

日まで実現していません。
そのなかで、東京都と関係区市の連絡会が

配布資料にあるのみで、これらの報告がありま

中学校

国は 2020 年から羽田空港増便
ます。これにより、航空機がさいた

小学校

0 年 4 月からさいたま市内の小・中学校で

羽田空港増便計画にともなうルート変更

■採択された教科書
国語

教育出版

書写

教育出版

社会

教育出版

地図

帝国書院

算数

東京書籍

理科

東京書籍

生活

東京書籍

音楽

教育出版

図画工作

開隆堂出版

家庭

開隆堂出版

保健

東京書籍

英語

新興出版社啓林館

道徳

教育出版

国語

教育出版

書写

教育出版

社会（地理・歴史・公民）東京書籍

せんでした。その結果、傍聴者には学校現場が

地図

帝国書院

どの教科書を支持しているのかが分からず、討

数学

新興出版社啓林館

理科

東京書籍

議や採決に学校現場の意向が反映されているの

党市議団はこれまで、安全性や市民への説

7 月 30 日に開かれ、国交省が 2020 年 3 月

明の点でさまざまな問題点を指摘し、計画の

29 日からの新ルート運用開始を表明し、8

もうひとつは、採決方法です。昨年は一人

見直しとともに試験飛行や教室型の説明会の

月上旬に国と関係自治体との協議会の開催が

一人の委員がいずれかの教科書会社に無記名

開催を議会で求めてきました。

伝えられました。

投票をおこないましたが、今回は討議のなか

か判断することができません。

音楽（一般・器楽合奏）教育出版
美術

日本文教出版

保健体育

大修館書店

技術・家庭

開隆堂出版

英語

開隆堂出版

その際、市は「きめ細やかな住民説明会の

そのため、党市議団としては市に対し、関

で推薦する教科書を出しあいながら教育委員

開催および大型機による計画経路の試験運行

係自治体からの合意が得られておらず、市民

の中で合意形成し、議長（教育長）が最終確

たちの成長と発達にふさわしい教科書を選ぶ

について議員ご指摘の内容を国に伝えてまい

向けの教室型説明会等の要望が実現していな

認をする方法に変更されました。

ために、子どもたちの姿をよく知る学校現場

りたい」
「教室型の説明会についてもあわせ

い現状では新ルートを容認しないことなどを

て求めてまいりたい」と答弁しましたが、今

申し入れました。

教科書の採択は、公正で開かれたものであ
るべきです。党市議団は、なによりも子ども

市議団ニュースは政務活動費で作られています

の声が尊重されるような民主的な教科書採択
のあり方を、強く求めていきます。
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公共工事の
建設労働者を守って
与野本町小工事を視察
に基づいて進められ、①新設計労務単価につ
懇談に同席するとりうみ市議（中央）

いて、②下請け業者の社会保険加入状況につ
いて、③建設業退職金共済（建退共）制度に

さいたま市公共施設マネジメント計画のモ

おける証紙の貼付状況などについて聞き取り

デルケースとして、
与野本町小学校（中央区）

がおこなわれました。また、同支部は猛暑の

の北校舎および給食室の改築とあわせて他の

中での熱中症対策について、適時の休憩を挟

公共施設（子育て支援センターなど）との複

むなど労働者への特別な対策を講じるよう求

合施設の整備が進んでいます。7 月 31 日、

めました。

埼玉土建さいたま南支部ととりうみ敏行市議
が現場視察とともに建設労働者の労働条件な
どについて現場責任者と懇談しました。
懇談は、
同支部の「建設現場の実態調査票」

※建設業退職金共済制度：建設業で働く人たち
のために国によって設立された退職金制度。
事業主が共済手帳に証紙を貼付することをも
って掛け金を積み立てていきます。
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特別委員会の所属が決まりました
さいたま市議会に特別委員会が設置されました。
党市議団の所属議員と付託事項は次のとおりです。
決算

地下鉄 7 号線延伸事業

神田よしゆき・金子あきよ

松村としお

2018 年度決算の審査等

地下鉄 7 号線延伸事業に関する調査研究

政治倫理

大宮駅グランドセントラルステーション化構想

神田よしゆき（副委員長）

とりうみ敏行

政治倫理確立に向けた調査研究、政治倫理基準
の違反審査

大宮駅グランドセントラルステーション化構想
に関する調査研究

大都市行財政将来ビジョン
松村としお・たけこし連
大都市にふさわしい行財政制度確立のための調
査研究、地方分権改革推進のための調査研究、
さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略に
関する調査研究、持続可能な行財政運営に資す
る公民連携の在り方に関する調査研究

議会改革推進
神田よしゆき（副委員長）・とばめぐみ

さいたま市立美園南中学校（緑区）が完成
し、8 月 10 日に内覧会がおこなわれました。
松村としお市議が住民とともに見学しまし

内覧会に参加する松村市議

美園南中学校が開校へ

議会の ICT 化の推進に向けた調査研究、さいた
ま市議会基本条例の精査

オリンピック・パラリンピック競技大会支援
久保みき
オリンピック・パラリンピック競技大会開催の
適切な支援と、これを契機とした本市の経済、
観光、スポーツ文化の振興に関する調査研究

9 月議会が 9 月 4 日（水）から 10 月
18 日（金）までの 45 日間、開かれます。
一般質問には、とりうみ敏行市議と久保
みき市議が登壇します。また、9 月議会
では決算特別委員会が開かれます。2018
年度の予算執行が適切なものであったか
を審査します。
請願の締め切りは、
8 月 27日
（火）
17：00 です。請願の提出には紹介議
員が必要ですので、お気軽にご相談くだ
さい。

あなたの身近な議員です

た。
美園地域は市の再開発で人口が急増してい

9月議会のおしらせ

した。

ます。再開発計画に小・中学校の建設が位置

松村市議は「美園南中の児童・保護者のみ

付けられていましたが、市は建設を遅らせて

なさんは美園小・美園中に分かれて 1 学期

きました。住民運動と党市議団の議会質問で

を過ごし、たいへんな苦労をされたと思う。

市に早期建設を求めたことで、2015 年に学

特別支援教室や体育館のエアコン設置など、

校建設へ動きはじめたものの、昨年の建設会

学ぶ環境を整えるため引き続き力を尽くした

社の倒産で今春の開校予定がずれてしまいま

い」と話しています。

市議（北区）

市議（浦和区）

市議（緑区）

市議（桜区）

市議（見沼区）

市議（南区）

市議（中央区）

神田よしゆき とりうみ敏行 松村としお

久保 みき

とばめぐみ

金子あきよ

たけこし連
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