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育所などに委託している事業であり、給食提

督をおこなっています。しかし今回の「無償

供は保育の一環。副食材費を保護者から実費

化」は、認可外の基準さえも満たさない、劣

徴収すべきではない」と主張しました。

悪な認可外保育施設にも公費を投入すること

東京都板橋区など都内 7 区では、副食材費

の 3 ～ 5 歳児の保育料は無料になり、0 ～

保育の質を高めようと考えれば、このような

は、さいたま市でも、副食材費を保護者に負

施設への公費投入は認められません。

めましたが、市は「負担軽減策は考えていな

担させないように手立てをとるべきと考えま

なります。

い」と答弁しました。

す。

副食材費は実費徴収

額が 4900 円を超える場合、いまよりも負

いままで、
保育料は応能負担の原則により、

担が増える世帯が生じることが明らかになり

所得に応じて定められていました。しかし、

問題点の 2 つ目は、いままで保育料に含

ました。このような世帯には、市独自の補助

一律で保育料を「無償」にするということは、

まれていた給食の副食材費を、各園が実費徴

を実施すべきと求めましたが、市は、後ろ向

高所得者ほど恩恵があるということです。そ

収をすることになるという点です。これは園

きな答弁でした。

して財源を消費税の増税分であてることは、

議案が提案されましたが、党市議団は議案に
案は採決されました。

0 ～ 2 歳児の保育料は対象外

側の事務負担を増やします。また万が一、副
食材費を払えない家庭が出た場合、肩代わり

問題点の 1 つ目は、0 ～ 2 歳児の保育料
がもっとも高いにもかかわらず、住民税非課

高所得者ほど恩恵がある

さらに、各園が決める副食材費の実費負担

「無償化」は多くの矛盾と問題点をはらん

反対しました。しかし他会派の賛成により議

になっています。子どもの命と安全を守り、

を区が負担することを決めました。党市議団

2 歳児も住民税非課税世帯は保育料が無料に

でいます。6 月議会には「無償化」に関する

６月議会本会議で討論をする松村
としお市議

するのは各園となります。その点についての

消費税は収入の少ない人ほど負担が大きくな

基準を満たさない
認可外保育施設へも公費投入

市の援助はいっさいありません。

る逆進性を持っていますから、さらに低所得
者への負担が増えることを意味します。
以上のことから、単純に「無償化」になっ

税世帯以外が無料にならなかった点です。党

党市議団は本会議の討論のなかで、
「国

認可基準を満たさない認可外保育施設に

たからいいという問題ではないことがはっき

市議団は議会で、0 ～ 2 歳児を持つ住民税

の示す負担額は、主食費 3000 円・副食費

は、
「認可外保育施設指導監督基準」という

りしました。党市議団は引き続き、この問題

非課税世帯以外の保護者への負担軽減策を求

4500 円だが、そもそも保育は、国が認可保

基準があり、市が立ち入り検査などの指導監

について追及していきます。

今号は 7 月 14 日と 21 日の合併号です
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2019 年 自治体要請キャラバン

市の「国いいなり」の姿勢

なくそう核兵器

クッキリ

埼玉県社会保障推進協議会（県社保協）の

いては、応能負担の税率に改めることや、
「均

自治体要請キャラバンが今年も県内 63 市町

等割りの廃止」などが求められました。しか

村でおこなわれ、さいたま市では 7 月 1 日

し市は、均等割りについて「国の財政負担に

におこなわれました。党市議団から、とりう

よる制度創設を要請しており、廃止すること

み敏行、とばめぐみ、金子あきよの各市議が

は考えていない」として、高すぎる国保税を

参加しました。

引き下げる姿勢は示されませんでした。

懇談は、
国保税・介護保険問題、
障害者支援、
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国民平和大行進 2019
今年も「原水爆禁止国民平和大行進」が
行われます。2020 年には被爆 75 年を迎
えます。非核・平和の日本、核兵器のない
世界のためにちからをあわせ、原水爆禁止
をねがうすべての人の思いをのせて、1 歩
でも 2 歩でも、ともに歩きましょう。

社保協キャラバンに参
加する（左から）とり
うみ、とば、金子の各
市議▶︎

また、生活保護問題では、ケースワーカー

子育て支援、生活保護問題など、市民のくら

1 人が担当する保護件数が多すぎるとして、

の姿勢が目立った。市議団としても要請の中

しにかかわる重要な問題について市に要請

ケースワーカーの増員を要請しました。

身に沿った政策を打ち出していきたい」と話

し、見解と改善を求めるものです。国保につ

参加したとりうみ市議は「国いいなりの市

教科書を見る（左から）久保、
とばの各市議

市民の声で 久保みき がいく
よりよい教科書に
市議

しました。

日にち 行政区 集合場所

害者は決して悪くありません。身を守ること
だけを教えるのではなく、そもそも犯罪は犯
してはいけないこと、万が一被害にあったと
きにどのように周りに助けを求めればいいの

のいみ、国家のいみ」や、安倍首相の写真を

かを合わせて記載すべきではないか、教科書

載せた「下町ボブスレー」が削除されるなど、

展示会に参加してそんなことが気になりまし

マスコミや市民の批判によって内容に変化が

た。

西

議が教科書展示会を見に行きました。
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あなたの身近な議員です
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6 月 24 日、久保みき、とばめぐみの両市
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研修
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見られたとのことです。以下は、久保みき市
議のレポートです。

出発
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（金） 岩槻区 クレセント 10：00 10：30
モール
北

ていても犯罪被害にあうことがあります。被

集会

保健体育の教科書では「犯罪被害の防止」
の項目が目にとまりました。どの教科書にも

教科書問題にくわしい「より良い教科書を

「暗いところをひとりで歩かない」など被害

求めるさいたま市民の会」によれば、さいた

にあわないために、どうしたらいいかという

ま市で現在使用されている道徳教科書（教育

記述が目立ちました。たしかに自分の身を守

出版）では、君が代の意味をゆがめる「国旗

ることは大事ですが、人はどんなに気をつけ
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7 月 28 日号はお休みします
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