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市議団ニュースは政務活動費で作られています

　松村としお市議は 12月 2日に一般質問を
おこない、災害に強いまちづくりなどをとり
あげました。
松村　台風19号の被災経験を今後に生かし
て、避難や治水など防災対策を見直すべ
き。
総務局長　課題等を洗い出し、計画・マニュ
アル等の見直しをおこなう。
松村　被災者支援を従来の枠組みを超えて

個々のニーズに合わせて市が上乗せで支
援をすべき。
総務局長　国に対し各種支援を求めている。
松村　治水対策について求めてきたが進んで
こなかった。国・県に対策強化とスピード
アップを強く求めよ。
建設局長　国、県に対し河川整備や調節池な
ど要望するとともに、さらなる連携を図っ
て推進したい。
　個別の具体的な対策について党市議団とし
て引き続きとりくみを求めていきます。

民間学童保育所支援の充実を

松村　民間学童保育は、2012年に委託基準
額を決めた後、消費税率が倍に、最低賃金
も上がっているもとで運営に苦労してい
る。委託基準額の大幅引き上げを求める。
子ども未来局長　消費税や最低賃金の引き上

げに伴う影響も考慮しながら現状に即し
た制度になるよう検討する。

松村　民間学童保育の増設の補助上限が
120 万円では足りない。国の補助金は
1300万円が上限であり、活用すべきだ。

子ども未来局長　規模が大きな改修も増えて
おり、補助金や支援の拡充を検討する。

松村　学童支援員の募集で苦労している。処
遇が低すぎる。国の補助金も活用して大幅
な改善をすべきだ。

子ども未来局長　処遇改善は人材確保と質の
向上にかかわる重要な課題。国のキャリア
アップ処遇改善補助を活用してきたが、さ
らに充実した補助金制度となるよう検討
する。

　松村市議は重ねて具体化を求めましたが、
市は「市の財政負担を考慮して今後検討した
い」との答弁をくり返しました。松村市議は、
「国庫補助を使った処遇改善の市負担は約 2
億円。1日限りのイベントに数億使うのに、
子育て支援は優先度が低い」と市長の政治姿
勢を厳しく批判しました。

教員の変形労働制　条件はない
　
　さいたま市は教員の勤務時間を昨年からタ
イムカードで把握しはじめています。松村市
議は教員の残業時間の状況を質問で確認（表
参照）しました。
　変形労働制は就業時間を延長して、通常は
残業時間とされる部分を残業ではないとみな
し、閑散期（夏休み）に振り替えるというも
ので、本来は残業時間が少ない職場での適
用が想定されているものです。文部科学省

は変形労働制の前提として「月45時間、年
間360時間以内の残業」を示していますが、
実態は表のとおり、過半数の教員が超過して
います。
　松村市議はさいたま市が7月に変形労働
制の試行をおこなった際に「事務の増加」「有
休が取得できなくなる」などの声が出ている
ことを合わせて指摘して「変形労働制導入の
条件はない。業務量の削減や教員増こそ優先
的にとりくむべき課題だ」とせまりました。
教育長は「変形労働制の導入が、学校の働き
方改革に効果的か否か見極めたい。効果がな
ければ実施するつもりはない。総業務量の削
減がなによりも大切というのはそのとおり」
と答弁しました。
　国会では変形労働制を可能にする法律が成
立しましたが、今後は自治体で条例をつくら
なければ実施できません。松村市議は重ねて
変形労働制を断念するよう求めました。

残業時間
月平均 年間

小学校 45時間 11分 542時間 15分
中学校 56時間 21分 676時間 23分

（2018年 10月～ 2019年 9月）

残業時間 月平均 45時間
以上の割合

年間 360時間
以上の割合

小学校 52.1% 65.2%
中学校 62.7% 71.5%

過半数の教員が基準の残業時間を超過してお
り、変形労働制の前提を満たしていない！

12 月議会 一般質問

台風台風
19号19号

被災の教訓を生かした被災の教訓を生かした
対策を求める対策を求める

変形労働制の前提は
「月 45時間・年間 360時間以内の残業」

さいたま市の教員の実態は？



（2）	 日本共産党さいたま市議団ニュース	 No.859（2019 年 12月 15日）

神田よしゆき
市議（北区）

金子あきよ
市議（南区）

とりうみ敏行
市議（浦和区）

松村としお
市議（緑区）

たけこし連
市議（中央区）

久保　みき
市議（桜区）

とばめぐみ
市議（見沼区）

あなたの身近な議員です
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り方ではないか。
保健福祉局長　さいたま市地域医療構想調整
会議において議論が進められるが、この会
議に出されたさいたま北部医療センターの
資料は移転前の平成29年6月のデータだ
った。このデータを移転後のものに差し替
えることになっている。
　データを差し替えたからといって再編統合
等の対象医療機関ではなくなるという保証は
どこにもありません。党市議団は引き続き、
さいたま北部医療センターを守るために全力
を尽くします。

産休明け保育10園でとりやめ

とば　2020年 4月入所から、本市の公立保
育所10園で産休明け保育をとりやめるこ
とが分かった。公立保育所で働く職員にう

　12月3日、12月議会本会議で、とばめぐみ
市議が一般質問にたちました。
とば　厚生労働省は9月末、「再編統合の議論
が必要」として全国424の病院の実名を公
表した。そのなかには、建て替えたばかり
のさいたま北部医療センター（北区）も含
まれている。党市議団は国会議員団ととも
に厚労省にヒアリングをおこなったが、公
表した病院名を撤回しようとせず、ベッド
数の削減がねらいなのは明らかだ。国に対
して再編統合に反対の意見をあげるべきで
はないか。
保健福祉局長　厚生労働省が公表した医療機関
は、医療機能や必要な病床数について再検
証を要請するために一定の条件を設定して
分析したものであり、必ずしも医療機関の
再編統合等の方向性を機械的に決めるもの
ではない。したがって、さいたま北部医療
センターについても再編統合等が前提では
なく、医療機能について議論をおこなうこ
とが重要。以上のことから、現時点で本市
単独で国へ要望を出すことは考えていない。
とば　地域医療構想に基づく統廃合は、さい
たま市のような人口が増えている地域には
適用できない。さいたま北部医療センター
は建て替えの際も厚労省との協議を踏まえ
て医療ニーズを検討した。それなのに再編
統合の対象にするなどあまりにもひどいや

かがったところ、経済的に厳しい家庭、母
親の産後うつ、育児ノイローゼ、きょうだ
いに障害児がいる、祖父母の支援が受けら
れない、虐待寸前の家庭など、産休明け保
育が必要な保護者はまちがいなく存在する
とのことだった。市は、公立保育所が担っ
てきた産休明け保育の役割についてどのよ
うに認識しているのか。

子ども未来局長　必要のある方がいるという
ことは認識している。

とば　産休明け保育を10園減らした理由は。
子ども未来局長　本市の公立保育所61園の
中で0歳児から受け入れているのは46園、
そのうち生後57日から受け入れている園
が28園、産後6ヵ月から受け入れている
園が18園。その中で、生後57日以降の
乳児を受け入れる際は、乳児が体調不良と
なるリスクが高い等の理由から（配置基準
に必要な保育士のほかに）保育士1名を加
配してきた。過去の入所実績や来年度中に
保育室の修繕などがある10園については
来年4月からの受け入れを生後57日から
6ヵ月に変更した。

　とば市議は「必要性を認識する一方で 10
園もやめるのは異常だ。本市の保育そのもの
の後退である。再来年度には復活させるべき」

と求めました。
　また、保育士の処遇について、「子どもの
命を預かる責任の重い仕事にもかかわらず、
月給が全産業平均より10万円低い」「有休が
消化できない」など現場の声を紹介し、「市
の職員雇用対策補助金（月1万 500円）では
不十分。抜本的に引き上げるべき」と求めま
したが、市は「処遇改善は国に要望する」と
答弁。さらに保育士の配置基準の引き上げを
国に求めるよう質したところ、市は「本市で
は1歳児に対する保育士の配置を手厚くする
など国の最低基準を上回る基準を設けている
ため、国への要望はおこなわない」と、ゼロ
回答ともいえる答弁でした。これでは保育士
不足を解消することはできません。保育行政
に冷酷すぎる市の方針を転換することが求め
られています。

公立保育所数 産休明け保育実施園 減った数2019年度 2020年度
西区 4 3 1 2
北区 7 6 1 5
大宮区 7 6 5 1
見沼区 6 4 2 2
合計 24 19 9 10

産休明け～生後 6ヵ月未満の保育を
とりやめる公立保育所が 4区で 10園も！

さいたま北部医療センターをさいたま北部医療センターを守れ守れ
12 月議会 一般質問


