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2 月議会の議案が明らかに

国民健康保険税 また値上げ
2 月議会にかかる議案が提案されました。

げとなり、高すぎる国保税の引き下げを求め

市長提出議案は予算議案、条例議案などあわ

てきた党市議団としては到底認められませ

せて 94 件です。

ん。今後、議案質疑などで問題点を明らかに

そのなかで、国民健康保険税の値上げ議案

していきます。
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2 月議会で代表質問にたちます
代表質問

代表質問

2/13 木

2/13 木

午後2 時 〜2 時 40 分

午後3 時 〜3 時 40 分

神田よしゆき 市議

とりうみ敏行 市議

１．2020 年度の予算案について
２．認可保育所の待機児童対策について
３．放課後児童クラブ（学童保育）の待
機児童対策について
４．地球温暖化対策について
５．ニ ューシャトル駅のトイレ設置と
JR 踏切拡幅について

１．全世代型社会保障改革について

２．個人の尊厳と
ジェンダー平等について
３．浦和駅西口南高砂地区の再開発につ
いて

が出されました。国民健康保険税は、①基礎
課税額②後期高齢者支援金等課税額③介護納
付金課税額の 3 種類からなります。今回の

サーマルエネルギーセンターに
567 億円

2 施設を統廃合し、サーマルエネルギーセン
ターを新設するとして工事請負契約の議案が

値上げ案は表のとおりです。
この議案が可決されれば 4 年連続の値上

西部環境センターおよび東部環境センターの

市内に 4 カ所ある廃棄物処理施設のうち、

提出されました。建設費（5 年）と運営費（15
年間）で 567 億円になります。

国保税値上げ一覧

基礎課税額
後期高齢者支援金等
課税額
介護納付金課税額

党市議団は、建設の際はシャフト炉式ガス
所得割額
均等割額
課税限度額
所得割額
税率
均等割額
課税限度額
所得割額
税率
均等割額
課税限度額

税率

改正前
7.51%
29,500 円
58 万円
2.01%
7,900 円
19 万円
1.99%
9,500 円
16 万円

改正後
改正なし
改正なし
61 万円
2.11%
8,500 円
改正なし
2.02%
9,700 円
改正なし

化溶融炉方式ではなくストーカ炉方式を採用
するよう求めてきましたが、市はストーカ炉
方式を採用しました。今後、議会のなかで詳
細を確認していきます。

（さいたま市ホームページより）

●シ
 ャフト炉式ガス化溶融炉方式…1300 度以上の高温でごみを燃焼し、最後には灰ではなく「溶融

スラグ・メタル」が残る。溶融スラグはアスファルトの原料になる。燃料にコークスを使うため、
コークス代が高いことと CO2 を排出するという欠点がある。
●ストーカ炉方式…火格子を階段状に並べた燃焼装置。階段状の火格子が前後に動くことで、ごみと
空気が効率的に接触でき、
「ごみ」という不均質な性状なものでも安定して燃焼させることができる。

市議団ニュースは政務活動費で作られています
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埼玉土建３支部と
懇談する党市議団

災害から
市民の財産をまもれ
埼玉土建 3 支部と懇談
1 月 27 日、埼玉土建の市内３支部（さい

また、土建と市が災害協定（※）を結ぶこと

たま南・北、岩槻）と党市議団が懇談をおこ

についても「県内では松伏町の竜巻発生の際

ないました。

に発動し、地域と土建が協力して復旧にとり

懇談では、土建と市の交渉について報告さ

くんだ。さいたま市は必要ないというが、市

れました。住宅リフォーム助成制度の創設に

民の財産を守るという姿勢が欠けている」と

ついて参加者から、
「市は『地域経済活性化

指摘。党市議団として「しっかり受け止め、

の視点で制度をつくることは考えていない』

市に求めていく」と答えました。

と明言した。地域でがんばる職人を育て、地
域経済を活性化させることは市の仕事だ」と
の話がありました。

※災 害時に迅速かつ的確な対策を実施できる
体制をつくるために、自治体と民間団体等
が協定を結ぶこと。
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吉田一郎市議へ断固抗議する
吉田一郎市議（北区選出・無所属）が発

傳田ひろみ市議（北区選出・民主改革さいた

行した「市政レポート 2020 年 1 月特別号」

ま市議団）に対して「ブルジョア障害者」な

において、党市議団のとばめぐみ市議にかか

どと発言し、 議長から厳重注意を受けるな

わって事実に反する記事を掲載したことにつ

ど、品位に欠ける発言をくりかえしてきまし

いて、断固抗議します。

た。

吉田市議は、2018 年 2 月議会の文教委員

今回の事実に反する記事は、党市議団やと

会で質問に答えた市立図書館の館長に対して

ば市議に対する有権者からの信頼を深く傷つ

「首をつって死ね」と発言し辞職勧告を受け

けるもので、許されません。1 月 29 日に当

たり、同年 9 月議会では車いすを使用する

人に対して抗議し、抗議文を渡しました。

「吉田一郎市政レポート 2020 年 1 月特別号」への抗議
日本共産党さいたま市議会議員団

団長 神田義行

さいたま市教職員組合と
懇談する党市議団

吉田一郎市議が発行した「市政レポート 2020 年 1 月特別号」において「2 日間の攻防

「変形労働制」の
導入は認めない

戦で自民や共産が分裂」と中見出しをたて、党市議団のとばめぐみ市議が議案採決に欠席し

さいたま市教職員組合と懇談

政レポート」でとば市議の欠席をもって「共産が分裂」
「造反議員」と書いたことは一方的

1 月 27 日、さいたま市教職員組合と党市議

期休業中に休める環境もなく、さらなる過密労

団との懇談がおこなわれ、松村としお、久保み

働に追い込むものだ」との問題提起がありま

き、とばめぐみの各市議が参加しました。12

した。また、産休代替の教員の配置に最長で 3

月議会では市内小・中学校教員の半数以上が週

カ月かかった事例、国と市がおこなう学力テス

45 時間、年 360 時間の残業上限をはるかに上

トが子どもと教員を追いつめ、中学の部活動が

回る実態が明らかになっています。

教員の負担となっている実態が語られました。

参加者からは、
「繁忙期に１時間多く働き、

参加したとば市議は「学校現場の声を受け止

その分を長期休業中にまとめて休むという『変

め、変形労働制の導入を中止して教員の業務を

形労働制』は、いま以上の超過勤務のうえ、長

削減したい」と述べました。

たことをもって「造反議員」と事実に反する記事を書いたことに抗議します。
2019 年 12 月議会最終日（12 月 20 日）の採決当日、とば市議は交通事故及びその後の処
理に時間がかかったことにより、議案採決の時間に間に合いませんでした。吉田市議が「市
な決めつけで事実に反します。
よって党市議団は虚偽の記事を書いて配布した吉田市議に厳重に抗議するとともに、次号
「市政レポート」での謝罪と訂正を求めます。

あなたの身近な議員です

市議（北区）

市議（緑区）

市議（桜区）

市議（見沼区）

市議（南区）

市議（中央区）
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市議（浦和区）

市議団ニュースは政務活動費で作られています

