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待機児童数が史上ワースト 2

認可保育所の増設は
待ったなし
5 月 8 日、さいたま市の待機児童数が 387
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育休で復職意志あり
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りますが、市民要求が市政を動かしました。

育休で復職意志なし（F）
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議がこの問題について「市はさまざまな施策

自宅で求職活動（G）
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小規模・個人事業者への給付金

にとりくんできたが、結局、認可保育所の増

特定の保育所のみ
申し込み（H）
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1 事業者あたり 10 万円の給付をおこない

待機児童数
（I=D‑E‑F‑G‑H）

387

393

人（4 月 1 日時点）であると発表されました。
さいたま市史上ワースト 2 の記録です。
待機児童数は、認可保育所への入所を希
望したものの不承諾だった利用保留児童の
2289 人から、ナーサリールーム等を利用す
るケースや保護者が育休を延長したケースな
どをのぞいた数となっています。
2 月議会の代表質問では、神田よしゆき市

設以外では解決できない」と主張しました。
市は 2019 年度、18 カ所・定員 1413 人の
保育施設を整備したものの、保育ニーズに追

新規利用申込者数（A）
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転園希望のうち元の施設
を継続利用（C）
利用保留児童数
（D=A‑B‑C）

（人）

清水勇人市長は国の補正予算を受け、5 月
13 日に 36 億 5000 万円の市補正予算の専

日からはじまっています。申請書は市ホーム
ページからダウンロードできます。

感染者受け入れ医療機関へ協力金
新型コロナウイルスに感染した入院患者を
受け入れるために、病床確保や重症・中等症
します。今後は医療体制そのものを充実させ
るとりくみも必要です。
救急活動における感染対策の強化としてオ

の事業を決定しました。これまで党市議団含

ゾンガスによる救急車内消毒や陰・陽圧装置

め超党派で要望してきたことが多く盛り込ま

付きの搬送資材の導入なども補正予算に盛り

れています。規模や内容の不十分さは一部あ

込まれています。

ます。売り上げが減少した市内小規模企業・

このほか、児童扶養手当受給世帯への臨時
特別給付金（1 世帯 3 万円）や、学童保育・
各種保育施設等へのマスク・消毒液等の購入
補助、学校での非接触型体温計の購入なども
補正予算に含まれています。

個人事業主が対象です。5 月 25 日に申請書
が市ホームページに掲載される予定です。

待機児童数を区別でみると、トップが南区

認可保育所は、社会インフラを守るために働

中小企業・個人事業主支援金などの事業者支

の 93 人、続いて西区 72 人、浦和区 58 人

く保護者を支えてきました。党市議団はこれ

援がおこなわれ、さまざまな自治体が独自の

と続きます。年齢別では 1 歳児が 86.8％を

からも、希望するすべての子どもの入所とあ

給付事業にとりくむなか、さいたま市でも実

占め、最多でした。

わせて、職員の処遇改善など保育の質の向上

施するよう超党派での要望が行われてきたも

を求めていきます。

のが実現しました。

新型コロナウイルスが猛威を振るう中で、

リー補助金（上限 5 万円）の申請は 5 月 11

決処分をおこない、感染対策や経済支援など

これまでにも国の持続化給付金や埼玉県の

いつきませんでした。

なお市内飲食店へのテイクアウト・デリバ

患者を受け入れた医療機関に対し協力金を出
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6月議会のお知らせ
6 月議会が 6 月 3 日
（水）
〜 6 月 26 日
（金）
まで開かれます。請願の締め切りは 5 月
26 日（火）午後 5 時です。請願の提出に
は紹介議員が必要です。党市議団（8291811）までお気軽にご相談ください。
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子どもが安全に
遊べる公園へ

休校延長で

子どもと保護者に
大きな負担

4 月に緑区美園の浦和東部第二地区 9 号
公園周辺の住民から、子どもたちが安全に遊
べるよう同公園にフェンスや時計を設置する

要望書の提出に同席する松村市議（右）

要望書が提出され、松村としお市議が同席し
ました。

◀市内小学校で配布され
た学校だよりから抜粋

デジタル授業にとりくむ小学生

びもできることから安全対策が強く要望され

デジタル授業に不満つぎつぎ

のはおかしい」との

この公園は区画整理事業地内にあり、周辺

ました。時計の設置についても、子どもたち

5 月 11 日から「デジタル授業」がはじま

の新しい住宅には子育て世帯が多く住んでい

が習い事や帰宅など行動するうえで必要とし

りましたが、保護者から「新学年の学習内容

党市議団が教育委

ます。そのため、子どもが多く利用していま

て要望されました。

であり、
子どもがひとりでできない」
「G・S（グ

員会に確認したとこ

ローバルスタディ）が教科書とリンクしてい

ろ、
「① 4・5 月分の徴収となっているが、6

ない」
「学校が再開したらデジタル授業の内

月から給食が再開した場合、業者への支払い

容を復習してくれるのか」
「時間のあるいま

の運転資金としての徴収であること②年間の

こそ、ゆったり考察できる課題の方がよかっ

給食数実施は 185 回を見込んでいるが、休校

た」など、不満や疑問の声がつぎつぎと寄せ

で減った分は年度末で減額調整するので、実

られています。党市議団として課題を整理し、

際に給食を食べた分よりも多く徴収すること

要望を市に届ける予定です。

はない」との回答でした。

す。またすぐ近くに大型商業施設があること
から車両の通行量も多く、公園ではボール遊

学童
保育

対応した都市公園課職員は「要望について
は検討したい」と持ち帰りました。

保育料の日割り返還が実現

声が寄せられました。

しかし、富士見市や東京都立川市、府中市、

休校中でも学校給食費を徴収

新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

に要望。５月８日、市は登室自粛の保護者へ

て、市は 5 月 31 日まで放課後児童クラブ・

の利用料の返還、および民間学童保育に対し

また、学校から保護者のもとに 4 月・5 月

民間学童保育の登室自粛を要請しています。

て返還相当額を支援すると発表しました。緊

分の学校給食費の徴収を 6 月にする旨のお知

食費の値上げをしました。コロナ禍のなか、

要請に応えた保護者からは利用料の返還を求

急事態宣言発令の４月８日に遡って補償され

らせが届き、保護者から「休校分を徴収する

本市の姿勢が問われます。

める声が出ていました。しかし民間学童保育

ます。

は委託費が少なく厳しい財政運営のため、さ

用料は月額 8000 円〜 1 万 9500 円と幅が

利用料返還に対する市の補償を強く求めてい

あります。11 日、市連協は保護者とともに

ました。

青少年育成課と懇談し、
「国の日額を超える

さいたま市議会保健福祉委員会は「放課後

分は、市が上限なしで補填する」ということ

児童クラブの利用料や運営費補助拡大などの

を確認しました。懇談にはとばめぐみ市議が

財政支援をおこなうこと」を全会派一致で市

同席しました。

い自治体もあります。一方でさいたま市は給

あなたの身近な議員です

国は返還日額を 500 円としましたが、利

いたま市学童保育連絡協議会（市連協）は、

茨城県土浦市など給食費の徴収をおこなわな
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