（1）

日本共産党さいたま市議団ニュース
日本共産党さいたま市議会議員団

日本共産党

市議団 ニュース

行

No.885
2020.8.9-16

発

さいたま

TEL 048-829-1811 FAX 048-833-8165
http://www.jcp-saitama.jp/

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

PCR検査の対象をひろげて

困難抱える女性を支援する
しくみづくりを急いで
状を詳しく報告。売春防止法に基づく事

講演する戒能
民江名誉教授

新型コロナウイルス対策

業として運用されている
「婦人保護事業」
を「困難な問題を抱えた女性支援法」へ
つくり直し、ニーズに応えた支援をおこ
なうことが課題であると提起しました。

さいたま市議会の全会派の女性議員が

講演後の質疑と意見交換のなかで、金

参加する「さいたま市女性の活躍を推進

子あきよ市議は女性の支援にあたる相談

する議員連絡会」は、７月 22 日、お茶

員の処遇改善、専門職としての位置付け

力して、市内での医療施設・隔離施設の

の水女子大学の戒能民江名誉教授を講師

の重要性について発言。閉会のあいさつ

確保を早急におこなうとともに、市立病

に「女性の人権に関する問題と支援のあ

に立った久保みき市議は DV 被害者支

院の旧病棟を活用すべき」と求めました。

り方」をテーマとした研修会をおこない

援について「講師から提起された被害者

ました。

の実態に寄り添い、人権が守られる支援

市へ第二次申し入れ

また、市内の文化団体のみなさんから

かいのう た み え

「施設利用時に人数制限がある場合は、利

戒能氏は、婦人保護政策の変遷と課題

のあり方は、私たちもめざすところ。さ

用料を減免してほしい」との要望が寄せ

を歴史的に解明しながら、性搾取、虐待、

いたま市でもぜひとも実現したい」と話

DV 被害などの事例をあげ女性たちの現

しました。

7 月 27 日、党市議団は市に対し、新型コ

られています。党市議団は、長野県や宮城県

ロナウイルス感染症対策にかかわる第二次申

など公共施設利用料の減免を実施している自

し入れをおこないました。

治体を紹介し、市として減免をおこなうよう

新型コロナで子どもが陽性となるケースが
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求めました。

ひとり
10 万円

特別定額給付金の
申請は8 月 31日まで

増加していますが、保健所が濃厚接触者と判

さらに、公共施設を利用するうえで、利用

定しなければ、陽性となった子ども以外の

者から陽性者が出た場合をのぞき、名簿を一

PCR 検査はおこなわれません。同じ空間で長

律に提出させることは個人情報保護の観点か

時間過ごす学校や幼稚園、保育所などの福祉

らもおこなうべきではないことを求めました。

施設ではクラスターが発生する恐れがあるば

複合災害については、避難所における感染

かりか、医療的ケアを要する重度障害者施設

症対策に万全を期すことなどを求めました。

象世帯数 61 万世帯のうち、約 58 万世帯の申請

では命に直結します。党市議団は「各種施設

対応した危機管理部には、申し入れ内容につ

があり（7 月 14 日現在）
、約 53 万世帯への振り

で陽性者が出た場合は、濃厚接触の有無にか

いて関連部署に必ず伝えるよう強く要請しま

込みが完了しています。しかし、約 3 万世帯の

かわらず、職員・利用者・関係者など PCR

した。党市議団は今後も、状況に応じて申し

方がまだ申請していません。ぜひお忘れなく、申

検査の対象を広げてほしい。あわせて県と協

入れをおこなっていきます。

請してください。

ひとり 10 万円の特別定額給付金の申請締め切
りは 8 月 31 日（月）です。
さいたま市の広報ツイッターによると、給付対

今号は 8 月 9 日と 16 日の合併号です

9 月議会
請願締め切りは8月25日
9 月議会は 9 月 2 日（水）から
開かれます。
請願の締め切りは 8 月 25 日（火）
午後 5 時です。請願の提出には紹
介議員が必要です。お早めにご相談
ください。
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さいたま市教育委員会へ申し入れ

少人数学級こそ
最大のコロナ対策
変深刻です。また、新型コロナウイルスから
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松村市議は、日本共産党が発行した『子ど

また、とば市議は「学校は感染症対策として

もたちの学び・心身のケア・安全を保障する

今までにない業務が生じている」として、子

ために～学校再開にあたっての緊急提言～』

どもへの手厚く柔軟な教育のためにも、感染

を紹介しつつ「なによりも必要なのは、かつ

症対策のためにも、教職員やスタッフを大幅

てない不安とストレスを抱えた子どもたちの

に増やし、少人数学級を実現するよう求めま

実態から出発する柔軟で手厚い教育。そのた

した。教育長は
「この提案を各関係部署に届け、

めには現在の学級人数は多すぎる」と指摘。

参考にする」と述べました。

子どもと教職員のいのちと健康をどう守るか
（左から）とば、とりうみ、松村の各市議と細田
教育長、高崎副教育長

長期の休校を受けて、学習の詰め込みと格
差の拡大、子どもたちの不安とストレスは大

は、
重要な課題です。7 月 20 日、
鳥海としゆき、
松村としお、とばめぐみの各市議は、これら

公共施設の利用料軽減を

の課題についてさいたま市教育委員会の細田
眞由美教育長および副教育長と懇談しました。

たる」
「ホールでの文化行事開催は採算が厳
聞き取りをおこなう
久保市議

水害時に身を守るために
西区や桜区に住む市民から「市の水害対策

しく赤字覚悟だ」と現状を訴えました。また
「企画準備の会議も大きな部屋をとらざるを
申し入れに同席する（後列右から）とば、金子、
松村の各市議

得ず負担が大きい」
など具体的な実態もあげ、
「同じ政令市でも札幌市や大阪市ではすでに
施設利用料を半額にしている。国の地方創生

8 月 3 日に埼玉合唱団や埼玉映画文化協

臨時交付金に『文化施設等における使用料の

久保みき市議が防災課から水害時の避難方法

会など 10 団体が共同して公共施設の利用料

減免等の支援』も含まれている」と、他市の

などを聞き取りました。

軽減を市に要望し、松村としお、とばめぐみ、

例や財源も紹介して施設使用料の軽減を求め

■分散避難…災害時、避難所に人が密集する

金子あきよの各市議が同席しました。

ました。対応した市民局コミュニティ推進課

を知りたい」との声が寄せられ、7 月 20 日、

と新型コロナウイルスの感染が広がるリ

■広域避難…桜区など水害時にすべての指定

市の公共施設利用は新型コロナウイルス対

スクがあります。これからは、親戚・知人

避難場所が浸水する恐れがある地域で推

策で施設定員の半数に制限されています。こ

だが持ち帰って検討したい」と応じました。

宅、ホテル、在宅避難、車中泊などさまざ

奨されています。しかし広域で遠いため、

れに対し、要望団体は「施設使用料がこれま

松村市議は「市民の文化活動を支援するため

まな避難先に、地域の人たちが分散して避

移動に不安の声があります。防災課は「広

でどおりであることは、使用料の値上げにあ

にもぜひ実現してほしい」と話しました。

難することが大切です。安全な場所に住ん

域避難所を早めに開設するので、他に避難

でいる親戚や知人など頼れる人がいれば、

の場所がない方は早めに公共交通を利用

そこに避難することも考えてください。

して避難してほしい」と話しました。

■垂直避難…自宅の上階への避難であれば防

党市議団は、高齢者や障がい者の避難方法と

災用品は上階に置いてください。また、2

してバス会社と協定を結び、災害時にバスで避

階以上で開所する各学校等の指定避難場

難所に輸送するよう求め、市も連携に向けて動

所や、市が協定を結んでいる与野イオンな

いていましたが、コロナ問題もありうまく進ん

どの駐車場に避難することも可能です。

でいません。引き続き求めていきます。

長は「他局にも関わることなので時間が必要

あなたの身近な議員です

市議（北区）
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市議（見沼区）
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市議（中央区）
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8 月 23 日号はお休みします

市議（浦和区）

