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市長・市議・市職員などの
期末手当引き下げ議案が出される
12 月議会

11 月 19 日、さいたま市議会議会運営委員

No.898（2020 年 11 月 29 日）

12 月議会一般質問

市民の願いを
まっすぐ議会へ

ジなどでご案内します。インター
ネット中継等をご覧ください。

とりうみ敏行市議

たけこし連市議

１ 新型コロナウイルス対策について

1 核兵器禁止条約について

２ 医療と保健所体制の拡充

2 SHINTO CITY 建設に伴う子育てインフ

３ 水道事業者の感染症対策について

会（松村としお・とりうみ敏行の両市議が所属）

日時が決まり次第、ホームペー

ラについて
3 中
 央区役所周辺の公共施設再編事業につ

が開かれ、12 月議会の議案が示されました。

いて

さいたま市特別職等報酬審議会からの答申
を受け、市長や市議会議員等、特別職の期末
手当の支給月数を引き下げる条例議案が出さ

クラスター発生

れました。これは 2021 年度以降、期末手当
の年間支給月数を 3.40 月分から 0.05 月分引
き下げ、3.35 月分とするものです。同時に市

油面川の排水機場設備の完成予想図
（市の資料より）

職員の期末手当も 2.60 月から 2.55 月へ、任
期付職員は 2.20 月から 2.15 月へ、それぞれ

の議案については、昨年の台風 19 号の甚大

引き下げることとしています。

な被害から油面川の排水機場設備の必要性が

しかし市議分に関しては、この間、特別報

叫ばれており、迅速な対応を求めていきます。

大宮南銀で
広くPCR 検査
11 月 16 日、保健福祉委員会が開かれ、
神田よしゆき市議が参加しました。

も活用しながら感染
予防対策を講じてい
く」と答えました。
続いて、インフル
エンザ流行期に備え
た市立病院の対応と
して、新病院の感染
外来で行っている発

補正予算では、新型コロナウイルス感染症

はじめに、大宮駅南銀座地域の接待を伴う

熱患者（コロナ疑い患者）の検体採取と診療

断として値上げしない措置をとってきました。

対応として、保険適応された PCR 検査等に

飲食店で新型コロナウイルス感染のクラスタ

の一部を旧病棟において実施するとの報告

そのため、今回の議案が可決されれば実質的

かかる費用の公費負担（約 5 億 1300 万円）
、

ーがたて続けに発生したことを受け、当該地

がありました。11 月 20 日頃（土日祝除く）

な値上げになってしまいます。神田よしゆき

PCR 検査の増加に対応するため民間検査機関

域で働く従業員に対し、広く PCR 検査をお

からスタートし、受診は事前予約制、対象者

市議は「年間支給月数 3.30 月分を堅持し、

に一部依頼するための手数料（7040 万円）
、

こなったとの報告がありました。対象店舗数

は市立病院に受診中あるいは受診歴のある患

値上げとならないようにしたい」と話してい

高齢者施設におけるクラスター防止のため、

は 111 店舗、検査実施人数は 614 名、その

者（発熱している軽症患者）です。紹介患者

ます。

施設の新規入所者に係る PCR 検査費用の補

うち陽性者は 8 名で陽性率は 1.3％というこ

も受診可能とのことなので、万が一発熱した

助（5200 万円）などの議案が出ています。

とでした。神田市議は市としての今後の対策

場合は、まずはかかりつけ医や地元の医療機

今後、議会の中で審議していきます。

について質し、市は「チェックリストなど

関に電話で相談してください。

酬審議会の答申を踏まえたうえで、議会の判

また、油面川（桜区）に排水機場設備を整
備するため工事請負契約（約 5 億 5400 万円）
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コロナ対策など

地方自治体への
支援をつよめて

No.898（2020 年 11 月 29 日）

さいたま新都心に
1411 戸の巨大マンション

新型コロナウイルスの対応をはじめ、財政
的に厳しい状況が見込まれるもとで、国から
の支援を求めるとともに、各市の出席市議か
ら個別の要望も出されました。松村市議は保
育士賃金が人事院のマイナス勧告によって公

子育て施設が足りない

定価格が引き下げられる懸念の声が現場から
寄せられていることを紹介し、保育士給与を
引き下げることなく、むしろ引き上げるよう

また近隣地域

要望しました。放課後児童クラブ
（学童保育）
発言する松村市議（左端）

についても支援員の処遇改善等でいっそうの

は保育・教育施

支援強化を求めるとともに、国の補助メニュ

設が少なく、マ

ー利用が自治体任せになっている現状をあら

ンション建設が
進んで人口が増

11 月 18 日に参議院議員会館でおこなわ

ためるよう求めました。また、文部科学省が

れた政令指定都市の党派別要望に松村としお

少人数学級導入の議論を進めていますが、都

市議が出席しました。政令市からはさいたま

市部では子どもの人数が増えていることから

さいたま新都心駅から徒歩 5 分の大宮区

保育所、学童保

市含め 13 市、国会議員は伊藤岳参院議員は

教員増と施設整備の予算とセットで進めるよ

北袋町にランドマークマンション「SHINTO

育施設などが大

じめ 12 人が出席しました。

う要望しました。

CITY（シントシティ）
」が建設されています。

幅に不足するこ

15 階建てが 6 棟、1411 戸の新しい世帯が

とが予想されま

入居する予定となっており、埼玉県内でも供

す。さいたま新

来年 3 月から順次入居がはじまる

市立大宮南小学校

県立大宮高等学校
市立
大宮南中学校

新都心東広場

コクーン

加すれば、
学校、

天沼保育園

心駅
新都
たま
さい

コクーン
造幣さいたま博物館
大宮警察署
三菱マテリアル

SHINTO CITY

周辺地図

第 3 波の影響を懸念
インボイス導入は延期を

インボイス導入は延期すべき」と話しました。

給戸数ナンバーワンをうたっています。しか

都心駅周辺は、市が 2 都心 4 副都心と位置

新型コロナウイルスの影響については「3 〜

し、もともとこの土地は三菱マテリアル株式

づけて呼び込み型の開発を進めてきた地域で

6 月は事業者から相談が急増したが、7 月頃

会社が原子力関係の研究開発を実施、中止後

あり、開発によって増えた人口に見合うだけ

懇談に同席すると
りうみ市議（左端）

から落ち着いてきた」としながらも、
「さま

も土壌が放射能に汚染されていたことが判明

の公共施設の整備は、当然、住民に対する市

ざまな納税猶予が 1 年のため、再び相談が増

した場所です。隣接する三菱マテリアルの地

の責任です。この問題についてはたけこし連

えてくるだろう。第 3 波による気持ちの面で

下には今も放射性廃棄物が 200 ℓドラム缶

議員が 12 月議会一般質問で取り上げる予定

の落ちこみを懸念している」と話しました。

で 3 万本も保管されています。

です。

事業継続の支援については「返済不要の補助

あなたの身近な議員です

金や給付金を求める声は多い。来年度から始
11 月 20 日、消費税をなくす埼玉県の会
がさいたま商工会議所と懇談をおこない、と
りうみ敏行市議が同席しました。

まる固定資産税の減免制度も広く知らせてほ
しい」と要望がありました。
とりうみ市議は「浦和駅南高砂周辺の再開

商工会議所の持田光司理事は「消費税は経

発により個人商店はますます厳しくなる。ぜ

済にマイナスのインパクトがあるが、巡り巡

ひ商工会議所として商店街存続のための提言

って経済が安定すると考えている。しかし、

を出してほしい」と述べました。

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）

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

市議（浦和区）
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