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コロナ禍のいま
あたたかい支援を市民に
12 月議会 一般質問

中小業者への支援を求めました。

背を向けた答弁であると言わざるをえません。

とりうみ 市が独自に実施した、無利子・無
担保・無保証料の「コロナ対応臨時資金融

PCR 検査の対象を広げよ

資」
（限度額 2000 万円）が 4 月末で終了し、
現在は元の融資制度と国の融資制度だけに

最後に PCR 検査について、
清水市長は「検

なっている。無利子・無担保・無保証料の

査数 1 日 1000 件」を目標に掲げていますが

制度を緊急に復活させるべきではないか。

実際には広がっておらず、クラスターが発生

経済局長 「コロナ対応臨時資金融資」は

しやすい医療機関・介護・福祉施設・学校・

1954 件・292 億円の支援となり、事業継

学童などの職員への定期検査も、発熱などの

続と雇用の維持に貢献した。今後は国の経

症状が出た人に限っていたことで検査対象が

済対策による実質無利子・無担保融資が県

広がらない実態が明らかになりました。

の融資としておこなわれており、本市独自

とりうみ 1 日 1000 件の検査体制は整った

の「臨時資金融資」は考えていない。
市は「11 月 2 日から総額 150 億円の緊急特
別融資を要件緩和で開始した」と胸を張りま
すが、結局、無利子・無担保融資は国や県ま

ジと具体的な支援策を示すべきではない

No.900（2020 年 12 月 13 日）

かせです。

か。

のか。
保健福祉局長 1 日 1000 件の検査が可能で
あると推計する。
とりうみ 「推計する」とはどういうことか。
これまで実際に何件の検査がおこなわれ
たのか。

総務局長 さいたま市地域経済動向調査など
の結果から依然として大変厳しいものと認

景気浮上策として
消費税 5% 引き下げこそ必要

識している。11 月に入り市内での新規感

保健福祉局長 8 月に 1 日あたり最大 433
件実施したのが最大値であり、現在 255
の検査可能な医療機関等を確保できたこ

染者も高い水準で推移するなか年末年始を

とりうみ 消費税減税は人の移動を伴わず、

とから、1000 件可能と推計すると述べた。

迎えるが、市内の社会経済活動支援、検査・

すべての国民に支援が行き渡る景気浮上

とりうみ市議は、北九州市や神戸市などの

医療体制の拡充など、市民の皆様の命や生

策と考える。自民党や野党の中からも減税

ように、症状が有るなしに関わらず広く定期

にたち、新型コロナウイルス感染症対策を柱

活を守るためしっかりとりくむ。

の声が上がり、世界でも 26 カ国で減税に

検査を行うよう求めましたが、市は行わない

に質しました。

市長のメッセージを求めましたが市長は答

踏み出している。5% への引き下げを国に

姿勢を示しました。

11 月 30 日、とりうみ敏行市議が一般質問

はじめに、党市議団に寄せられた「1 回限
りの定額給付金では暮らせない」
「持続化給

弁せず、従来通りの支援策しか示されません
でした。

求めるべきではないか。

質問の最後に「懸命に困難を乗り切ろうと

財政局長 消費税は負担を分かちあうことが

している市民、なかでも低所得者やひとり親

付金も残っておらず年を越せない」などの市

続いてとりうみ市議は、菅首相の「自助・

可能で、社会保障制度を支える財源として

世帯、先祖から引き継いだ店を必死に守ろう

民の声を紹介しつつ、年の瀬を迎える市民を

共助・公助」発言を批判しつつ「多くの中小

も重要であり、減税は国において慎重に判

としている中小業者、入学しても学校で授業

支えるための具体的な施策を求めました。

業者は営業を守るために自助努力を積み重ね

断されると考える。

が受けられない大学生など、このような人々

とりうみ コロナ禍における市民のくらしと

てきたが『このままでは廃業を考えるしかな

市は従来通りの答弁を繰り返しました。コ

に『自助努力』を強要する政治に未来はない。

営業の厳しさを、市長はどのように実感し

い』との声がある」として、さいたま商工会

ロナ禍という未曽有の困難に直面していると

年の瀬に向かって行政があたたかい支援をお

ているのか。市民を励ます強力なメッセー

議所との懇談で話されたことを紹介しながら

いう認識がなく、コロナ禍でがんばる市民に

こなうべき」と強く求めました。
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新都心に巨大マンション
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子ども未来局長 特色ある保育の提供と、公

約の批准を求める意見を上げることについて

立に比べ短期間で整備できることから、今

質問しました。

後も民設民営による整備を進める。

たけこし 核兵器禁止条約の批准国が 50 か

保育施設・学校が必要

たけこし SHINTO CITY の児童が通う大

子ども未来局長 4 カ所で定員は 160 人。

兵器国の信頼を構築し、市民社会の理解と

12 月議会 一般質問

市としても既存の定員を上回ると認識し

支えのもと、
「核兵器のない社会」の実現

ている。あらたな受け入れが可能な施設の

に向けて着実に歩みを進めていくことだ

整備について関係部署と協議を進めてお

ろうと考えている。

（小規模保育施設含む）を開設する。
たけこし 2 ㎞圏内というと、大宮駅や北浦

されるが、市長の評価は。
総務局長 最も重要なのは、核兵器国と非核

所は、すでにパンク状態。市の対応は。

り、これにより利用希望者の需要を満たせ

たけこし 平和首長会議の公開書簡には、
「核
兵器禁止条約の発効を歓迎する」と書かれ

ると見込んでいる。

和駅周辺も含まれる。この地域には今後複

たけこし 今後、大宮南小学校には 280 人

数のマンション建設が予定されており、保

〜 680 人の児童が通学すると推計されて

総務局長 同じ認識である。

育所不足はさらに深刻になる。マンション

おり、大規模校・過大規模校になる見込み

たけこし ならば、国に条約参加を促す意見

建設の際には、保育所などの公共施設の設

だが、新たな学校建設の考えは。

置義務や、開発負担金の復活などなんらか
11 月 30 日、たけこし連市議が一般質問に

宮南小学校区内の放課後児童クラブ 4 か

国に達し、いよいよ来年 1 月 22 日に発効

の規制が必要と考えるが、見解は。

ている。市長は公開書簡と同じ認識か。

を上げるべきだ。

副教育長 より正確にその人数を把握・分析

総務局長 意見を上げることは考えていな

するとともに関連部局との連携を強化し

い。核兵器廃絶に向けた機運醸成にしっか
りとりくみたい。

たち、さいたま新都心駅徒歩 5 分の立地で完

子ども未来局長 「さいたま市大規模共同住

つつ、最善の教育環境整備に努めていく。

成間近の大型マンション「SHINTO CITY

宅等の建築等における子育て支援施設の

たけこし さいたま市で子育てしながら生き

たけこし 昨年 6 月の答弁と同じだ。条約

（シントシティ）
」建設にともなって生じる子

設置に関する要綱」に基づいて、SHINTO

ていこうと決めた世代の声に応えて、しっ

採択から発効へと局面が変わっているな

育てインフラの需要に、市がどのように対応

CITY の事業者と事前協議をおこなった

かり対策をおこなうよう求める。

かで、強い怒りを感じる。引き続き「核な

するのか質問しました。

が、認可保育所等の併設には至らなかっ

たけこし SHINTO CITY は、15 階建てが

た。より強い規制については導入を検討し

6 棟、全体で 1411 戸にもなる。モデルル

ていないが、事前協議や協力要請の実効性

ームを見学したが、営業担当者は「間違い

を高める方策を検討していきたい。

なく完売」と言い、購入者は 30 代前後の
ファミリー世帯とのこと。保育需要の高ま
りに、どう対応するのか。

き世界」の実現へ、条約の持つ力を広げて

条約参加を促す意見あげよ

いきたい。
その他、中央区役所周辺の公共施設再編事

たけこし市議は、日本政府へ核兵器禁止条

たけこし SHINTO CITY と事前協議を進

業について質問しました。

あなたの身近な議員です

める最中、市長が「待機児童ゼロ宣言」
（2017 年 4 月）をした。市が「待機児童

子ども未来局長 2022 年 4 月までに新たに

ゼロ」と言えば、事業者が作るとはならな

500 人の保育需要が見込まれるため、保

い。そういう意味で市の責任は大きい。本

育の受け入れ枠確保を進めてきた。2021

市は政令市に移行して 20 年、公立保育所

年 4 月には、SHINTO CITY の 2 ㎞圏内

を一つも整備していないが、公立保育所建

で 10 施設・591 人の定員分の認可保育所

設についての見解は。
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