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市議団ニュースは政務活動費で作られています

市役所の移転先とされた場所

　3月 3日、売上げが減少している市内小
規模企業者等への緊急経済支援として、追加
の補正予算が先議で出されました。昨年夏に
実施した支援金の第2弾です。民商や埼玉
土建のみなさんが再度の支給を市に求め、党
市議団も市へ要望を続けてきたことが実現し
ました。約20億円の予算規模で、3月下旬
～申請受付、支給の予定です。

高齢者施設職員の積極的検査を

　2月24日の予算委員会では、松村としお、
たけこし連の両市議が補正予算について質疑
をおこないました。高齢者施設のPCR検査
の実施状況は、市内4施設305人の施設従
事者（2/22現在）と、15人の新規入所者（1
月末現在）が受検し、陽性者はいなかったこ
とが明らかになりました。また、質疑のなか
で3施設で自己負担が発生したことが判明。

松村市議は県が施設数で 6割、1万 2000
人以上に無料の検査を実施したことを示し、
無料で複数回受けられる積極的な検査に見直
すことを市に求めました。

高齢者ワクチン接種券送付は
3 月下旬頃

　また、新型コロナウイルスワクチン接種に
ともなう経費として約2億 6000万円が計
上されました。3月上旬にコールセンターを
開設し、下旬に高齢者への接種券等を送付、
その後、接種がはじまる予定です（高齢者以
外は4月以降に送付予定）。たけこし連市議

　清水市長は、2月2日の所信表明で市役
所を新都心バスターミナルほか街区へ10
年後をめどに移転する方針を明らかにしま
した。22日に市庁舎及び行政区の在り方
検討特別委員会（党市議団から神田よしゆ
き・松村としおが出席）が開かれ、都市戦
略本部から報告がありました。
　昨年、現庁舎の健全性調査で「使用年数
が60年を超えることは適当ではない」と
の結論が出されました。あと15年をめど
に現地建て替えか移転かの検討が必要な状
況です。そのため早く新庁舎に移転したほ
うがコスト削減できるとの試算や、現時点
で新庁舎建設に217億円、現庁舎解体に
12億円を見込んでいることが報告されま

した。現庁舎跡地に文化・芸術・教育等の
施設整備をするイメージも示されました。
　松村市議は質疑で「コロナ対策に全力を
あげなければいけないときに市庁舎移転に
エネルギーを割くのはいかがなものか」な
どこの時期の移転発表に疑問の声が寄せら
れていることを紹介。現地建て替えについ
て質したところ、市は現地建て替えは検討
していないことが明らかになりました。ま
た新庁舎建設と現庁舎跡地開発がセットと
なり多額の税金が投入される可能性も指摘
しました。引き続き、移転の影響や費用を
明らかにさせるとともに慎重な議論を求め
ていきます。

市役所本庁舎市役所本庁舎
移転ありきの計画に疑問移転ありきの計画に疑問

は、本市に住民票を移しておらず接種券が届
かない学生などへの対応について質問。接種

券を郵送で取り寄せて申請すれば、市内で接
種できることが明らかになりました。
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　2月 17日、2月議会の保健福祉委員会が
開かれ、神田よしゆき市議が出席しました。
　新型コロナウイルス感染症対策として、入
所型高齢者施設及び入所型障害者施設、また
病院等の医療従事者及び新規入所者、新規患
者に対してPCR検査を実施する旨が報告さ
れました。2億5000万円の予算で、対象人
数は入所型高齢者施設の従業員、新規入所者
で2万 6600人、入所型の障害者施設の従
業員と新規入所者で2292人、新規入院患
者で1万3567人、合計4万2459人です。
神田よしゆき市議が「検査費用は全額公費負
担でいいのか」と確認したところ「検査は病
院で行うため初診料のみかかる。3割負担の
場合は800円程度。検査料は全額公費負担」
との回答でした。

国保税が 5 年連続の値上げ

　国民健康保険税の値上げ議案が出されま

した。神田市議は討論で「5年連続の値上
げ、そしてコロナ禍で市民負担は限界を超え
ている。全国知事会が求めているように公費
1兆円の投入で立て直しを図るほかに道はな
い」として反対しましたが、他会派の賛成に
より可決されました。
　また、介護保険料の値上げ議案が出されま
した。神田市議は「介護保険制度がスタート
して20年。3年に1度の改定のたび、介護
施設や介護サービスが充実するたびに保険料
が値上げされている。一方で給付削減が押し
つけられている。国に対し、保険給付や保険
料の在り方など抜本的に変えるよう求める時
ではないか」として反対しましたが、他会派
の賛成により可決されました。

　2月 2日、2021 年 4 月入所の一時
利用調整結果が発表され、申し込みが
9532人あり、承諾が7269人、そして
不承諾が2263人だったことが明らか
になりました。コロナ禍でも申込者数は
昨年比+506人で過去最高となり、認
可保育所を求める保護者のニーズの高さ
がうかがえます。
　さいたま市は待機児童数が全国ワース
トワンとなり、民間の私立認可保育所の
整備を進めてきました。そのため承諾数
は昨年比+1116名で過去最多となりま
したが、それでも多くの子どもが認可保
育所へ入所できませんでした。今後、二
次募集を受けて調整が図られます。
　党市議団には、さいたま新都心周辺の
住民の方などから「今後、駅前大規模マ
ンションへの入居が進むとますます認可
保育所への入所が難しくなるのではない
か」など懸念の声が届いています。本市

のどこに住んでいても、希望するすべて
の子どもが入所できるよう、公立も含め
た保育所整備が求められます。

認可保育所
一次募集 2263人が不承諾入所型高齢者入所型高齢者・・障害者施設職員等へ障害者施設職員等へ

PCR検査を実施PCR検査を実施
モデルケース 収入

保険税（年額）

改正前 改正後 増額

65歳
から
74歳

単身

年
金

220
万円

94,800
円
96,100

円
1,300
円

320
万円

198,600
円
201,400

円
2,800
円

2人
世帯

320
万円

236,600
円
240,000

円
3,400
円

446
万円

333,300
円
338,000

円
4,700
円

40代夫婦・
子ども 2人
（未就学児）

給
与

443
万円

482,200
円
491,300

円
9,100
円

568
万円

599,000
円
610,000

円
11,000

円

2021 年 4月入所
利用
申込者数

一次利用調整
承諾 不承諾

西区 810 637 173
北区 960 772 188
大宮区 794 590 204
見沼区 793 637 156
中央区 741 560 181
桜区 509 415 94
浦和区 1701 1240 461
南区 1612 1168 444
緑区 1149 911 238
岩槻区 463 339 124
合計 9532 7269 2263
0 歳児 2406 2057 349
1 歳児 3771 2678 1093
2 歳児 1645 1150 495
3 歳児 1238 1035 203
4 歳児 345 258 87
5 歳児 127 91 36
合計 9532 7269 2263

（さいたま市資料より）

モデルケース別 国民健康保険税負担増額


