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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

　6月 16日、6月議会の先議議案について
本会議で討論・採決がおこなわれ、金子あき
よ市議が「さいたま市指定障害福祉サービス
の事業等の人員、設備、および運営の基準等
に関する条例等の一部改正」について、反対
の討論をおこないました。
　この議案は、乳児院の長の任用要件を厳格
化することや、指定障害福祉サービス事業者
等や児童福祉施設、家庭的保育事業者などが
デジタルで記録を保存することを可能とする
とともに、障害福祉サービス施設、事業所が
利用者に対して提供する支援サービスの内容
を決定する契約時に取り交わされる書面等を
デジタル化してもよい、という内容です。
　障がい福祉サービスは制度上も多岐にわた
り、障がい支援区分によって受けられるサー
ビスや費用負担について違いがあるなど、大

契約書面のデジタル化契約書面のデジタル化
障がい者の利益を障がい者の利益を

損なうおそれ損なうおそれ

変複雑なしくみです。障がい者や家族などが
契約の内容を理解するうえで、確実に紙で契
約内容が手元に残ることが大切です。障がい
の状況、程度などによっては、書面をデジタ
ル化することの承諾をどう取るのかも問題に
なります。
　金子市議は「デジタル化されたときに、契
約や同意に関わるトラブルが生じる懸念があ
り、国において講じるべき防止策が現時点で
はまったく明確になっていない。このまま交
付・説明・同意等のデジタル化だけを進める
のは、障がい者の利益を損なうことになりか
ねない」として反対を表明しました。

　6月 18日の文教委員会で「東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会に関す
る学校連携観戦チケットのキャンセル」の報
告があり、金子あきよ、たけこし連の両市議
が出席しました。

　埼玉県は6月22日、東京オリンピックの
聖火リレーについて、「まん延防止等重点措
置」が適用されている川口市（7月6日）と
さいたま市（7月8日）について、公道での
聖火リレーを中止すると発表しました。
　6月議会本会議の代表質問で、松村としお
市議が東京オリンピックの聖火リレーの中止
を求めていました。松村市議は「オリンピッ
クをこのまま強行すれば感染拡大を招く恐れ
があるという専門家の指摘、また世論調査で

　市教育委員会の報告によると、オリンピッ
クの「学校連携観戦チケット」を利用して市
内すべての中学2年生および3年生を観戦
させる予定でしたが、それを取り止め、市が
申請した2万 3000人分すべてのチケット
をキャンセルしたとのことです。
　たけこし市議が、中止を決断するに至った

も7～8割の国民が中止や延期を求めている。
さいたま市でおこなわれる聖火リレーについ
ても計画どおり実施するのか。県に対して中
止を働きかけるべきではないか」と質しまし
たが、市は「対応を注視する」と消極的な答
弁でした。しかし、県の判断により2市の聖
火リレーは実施されないこととなりました。
　なお、さいたま新都心公園でおこなわれる
「セレブレーション」についても開催方法を
再度検討する方針です。

さいたま市内の聖火リレーが中止

理由を質したところ、市教育委員会は「オリ
ンピック観戦時にPCR検査の陰性証明が必
要との報道があった。陰性証明が必要になっ
た場合、2万3000人分の検査予算を確保で
きるか不透明だった。また校長会から『集合・
解散時に密をつくらないのは難しい』『交通
手段が公共交通に限定されており、１グルー
プ40人の児童が移動するのは困難』などの
意見が出された。保護者からも不安の声が寄
せられたため」などと答弁しました。
　たけこし市議は「オリパラ学校連携観戦は、
コロナ禍以前の事業にもかかわらず、計画を
再検討しなかった。直前まで放置した結果、
ただでさえ多忙な教育現場にさらなる混乱を
もたらしたことは問題」と話しました。
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　6月 18日、保健福祉委員会にて、市
立病院旧病棟（緑区）の解体に関する報
告があり、松村としお市議が出席しまし
た。
　市立病院旧病棟は2020年 8月に解
体着手予定でしたが、新型コロナウイル
スの感染拡大に備え、解体が延期されて
きました。3月1日より発熱外来が設置
され、インフルエンザ流行期が終了する

6月末まで運用。また医療従事者への新
型コロナワクチン接種の会場としても活
用され、6月末で接種は完了しました。
　今後については、旧病棟は空調施設が
使用できず、夏場の発熱外来としての使
用が困難であることから、新病棟の隣接
地に仮設のプレハブで発熱外来を設置。
入札などをおこない、旧病棟は9月以
降に解体工事に着手する予定です。

市立病院旧病棟 解体へ市立病院旧病棟 解体へ

　6月 19日、民青同盟埼玉県委員会が主催
する「街かどフードパントリー（緊急食糧支
援）」がおこなわれ、金子あきよ、たけこし
連の両市議が視察しました。埼玉大学生向け
の「フードパントリー」は今回で10回目と
なります。
　当日は雨にもかかわらず、50名以上の学
生が訪れ、米やレトルト食品などの食材や、
生理用品などの日用品を受け取りました。参
加した学生の声を集めたアンケートには、コ
ロナによってアルバイトがなくなったため食
費や光熱費など生活費を削り、学費負担や奨

学金返済にも不安がある、など深刻な実態が
記載されていました。就活や進路、感染につ
いての心配も多くの学生が訴えています。
　金子市議は「スタッフとして参加している
学生から『孤立しがちな生活だけど、今日こ
こに来てみんなと話ができたのがよかった』
といった発言があり、支援を受ける学生だけ
でなく支援する学生にとっても、貴重な場に
なっている。行政の支援のあり方も考えてい
きたい」と話しました。 対象者 発送予定日 予約開始日時 市内対象者数

65歳以上の方 発送済み 受付中 約 32万人
60～ 64歳の方 6月 30日（水） 7月　7日（水）10時～ 約 7.2 万人
55～ 59歳の方 7月　9日（金） 7月 21日（水）10時～ 約 8.8 万人
50～ 54歳の方 7月 16日（金） 8月 10日（火）10時～ 約 10.9 万人
40～ 49歳の方 7月 21日（水） 決まり次第

お知らせします
約 20.2 万人

12～ 39歳の方 7月 30日（金） 約 41万人

64 歳以下のワクチン接種
接種クーポン券の発送・予約開始時期 ※予約には接種クーポンが必要です。

　6月 21日、保健福祉委員会で新型コロナ
ワクチン接種に関する報告があり、松村とし
お市議が出席しました。市からは、ワクチン
の供給状況や小中学校教員・保育士等への優
先接種、区役所・公共施設・民間施設等の集
団接種会場や特設接種会場（桜木駐車場、浦
和競馬場）のスケジュール、集団接種会場へ
の移動手段として専用バスを運行することな

どが報告されました。松村市議は「党市議団
の要望で改善された部分もある。引き続きス
ムーズな接種に向けて必要な提案をしていき
たい」と述べました。
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