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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

　新型コロナウイルスが驚異的な早さで感染拡大しています。オミクロン株の市中感染の確認
にともない、2021	年 12	月 28	日から感染リスクが高い環境にある等感染に不安を感じる無
症状の県民の方は、県内薬局、ドラッグストアにて無料で検査を受けられるようになりました
（埼玉県PCR	検査等無料化事業）。
　以下、さいたま市内の無料で検査を受けられる場所です。大変混み合い、予約が必要なとこ
ろが多いです。在庫不足との声も届いています。党市議団は、検査キットを充分確保して希望
者がすべて検査できるよう、また検査箇所を増やすように今後も求めていきます。

　2月1日（火）から3月11日（金）まで、2月議会が開催されます。市長の施政方針に対
する代表質問がおこなわれ、党市議団から松村としお、たけこし連の両市議が登壇します。

松村としお市議

1.	新型コロナ対策について
2.	市民のくらしを支える財政へ
3.	市庁舎移転について

たけこし連市議

1.	子どもの権利条約をいかした
　条例制定について
2.	気候危機打開に向けた
　さいたま市のとりくみについて
3.	生活困窮者への
　窓口対応等について
4.保育所入所希望者の承認状況

請願の採択に全力

　党市議団が紹介議員になった請願
は、次の通りです。
●	日本政府に「日米地位協定」の見
直しを求める意見書提出に関する
請願
　	（提出者：さいたま南平和委員会・
おおみや平和委員会）

2件の意見書（案）を提出

　党市議団が提案した意見書（案）
は次の通りです。
●	2030年までのCO2削減目標を
引き上げることを求める意見書
（案）
●	「安全な中絶 ·流産」の実現を求
める意見書（案）

代表質問項目（予定）

22月議会が月議会が
はじまりますはじまります 区 機関名 電話番号 区 機関名 電話番号

西
区

ウエルシア薬局さいたま佐知川店 048-620-5533
有限会社千葉薬局中野林店 048-622-7191
クスリのアオキ西大宮薬局 048-782-5851

北
区

ウエルシア薬局さいたま宮原駅前店 048-654-5200
ウエルシア薬局さいたま土呂店 048-662-5433
ウエルシア薬局さいたま宮原ベルク店 048-669-6500
ウエルシア薬局さいたま奈良町店 048-662-8818
ウエルシア薬局さいたま宮原 4 丁目店 048-661-5601
日本調剤ステラタウン薬局 インターネットで予約
ウエルシア薬局さいたま今羽店 048-660-3681
弁天薬局 048-662-5444

大
宮
区

ウエルシア薬局ダイエー大宮店 048-657-6200
薬局トモズ大宮店 048-871-7201
ウエルシア薬局さいたま三橋店 048-657-6213
ドラッグセイムス堀の内薬局 048-650-9770
木下グループ PCR 検査センター 大宮店 080-7027-9176
豊田クリニック 048-642-0088

見
沼
区

ウエルシア薬局さいたま深作店 048-682-6001
かえで薬局東大宮店 048-793-6046
医療法人社団 愛正会 宇井レディスクリニック 048-688-4622
ウエルシア薬局東大宮パトリア店 048-689-9428
ウエルシア東大宮薬局 048-688-9888
クスリのアオキ深作薬局 048-796-5871
ウエルシア薬局さいたま大和田店 048-682-6721
ウエルシア薬局さいたま南中野店 048-681-5505
ウエルシア薬局東大宮 4 丁目店 048-660-1566
ぺんぎん薬局 大和田店 048-795-4355
クスリのアオキ蓮沼薬局 048-876-9826
ドラッグセイムス東大宮西口薬局 048-666-0905

中
央
区

ウエルシア薬局さいたま新都心けやきひろば店 048-600-0560
ウエルシア薬局さいたま与野店 048-851-4507
イオン薬局与野店 048-856-7210
ドラッグセイムス与野鈴谷薬局 048-859-6571

桜
区

ウエルシア薬局さいたま栄和店※ 048-840-0107
さくらそう薬局 070-4234-2467
フクロ薬局西浦和店 048-711-7733
ドラッグセイムス西浦和薬局 048-839-7288

浦
和
区

ウエルシア薬局浦和上木崎店 048-823-5010
薬局トモズ北浦和店 048-814-2722
ウエルシア薬局浦和木崎店 048-811-1190
薬局トモズ北浦和東口店 048-767-7324
日本調剤 浦和中央薬局 インターネットで予約
サイトウ薬局 048-832-4861
医療法人天尽会敬愛クリニック 048-711-7582
望星北浦和薬局 048-822-9381

南
区

ウエルシア薬局中浦和店 048-710-5501
サン＆グリーン薬局だいたくぼ 048-826-5890
ウエルシア薬局武蔵浦和店 048-872-8171
ウエルシア薬局さいたま大谷口店 048-813-5757
セキ薬局 太田窪五丁目店 048-711-8210
南浦和薬局 048-836-2922
ドラッグセイムス太田窪薬局 048-887-3177

緑
区

ドラッグセイムス南浦和薬局 048-887-2565
ウエルシア薬局さいたま原山店 048-811-2050
つくだ薬局 048-753-9952
ウエルシア薬局さいたま原山 2 号店※ 048-811-1900
サン & グリーン薬局 048-875-6360
ドラッグセイムス東浦和薬局 048-810-5366

岩
槻
区

ウエルシア薬局岩槻西町店 048-749-8530
ふれあい薬局岩槻店 048-793-0200
たかやま薬局 048-756-2659
クスリのアオキ浦和美園薬局 048-793-7095
ドラッグセイムス岩槻薬局 048-758-3396

※電話受付不可

無料PCR検査はこちらで受けられます
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神田よしゆき
市議（北区）

金子あきよ
市議（南区）

たけこし連
市議（中央区）

とりうみ敏行
市議（浦和区）

松村としお
市議（緑区）

久保　みき
市議（桜区）

とばめぐみ
市議（見沼区）

あなたの身近な議員です

市議団ニュースは政務活動費で作られています

懇談に参加する（左から）松村、とばの両市議

１２月議会報告動画をご覧ください 日本共産党さいたま市議団 検索

新型コロナ対策
気候変動対策

（神田よしゆき市議）

　1月 19日、党市議団はさまざまな市民の
文化活動の現状やコロナ禍のもとでの実態、
要望等を聞き取るために懇談会を開き、松村
としお、とばめぐみの両市議が出席しました。
懇談には埼玉映画文化協会、埼玉合唱団、埼
玉市民劇場等が参加し、書家からは事前に意
見が寄せられました。
　どの団体も思うように興行できない2年
で経営は危機的状況にありながら、「芸術や
文化は人びとの勇気の源。精神面での健康に
もつながり、生命維持に必要な営み」と、文
化の灯を守り団体存続のための努力を語り
ました。「新しい文化施設を建設する際には、
その運営においても利用する市民、芸術家の
声をよく聞いてほしい」「市民芸術祭的なと

りくみは準備期間からよく話し合ってみんな
で練り上げるもの」「公民館やコミュニティ
センターに置かれたピアノが調律もされてい
ない。市の責任で調律を」等の声が寄せられ
ました。
　とば市議は「コロナ禍のもと、不安のなか
をみんなで生き抜くためにも文化芸術の力は
大きい。国や自治体は市民の文化を守る立場
で大きな支援が必要」と語りました。

　1月 24日、党市議団はさいたま地区労働
組合協議会と懇談をおこないました。金子あ
きよ、とばめぐみの両市議が参加しました。

　地区労には、さまざまな労働相談が寄せら
れますが、最近は職場でのパワーハラスメン
トに悩む労働者からの訴えが多くなっていま

セルフネグレクトに
ついて

（久保みき市議）

さいたま市庁舎移転の
考え方について

（とりうみ敏行市議）

す。若い人や女性からの相談が増え、相談を
契機に労働組合に加入する例もあるとのこと
です。世界の流れとなっている賃上げを求め
る運動を強化していきたい、との発言もあり
ました。
　公務労働の現場では、非正規職員の問題が
深刻です。市民と直接関わる重要な部署にも
非正規職員が配置され、待遇面で大きな格差
を生んでいます。地区労の参加者から「市は
率先して正規職員を増やし、他の民間企業に
対して模範を示して欲しい」との要望が出さ
れました。
　市議団にはこの間、会社から不当な扱いを
受け、生活困窮に陥った方からの相談が相次

いでいます。とば市議は最近受けた相談事例
を報告。今後の対応策については、企業の責
任を明確にさせるために、市議団と地区労で
連携をとっていくことを確認しました。

懇談に参加する（左から）とば、金子の両市議

芸術や文化は芸術や文化は
人びとの勇気の源人びとの勇気の源

文化団体と懇談

賃上げ求める運動つよめたい
さいたま地区労と懇談


