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良好な教育環境は
つくれない

神田よしゆき
とば めぐみ
たけこし 連

公立保育所
「半分程度」に減らす ⁉
2 月議会 保健福祉

2 月議会 文教
好な教育環境の整備」という目的は果たせな
2 月 14 日、文教委員会で所管事務調査報
告があり、金子あきよ、たけこし連の両市議
が質疑をおこないました。
「武蔵浦和駅周辺地域の教育環境の改善」

いことが明らかになりました。

子どもの新型コロナ感染が激増
今年に入って急激な感染拡大が起こって

のため、義務教育学校を整備するという計画

おり、2 月だけで小学校 1331 人、中学校

合を 2023 年におこなうことも明らかにな

について、素案では 3 つの校舎の児童生徒

337 人、
市立高校 49 人の陽性者が出ました。

りました。今回報告された計画の有無にかか

数等は下表となると報告されました。

学級閉鎖等は、文部科学省のガイドラインの

わらず、すでにさいたま市は公立保育所統廃
合を次々と進めています。

問題は、2026 年度までにこの地区の小学

基準を参考に、学校と教育委員会が協議し、

校 5 校で 19 学級も増加するとの見通しを教

決定しています。また、学級閉鎖などで登校

報告を受けた保健福祉委員の松村としお市

育委員会が示したことです。さらに、地区内

できない状況では、タブレット端末を使って

議は「大変おどろいた。公的責任を投げ捨て

の浦和別所小学校は現在 33 学級。9 学級は

オンライン授業がおこなわれ「オンライン特

るひどい計画だ。保育所を減らさなくても、

減らさないと「過大規模」状態は解消できま

例授業出席日数」としてカウントされるとの

所のあり方に関する基本方針」を 2023 年

人を増やせば機能強化はできる」と指摘。市

せん。そのため、金子市議が「計画されてい

説明がありました。

に策定する計画が報告されました。

は「市職員の定員管理計画で定数が決まって

る学級数ではこれらの状況に対応できないの

その中心は「公立保育所を再編し、機能向

いる。難しい」と答弁し、削減ありきの姿勢

ではないか」と質しました。しかし市教委は

出勤している教員が極めて多忙であることを

上を推進する」ものです。機能強化として民

を示しました。さらに、
「公共施設マネジメ

「地域全体でならしていく」との答弁。義務

指摘し、
「濃厚接触者となり休んでいる教員

間保育所への支援・交流、医療的ケア児支援

ント計画（公共施設を減らす計画）を超える

教育学校の計画を進めても、この地域の「良

が、自宅からオンライン授業をおこなうよう

などをあげ、公立保育所を半数程度に減らし

のではないか」との指摘には「明確な数字は

て浮いた人員を「機能強化」にあてるとして

ない」とまともな検討がされていないことを

います。
「基本方針」は 2022 年に作成し、

明らかにしました。このままでは突出した削

2023 年から実施する予定です。しかし、す

減計画になる可能性があります。松村市議は

でに鈴谷東・西保育園（いずれも中央区）の

質疑を踏まえ、
「削減理由も根拠もあいまい

統廃合が決定され、さらに下落合団地保育園

だ。公立保育所を減らすこの計画は撤回すべ

と与野本町保育園（いずれも中央区）の統廃

き」と主張しました。

2 月 14 日の保健福祉委員会で「公立保育

金子市議は、教員にも感染が広がるなか、

求められたり、本来は授業をすることができ
（表）整備基本計画（素案）によると…
校舎

児童生徒数

学級数

そのうち
特別支援学級数

浦和大里校舎

800 人

26 学級

2 学級

内谷校舎

800 人

26 学級

2 学級

沼影校舎

2000 人

63 学級

6 学級

3600 人

115 学級

10 学級
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ないスクールアシスタントが授業をおこなっ
ている実態があると聞いた。
問題ではないか」
と質しました。教育委員会は「そのような実
態は把握していない」としましたが、いずれ
も適切でない実態がある場合は指導をする、
と回答しました。
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10万円の子育て給付金 対象が拡大
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農業者への支援を
いまこそ

すでに実施されている子育て世帯への臨時

年 3 月分の児童手当受給者になった方、②

特別給付金（子ども 1 人 10 万円）について、

2021 年 9 月 30 日において高校生等を養育

基準日以降に離婚するなどあらたに支給対象

していなかったが、離婚等により 2022 年 2

の養育者となっているにもかかわらず、給付

月 28 日時点において高校生等を養育してい

金を受け取れなかった方に対し、国の支給要

る方が対象です。詳細は、党市議

領にもとづき支給が実現しました。昨年 12

団の YouTube をぜひご覧くださ

を訪ね、見学と懇談をしました。農園には野

月議会の予算委員会で金子あきよ市議が支給

い。

菜の直売所があり、
平飼いのニワトリがいて、

対象者は約 500 世帯・約 800 人で、申請
が必要です。① 2021 年 9 月分の児童手当
の受給者ではなかったが離婚等により 2022

※離婚等…離婚の他、離婚協議中で配偶者と別居
している方、DV 避難者や里親、児童養護施設等
の特例で一括給付金の支給先変更ができていない
方、養子縁組や海外からの帰国者も含まれる

母親たちの願い実現へ

2 月 11 日、私は見沼田んぼの農園（緑区）

産みたての卵を販売しています。やぎも飼っ
ていて、まさにアニマルウェルフェア（※）
を実践。その場にいるだけで生き返ったよう
な気持ちになりました。
懇談では、田んぼの保全、新規就農者の課

条件もある。そのために、ストレスでメンタ

題などが話されました。さいたま市の水田の

ルをやられた方もいる」とのことでした。就

減少は深刻で、見沼田んぼでも水田面積は全

農者にあった研修やその人らしい農業が実践

体の 5％ほど。貴重な水田を守り増やす努力

できるような支援が必要です。

が今こそ求められます。新規就農者の問題で

さいたま市母親大会実行委員会と懇談

は、
「夢と希望を持って有機農法をやろうと
思っても、教えてくれる場所がない」
「農業

さいたま市内の労働組合・女性団体・文化

機械が高く、
お米づくりに手が出せない」
「年

団体等が加盟する、さいたま市母親大会実行

150 万円もらえる青年就農給付金（今は農

委員会は、毎年各団体の要望を集めてさいた

やぎもいました

実現を求めていました。

平飼いのニワトリと私

要求
実現

日本共産党さいたま市議団ニュース

懇談に参加する金子、とばの両市議（中央）

ま市に届け、交渉・懇談をおこなっており、

業次世代人材投資資金と名称変更）
があるが、
書類が煩雑で申請のハードルが高く、返金の

党市議団も参加してきました。今年は新型コ

懸念と対策を求める声のほか、医療現場から

ロナ第 6 波の大きな広がりで懇談は中止と

は無料低額診療に申し込みが殺到しており、

なりましたが、2 月 10 日、実行委員会のみ

住所不定で連絡がとれなくなった後に亡くな

なさんと党市議団で懇談をおこない、金子あ

っていた事例などが報告されました。とば市

きよ、とばめぐみの両市議が参加しました。

議は「母親や女性の願いを束ねた 67 年の母

懇談では、公共施設マネジメント計画によ

親運動の歩み、生命を産み育てる母親たちの

る公共施設の縮減や、義務教育学校建設の問

願いは要求の源。要求実現のために市議団も

題、学校教職員に精神疾患が多いこと等への

とりくみたい」と述べました。

※アニマルウェルフェアとは
家畜に心を寄り添わせ、ストレスをできる
限り少なく、行動要求が満たされた健康的
な生活ができる飼育方法をめざす畜産のあ
り方。欧州発の考え方で、日本では「動物
福祉」や「家畜福祉」と訳される。

あなたの身近な議員です
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