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障がい者の緊急一時保護施設を視察

セーフティネットとして
さいたま市にも

児童割加算の廃止で

委託金が大幅減額？！

46人以上の
学童で

5 月 22 日、2022 年度さいたま市学

導入されたものの、これまで児童数に応

童保育連絡協議会の第 22 回定期総会が

じて出されていた児童割加算が廃止とな

オンラインで開催され、久保みき市議が

り、46 人以上の学童保育では委託金が

参加しました。

大幅減額となることが明らかになりまし

さいたま市の学童保育（放課後児童ク

た。委託金が減額される学童保育には、

ラブ）は、2022 年 4 月現在、公立 74

今後 5 年間だけは市から委託金の補填

カ所、民間 222 カ所の合計 296 カ所と

があります。しかし、その間に分離や新

なりました。コロナ禍で大変な苦労を重

設が必要で、そこへの支援は不十分なま

ねてきましたが、各地の学童保育連絡協

まです。

議会の努力で、
「放課後児童支援員等処

久保市議は「育成支援体制強化事業に

遇改善臨時特例事業」の導入がすすめら

ついて、周辺業務だけでなく本来業務へ

れてきました。

の充当も可とされたようだが、そもそも

一方で、2022 年から実施の委託金制

本来業務への助成額が減少した問題は残

度の大幅改定では、育成支援体制強化事

されたまま。
議会で取り上げていきたい」

業（周辺業務＝保育以外の業務にあたる

と話しました。

スタッフを配置する際の経費が対象）が

施設長から説明を受ける久保・金子の両市議

5 月 17 日、久保みき市議と金子あ
きよ市議は東京都板橋区の障がい者緊急保護

人に運営を委託しています。区在住の 1 〜

日 3 人として、必ず緊急保護ができる枠を

ーフティーネットとして、なくすことのでき

施設「赤塚ホーム」を視察しました。党市議

64 歳までの心身障がい児者が対象で、手帳

残しています。

ない大切な施設と考えています」と話してい

団には、障がい当事者や家族から「ショート

があれば区分は問われません（費用も一律、

ステイの予約を取ろうとしても態勢が取れな

減免制度あり）
。

それができるのは、都と板橋区が運営に責
任を持って 10 人の職員配置をおこなってい

ました。
金子市議は、
「障がい者の家族にとって、

いと断られてしまう」
「冠婚葬祭など、緊急

保護者や家族の病気、冠婚葬祭など一時的

るからです。利用登録している人はいつでも

いつなにがあってもここで受け入れてもらえ

に利用したくても予約がいっぱいだと断られ

に介護できなくなった場合に、介護が受けら

受け入れるため、専門性のある職員が配置さ

る、区の施設があるということが大きな安心

た」と言った声が寄せられています。

れます。定員は 8 人で、すべて個室が用意

れています。看護師が複数配置され、重度障

になる。さいたま市でも、こうした制度が実

「赤塚ホーム」は板橋区立赤塚福祉園（通

されています。介護者の休養のためレスパイ

がい者の利用にも対応しています。案内して

現できるよう議会のなかで求めていきたい」

所施設）のなかにあり、板橋区が社会福祉法

ト利用することもできますが、その上限を一

くれた板橋区の職員は「いざというときのセ

と話しました。
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見沼区

宮ケ谷塔の自然を守れ
け）
」と呼ばれる、沼や湖を新田開発する独
特の水田形態が埋もれていることを紹介し、
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男女共同参画社会
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非正規公務員は 75％が女性
2019 年、女性の国家公務員一

上級管理職（局長・審議官級）に占める女性割合

「この開発で水田が失われれば、水田と屋敷

般職試験の合格者が、過去最高に

林が織り成す原風景はさいたま市から完全に

なりました。国家公務員・地方公

喪失する」と述べました。芝浦工大名誉教授

務員共に女性の採用割合は増え

佐々木明男氏は、宮ケ谷塔に生息する絶滅危

ています。上級管理職以上に占

5 月 22 日、
「食肉卸売市場・と畜場」と「道

惧種・準絶滅危惧種の動植物を紹介し、この

める女性の割合も年々増加して

30

の駅」の建設予定地である見沼区宮ケ谷塔は

広大な水田と屋敷林で見事な生態系の循環が

いるものの、ようやく 4.2％程度

20

どんな地域なのか、
「宮ケ谷塔開発を考える

繰り返されていることを示しました。

戦後すぐの航空写真（宮ケ谷塔・深作・小深
作と深作沼）が示される

売市場・と畜場」となる 9 万㎡の水田の下

暮らしと自然環境保全への配慮が欠かせな

活躍、男女共同参画において日本

には江戸時代に作られた「ホッツケ（掘り付

い。議会でとりあげたい」と述べました。

はまさに発展途上国です。

く
久保みきが行 ！

犬猫殺処分ゼロ達成

処分数がゼロになりました。私が議員になっ
た 11 年前、さいたま市は 300 頭以上の犬や
猫をガス室で処分していました。私は「殺す
予算から生かす予算へ」と声をあげ続け、殺

動物愛護ふれあい
センターの前で

2021 年度、さいたま市はついに犬猫の殺
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て著しく低くなっています。女性
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み出してきた。開発にあたっては地元住民の
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埋蔵文化財研究者の小川岳人氏は「食肉卸
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7.5％。官民ともに諸外国と比べ
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為が、気候危機を促進し、新型の感染症をう

み市議が参加しました。
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数は急増しているものの役員数は
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とば市議は「景観や環境を無視した開発行
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カナダ

会」が 2 度目の学習会を開催し、とばめぐ

（表）
。民間企業でも就業者や役員

50

占めています。

男女共同参画を進める立場にある公務職場

とばめぐみ市議は「家事、子育て、介護等

においても、財政難を背景に、地方自治体で

家庭のなかの重要な役割の比重はまだまだ大

働く非正規公務員は増え続けました。総務省

きく女性に傾いており、就業する女性が増え

の 2016 年の調査では、全国の自治体で働

ても、働き続けること、特に正規として働き

く非正規公務員は約 64 万 3000 人。
、国が

続けることを困難にしている」
と述べました。

正規職員の数を厳しく管理するようになった

次号では、こういった働き方の実態のなか

2005 年から 4 割増え、
5 人に 1 人が非正規、

で日本の家族がどう変化しているのかを取り

このうち女性は約 48 万 1000 人と 75％を

あげます。

あなたの身近な議員です

処分は 2019 年度 13 頭、2020 年度 2 頭と
減り、ついに、2021 年度ゼロになりました。

させているんだと感動しました。同時に、不

昨年、動物病院で「動物愛護ふれあいセン

幸な動物たちを減らすために日々努力してい

ター」の職員さんが、センターの動物を連れ

る市民のがんばりによって殺処分ゼロを達成

てきているのを見ました。今まで安楽死をさ

したことを忘れてはならないと感じていま

せていたような動物も、こうして通院、治療

す。
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