日本共産党飯能市議団は 日︑大久保勝飯能市長
に対して︑﹁保育所待機児童解消のための緊急要望
書﹂を提出しました︒
して市は︑６月議会に
補正予算を組み︑保育
士７名︵山手保育所６
名︑子育て支援センター
１名︶を採用し︑山手
名の待機児童

保育所の保育室を工夫
して︑
を受け入れることとし
ていました︒保育士採
歳まで

090-7265-1601

090-4389-4439
090-4010-5650

名の

月までに解

用試験も実施しており︑

は︑﹁現在︑来年度の採

善と合わせると多額の費

ついては他の非常勤の改

ろ︒臨時保育士の処遇に

上合計１１２０万６００
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主催：消費税廃止飯能連絡会

直ちに二次募集を行って
保育士を確保し︑
待機児童を

育資格のある保育課の職

既卒者など条件によって

用が必要になることから

歳の方３２８
歳以上
であった年金制度の補完

０円の支給をした︒この

飯能市立博物館
で﹁ー未来へつ
なぐ地域の記録
︱吾野﹂の特別
展︵ 月 日〜
月 日︶が開
催されています︒
この特別展は地域の人々
の﹁自分たちの歴史を
残したい﹂という思い
が結実して開催された
ものです︒少子高齢化
や人口減少は吾野地域
支給方法なりこの事業に
だけの問題ではありま
就いては検討していく﹂
せん︒今回の特別展が
＊その後︑ 年 月議会
困難で難しい問題に一
に﹁敬老祝い金条例を廃
石を投じ︑地域再生の
止する条例案﹂が提案さ
一助になることを心か
ら願うものです▼吾野
れ︑保守・公明・維新の
地域では︑来春から施
賛成で可決され︑ 年度
設隣接型小中一貫校
から廃止となりました︒
﹁奥武蔵創造学園﹂が
②﹁自治会活動︑体育
発足します︒これまで
協会への補助金支出に
の東吾野︑西川︑吾野
ついて﹂
小学校は統合して奥武
坂井市議﹁自治会活動
蔵小学校︑中学校は奥
武蔵中学校として︑フィ
推進費について︑全くの
ンランドの教育等から
新規での仲間入りはハー
積極的に学び︑世界最
ドルが高く︑長く活動さ
先端の教育に取りくむ
れている方の伝統となり
といいます▼小中一貫
つつある部分があるなど︑ 教育は少なくとも飯能
税の支出先として確認が
市全体の問題です︒フィ
ンランドの教育に学ぶ
必要﹂﹁体育協会への補
といいながらランチルー
助は︑やはり特定の関係
ムをなくしてしまうな
者のつながりが強く︑全
ど本気度を疑わせる対
くの一般市民の参加がど
応もあります︒自分た
こまで促せたのか問題だ﹂
ちの地域︑学校をどう
などと団体への補助金支
するのか︑もっと論議
出が特定の市民への支出
が必要な気がするので
すが︒

お話：梅村さえこさん
元全国消費税を
なくす会事務局
長・参院比例区
予定候補

だと指摘しています︒

14

消すること︒また︑現在
働いている常勤的非常勤
保育士を正規保育士とし︑
臨時保育士の処遇改善を
行い︑抜本的な対策に踏
み出すこと﹂を強く求め
ました︒

員を１名配置して１歳児

は︑前倒し採用も考えら

対応した上良二副市長

名

５名︑２歳児５名の

慎重に検討しなければな

のみ受け入れること﹂が
明らかとなりました︒

かサービス提供への転換

日本維新の会・坂井市議の質疑と討論

﹁行革﹂迫る維新の主張

保育士採用が困難な中︑
６名の応募者がありなが
ら１名しか採用せず︑待
機児童の３分の１しか解

日本維新の会・坂井え

つ子議員の主張の特徴は︑ がなされている流れの中

消されないことはとんで
もないことです︒心待ち

徹底した﹁行革﹂です︒

答弁 ﹁祝い金の支給状

ての成果を伺いたい﹂

でこの祝い金事業につい

していた保護者にとって

年度一般会計決算認

年９月議会では

平成
﹁

も到底認められません︒
市長の緊急対策を期待し

定﹂に対する質疑と反対

歳の方８８８人に各７０

年度実績で︑

た保護者はもちろん︑市

討論をみてみましょう︒

００円︑

況は︑
民の信頼を裏切るもので

人に各１万円︑

す︒

①﹁老人福祉費の敬老
い金の廃止について﹂

人に各３万円︑以
目的で敬老年金︑既に多

事業は︑平成

の方

くの自治体で見直しの段

継続しているが見直しの

坂井市議﹁戦後︑脆弱

緊急申し入れでは︑

階を終えて︑現金支給と

時期にきているのではな

二次募集を行い
年内には 名受入を

﹁市は︑重大なこととし

いうのは廃止がすすんで

いかと考えている︒今後

年度から
て受け止め︑受験者の年

いる状況である︒変更と

9 10

30

れる︒民間にも色々とお

pluto.plala.or.jp

らない﹂と述べました︒

090-7000-4481

齢を制限することなく︑
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江
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と
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願いにも回っているとこ

消費税１０％ストップ
国民の暮らしを守る
77

用については

で︑現在の臨時保育士
保育士も積極的に募集す

富士見公民館

99

も受験対象とし︑臨時
保 育 所に 入所 で きな い

ると言うことでありまし
ところが︑９月議会の

待機児童の問題は全国的
２０１８年度の入所希望

山田議員の一般質問の答

た︒

者は１２６７名と前年よ

弁で︑﹁保育士採用は年

10月

17

にも深刻で︑飯能市も︑

り増えており︑入所でき

度途中のため応募者が少

28日(日)午後1時30分〜
88

30

消費税学習会
28

57

９７３−１０９１

なく６名であった︒その

29

29

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@
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うちの１名を採用し︑保

28

30

滝

30

17

名となりま

ない児童は
した︒

待機児童緊急対応策と
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全国の事例︑何を生かすか
各常任委員会で行政視察

総務常任委員会

の説明がされました︒
②秋田県大館市の空き公

経費が削減されていると

に昼食を楽しんでいます︒ 守管理を行っていた時よ
記 新井たくみ
リ２億６６００万円ほど
〜 日青森・秋田県
①青森県弘前市の自治体

関屋の秋丁字 ︵セキヤノアキチョウジ︶

から条

この時期︑半日陰の道端などに青紫色の小さな筒状

の花を沢山付けて咲いています︒背丈は

ンディングでは︑資金・

間が一緒に取り組んでい
る︒中でもクラウドファ

スを活用し︑自治体と民

の公民館があり︑活発な
地域活動がされている︒

住民は１３０世帯︒４つ

徒数は

人︒この地域の

体型︵１年生から９年生︶
の一貫校︒現在︑児童生

成

年から共同利用を開

で︑弘前市では大鰐町︑
田舎館村︑西目屋村で平

経費の削減等を図るもの

り︑情報システムに係る

と共同利用を周辺自治体
と連携し進めることによ

体の情報システムの集約

を活用して︑地方公共団

用が進んでいるクラウド
コンピューティング技術

定資産税の免除等を行っ
ている︒障害者支援施設

定し︑譲渡額の減額や固

員を雇用する事業者を
﹁指定事業者﹂として指

した︒新たに常用の従業

利活用促進条例﹂を制定

用を図るため︑平成 年
﹁大館市空き公共施設等

民間事業者による有効活

公共施設の空きが発生︒

の市町村合併に伴い︑保
育所︑障害者施設などの

しまい︑スケート場計画

言う説があります︒

りに咲いていたからと

言い︑箱根の関所の周

す︒

クラウドシステムを視察︒ 共施設の有効活用を視察 ︒ 件が揃えば１ｍぐらいになります︒

スキル・空間・安全を基

特徴的なことは︑コミュ

始︒ 年度には平川市も
参加し５市町村で電算シ

や保育所が食品加工施設

〜

日 宮崎県

滝沢おさむ

秋丁字がそうで︑関屋

と付くのが東に分布し︑

西に分布するものは︑

ただの秋丁字と言いま

関谷は関所の番小屋を

が浮上します︒しかし︑

ヘムレンさんはただただ

年金で静かに暮らすこと

だけが望みです︒

ヘムレンさんの気持ち

の切符きりを毎日淡々と

ヘムレンさんは︑遊園地

年金の話が出てきます︒

ムーミンの小説の中に

のトーベヤンソンの目線

欲しいと望みます︒作者

しいけど︑静かに遊んで

供たちが楽しく遊んでほ

ムレンさんは遊園地で子

とってもわかります︒ヘ

しています︒夢は老齢年

が中々おもしろいです︒

静かに暮らせるムーミン

金で静かに暮らすことで

ムーミン谷にも年金が

谷に移住したくなりまし

年金が充実していて老後

あったんだとびっくり︒

た︒

真由美

遊園地は大雨で流されて

す︒

ですね︒

パークができあがりそう

着々とムーミンテーマ

ムーミン谷の
年金

東のヤマメと西のアマゴが有名ですが︑植物でも︑

東で分類が分かれているものがあります︒魚類では︑

同じ種類の生物が︑箱根山や南アルプスを境に西と

月は３つの常任委員

調に取り組み︑１００人
以上の雇用を創出してい
ニティースクールの実践

ステムを共同利用してい

に転用されるなど︑地域

記

年

会の県外行政視察があり
ました︒今回は︑厚生文

るという︒

して子どもたちを位置付

る︒弘前市では住民記録

の活性化や雇用機会拡大

大館市では︑平成

教︑総務常任委員会の特

元企業をつなぐ取り組み

けていることでした︒ま
た︑職員室はひとつで小

や税金関係︑児童手当な

10

近年︑様々な分野で活

徴的なものの概要をお知

として︑行政と企業が連
係して︑子ども食堂を２ヶ

中学校の教員が相互に乗

どの福祉関係情報など

年 度 か ら施 設 一

らせします︒

所開設︒企業や農家など

り入れて授業も行い︑小

件の業務をクラウドシス

厚生文教常任委員会

から提供されて余裕がで

学部は５年生３人︑６年

テム化しており︑市で独

オスプレイ反対東京連絡会

12

16

17

オスプレイを横
田基地に配備さ
せない
30

15

24

月 日︵土︶
午後 時 分〜
東京都 福生市 ・多
摩川中央公園
情勢報告・リレートー
ク・アピール行進
27

1

＊飯能市平和委員会と
して︑東飯能駅を 時
６分発の八高線で参加
します︒

10

30

30

感心したのは︑貧困と

た材料で︑地域の独居高

生１人ですが︑複式授業

リングエコノミーを視察︒ 格差をなくす事業として︑ などで地域と学校の連携
地域資源と企業のリソー 子どもたちへの思いと地 が強いこと︑その主役と

①宮崎県日南市のシェア

ているということでした︒ は行っていません︒ラン

齢者に配食サービスをし

チルームもあり︑全ての

につながっている︒

②都城市笛水小中一貫校

30
cm

自にシステムを運用・保

22

児童生徒︑教職員が一緒

10

の取り組みを視察︒

平成

16

15

27
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