が届き、びっくりしてＮ

Ｎ議員の元運転手から
新たな証言と相談が
私はＮ議員から、「将

pluto.plala.or.jp

書あり）を預かり金とい
う名目で渡した」と話し
て い ます 。 白 根 氏 は Ｎ
市議が、『ウィッツの件
の返済については、今月
末（８月）から５万円づ
つ支払う』（約束書面あ
り）という約束を絶対に
果たしてほしい」と切実
に訴えています。
「週刊誌で報道されて
いた１人紹介すれば、四
万円

ているのか」という声が

ますが、「その後どうなっ

からしばらく経過してい

今年３月のテレビ報道）

スのＢ氏と会い、「ただ

ツ青山学園四谷キャンパ

が立ち会いの下にウィッ

があるから」と、Ｎ市議

い。通信制のいいところ

高卒の資格をとってほし

中卒ではできないので、

県の奨学金、

３

なにもなく、結局、埼玉

とかすると言われたが、

度相談すると「俺がなん

再度請求が来たので、再

りだ」と言われました。

「大丈夫だ。手続きの誤

谷キャンパスが高等学校

認してみたところ、「四

教育委員会の担当者に確

た名刺について、伊賀市

評議員として使用してい

党議員団が、Ｎ市議が

は事実です。自分もそう

の謝礼をだすという話し

谷キャンパスから

寄せられています。

で行ける学校がある。何

年分＝１４４万円（年利

万円

万１２００

料あり）、ウイッツには、
学費として

円入金（領収書有り）し

中であり、それ以上のコ

いかと思う。特捜の捜査

させる表現が問題ではな

白根氏は、「Ｎ市議は、

支払うという約束
を果たしてほしい

安だ」というのです。

ままでは将来の生活が不

聞いた」と言います。

道でＹ氏とされていた方
もしなくても卒業できる

であるかのような表現や

年４月にも

が、自ら実名を名乗り、

からと入学をすすめられ、 １・７５％）が借金とし

本校の勧誘であると誤認

といいます。

しかし、

「市や議員に相談したが

て残ってしまった。この

日に、週刊誌報

取り合ってもらえなかっ
平成 年４月に入学した」

議団を訪れました。

日

その方は、白根由美雄
さんといい、７月

までＮ市議の運転手をし
ていました。
白根氏は、４～５回の

万円の奨学金が入金さ
れると一緒に銀行にでむ

弾丸ツアーといわれる日
帰りバスで三重県伊賀市

き、

万円おろして（資
の本校に行っただけで、
年３月に卒業したと
いいます。
卒業の年の４月に、埼

※裏面には「四谷キャンパスはウィッ
ツ青山学園高校が認定した正式な教育
支援機関です」の文字が

８月

た」と日本共産党飯能市

（昨年末の週刊誌・新聞、 来自分の秘書にしてやる。 市 議 と Ｂ 氏 に 尋 ね る と

ウィッツ青山学園報道

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@

×

メントはできない」と話 い。単なる募集センター
２００ｍ平泳ぎ
していました。
だ」と記者に答えていま
の金藤理恵選手
の金メダル、実
す。こうした実態を知り
特捜が捜査中の
力を知らなかっ
ながら、評議員と称して
四谷キャンパス
たので、びっく
募集をしていたとしたな
りしてしまいま
四谷ＬＥＴＳキャンパ ら、法的な問題は別とし
した。この種目での金
スは実際はビルの一室で、 ても、倫理的に問題では
メダルは 年前のバル
四谷キャンパスの関係者 ないでしょうか。議員と
セロナオリンピックで
は、「キャンパスといっ して、しっかりとした説
の岩崎恭子さん以来で
ても分校でもなんでもな 明責任を果たすべきです。 す。驚いたのは金藤さ
んの記録です。岩崎さ
んと比較すると６秒も
収入減、雇用人員の合理化で何とか
速くなっています。す
新総合事業で議員団が訪問調査
ごい進歩です▼卓球の
団体戦で日本と対戦し
市内にある カ所ほど
たナタリア・パルティ
のデイサービス施設の中
選手（ポーランド）は
で、 人規模の大規模デ
生まれつき右腕のひじ
イサービス施設を訪問し
から先がないハンディ
ました。平均利用者は、
をかかえています。そ
１日 人～ 人。大規模 サービス加算」が無くなっ
の人がオリンピックで
堂々と活躍しているの
デイは、もともと小規模 たことで、施設とすると
です▼歴史に残るとい
施設よりも報酬が低く設
％ほどの減収になって
えば競泳１００ｍ自由
定されていますが、今回 いること。しかし、サー
形でシモーン・マニュ
の報酬引き下げで経営的 ビスを削ることはできな
エル選手（アメリカ）
には厳しいのが現状との いし、職員の賃金を引き
が黒人女性として初の
ことです。送迎の範囲は、 下げるわけにもいかない
金メダルを獲得したこ
分程度で送迎できる日 ので、雇用人員の合理化
とです。「このメダル
高市、狭山市、入間市、 で対応していること。最
は自分だけでなく、先
駆者たちのもの」とマ
青梅市などからの通所を 高時 人いた人員は、現
ニュエルさん。万感の
受け入れていること。総 在 人。入浴介助が一日
思いがこめられていま
合事業については、自治
人程度あり、６人のス
体の対応がまちまちなの タッフで対応しているが、 す。こんな盛り上がり
をぶちこわしたのが安
で請求事務が非常に煩雑 他に送迎もありオーバー
倍首相の「核先制不使
であること。
ワークになっていること。
用反対」の立場の表明
総合事業の緩和サービ 課題は、慢性的な人手不
です。これが被爆国の
スは、報酬が ％引き下 足と過重労働であると語っ
首相のいうことなので
しょうか。
げされた上に「機能訓練

ていました。
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水と緑と木のぬくもり

地の交わる丘陵地に位置

０㎞、関東平野と秩父山

西部、東京都心から約５

飯能市は、埼玉県の南

小学校の遠足で、天覧山・

緑へと変わる頃、近隣の

は山々がもえぎ色から新

緑と清流のまちです。春

能市エコツーリズム推進
協議会」がエコツーリズ

ムは、平成２０年に「飯

組んできたエコツーリズ

住民が主体となって取り

地域の活性化を図ろうと

ア（北欧の雰囲気とムー

イーづくりに地元の特産
品を各地区行政センター

また、地域のコミュニテ

た飯能市は、観光トイレ、
こども図書館、新図書館
や小中学校校舎・体育館
の耐震補強・大規模改修
に、地元西川材を多く使
用して木のぬくもりをア
ピールしています。
記 金子敏江市議

簡単ゴーヤの佃煮
ゴーヤ １

砂糖２００～２５０ｇ、
、

醤油１５０ 、酢１２０
みりん１８０

いりごま適量

②火を止めしばらくザル
に上げさます②ゴーヤと
材料をすべて火にかけ、
煮詰める（時々かき混ぜ
る）③いり胡麻を混ぜて

ても病院と話し合い、返っ

す。（厚労省調査、１４
年７月１日現在）

円、最高３７万８千円で

のサインは慎重に・・患 「明確かつ懇切丁寧に説 にプライバシーを確保す
者はサインを保留できる。 明」の義務がある。⑥地 る設備▼個人用の収納設
同意書に料金の記載や署 方厚生局に相談してみる・・ 備、証明、子机、いすの
名がなければ徴収できな 地方厚生局は全国に７カ 要件が備わっている場合、
い③治療上必要なら徴収 所、支局１カ所、管轄地 差額ベット料の徴収を認
できない・・安静が必要、 域の病院を監督している。 めています。
常時の監視・看護・介助 ⑦払ったあとでも諦めな
全国の約２６万床あり、
が必要など。④病院の都 い・・同意書を書いてい 個室で一日平均７８１２

70

日本共産党が取り組んだ「市民要
求アンケートに寄せられた声を紹介

60

できなかったこと
に関して

します（次号につづく）
新飯 能の２０２７号に
掲載した「
みんなの声」
の
■地域要求について
はもういりません。ムーミ
中で、こども図書館まつ
・
住宅地（
前ケ貫）
の中で ン云々もいりません。と
りの出し物でペープサー
見通しが悪くて、何度か にかく無駄な建設はしな
ト「ムーミンの金色のしっ
危険を感じる所がある。 いで下さい。名栗の場合、
ぽ」
が上演できなかったと
自治会の方にカーブミラー バス路線がなくなると生
言うことなので、議員団
の設置を申し出たが、電 活できません。小さいバス
としても図 書 館 や市 の
柱 の場 所 やその他 の事 でもいいから必ず続けて
担 当 課 に問 い合 わせて
情で実現していません。 ください。〔パート＝
みました。
街路灯をもっと明るくし 代・
名栗小区〕
著 作物の二 次的使 用
てほしい。〔年 金 生 活 ＝
として著 作 権 者 の許 諾
代・
美杉台小区〕
■議員活動、海外視察
が必要であることが分か
・岩 沢 地 区 の下 水 道 工 について
りました。著 作 権 者 利
事 を促 進 し、早 く全 戸 ・
無駄な経費を使うこと
用許可申請書に必要事
に入るようにお願いしま なく、しっかり活動をさ
項を記入してファクスす
す。〔年金生活＝ 代・ れるなら、一定数の議員
ると著作権者に確認を
加治東小区〕
は必要だ。〔
無職＝ 代・
とって、使用の可否を連
・
歩道が狭かったり、ガタ 第一小区〕
絡してくれると言うこと
ガタ道が多く、ベ
ビーカー ・
海外視察して何を勉強
でした。今回、上演する
での移動が大変で危険で しているのか。物見遊山
ことが出来なかったのは、
す。改 善 をしてほしい。 は自 費 で行 くべき。〔無
ムーミンだからと言う事
飯能市の市営住宅も充 職＝ 代・
美杉台小区〕
ではなく、打ち合わせ段
実して下さい。今の時代、 ・数 年 前 ？議 員 が海 外
階から許諾を得るまでに
風呂のない家には住めま 視察にいって、酔った末に
時間がなかった事から、
せん。〔
派遣社員＝ 代・ 現地で器物破損事件を
断念せざるをえなかった
双柳小区〕
起こしたと聞いた。報告
ようです。もっと丁寧な
・
公共施設などのハコ物 書もよその市のコピーだっ
説明 が担 当 課として必
たとか。税 金 の無 駄 ！
要 だったのではないかと
〔
年金生活＝ 代・
第一
思います。今後の課題で
小区〕
す。

60

「ムーミンの金色
のしっぽ」が上演

60

赤旗日刊紙に飯能市の魅力を紹介

し市域の約 ％を山林が 多峰主山に子どもの声が
占め、一級河川の入間川、 響きます。夏は、飯能河
ム大賞を受賞し、昨年は
四季折々に１２０を超え

原など河川敷を利用した

高麗川、成木川が流れる
川遊びの観光客で賑わい
ます。宮沢湖周辺に２０

ミンの世界を体験できる
施設）で交流人口が増え

で販売する計画も進めら

るツアーを企画し、約４ ①ゴーヤを沸騰したお湯
０００人が参加しました。 に入れ、３分程度ゆがく

るのではと期待されてい

れています。

１７年開設予定のメッツ

ます。

入院したとき高い「差額
ベット料」に困ったこと
はありませんか？実は支

合なら徴収できない・・

てきた例もあります。
※差額ベットとは

出来上がり。

払わなくてもすむ場合が

個室しか空いていない、
院内感染防止など「病院

林業（西川材）で栄え

あります。①患者の希望
が大前提・・・「患者の

差額ベット料は、ひと
月の患者負担の上限額
（高額療養費）の対象外
です。（赤旗日曜版より）

また、自然を生かして

cc

保険のきかない入院時
の部屋代。厚労省は▼１
～４人部屋▼一人当たり
６・４㎡以上▼病床ごと

10

70

kg

cc

管理の必要性」でいれた
場合。⑤病院に説明を求
める・・病院には「患者
への十分な情報提供」

お役立ちトク報
差額ベット料を支払
わずにすむ７カ条

cc

76

自由な選択と同意」が必
要、「患者の意に反して」
差額ベットの部屋に入れ
てはならない。②同意書

70
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