所沢市議
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２００９年５月吉日

いつも地域の安心・安全、環境美化、青少年育成等の活動、ありがとうございます
お元気ですか？２１年度予算を審議した３月定例議会の報告をさせて頂きます
所沢市の市税収入は、前年と比べ７億３，８００万円減少しました。ご存知のように市税は、２０
年度実績によるものです。今後、益々不景気なので、２１年度実績の来年（２２年度）の市税収入
は、もっと大幅に削減する事が予想されます。市の借金は９００億円強あるのに、今年よりも収入
が減ると市民生活に影響するだろう事が今から心配です。国の地方自治体への補助を求めます

所沢村山線の全面工事完成：全面開通の為に力を入れます
所沢駅西口周辺は、歩くのも危険な箇所が多く、私はこの部分
に長期に渡って力を入れてきました。要望を出す事で県や市が
気づき少しづつ改善されています。今年は所沢村山線：全面工
事完成と全面開通を目指し力一杯働きます。また、西武鉄道が
橋上の駅舎改修を２１年度中に着工するそうです
私が皆様の要望を受け一般質問した「所沢

所沢駅前：県道所沢久米線を４０年ぶりに側

駅大踏切」の秋津側に安心歩道が完成

溝改修・舗装直し工事を。周辺町内会が県へ
要望を出し実現（西山県議がパイプ役を）

段差を削りグリーンベルトを太くしました

遮断機を少々、左に移動しました

工事中、気をつけて下さい（７月完成予定）

歩きにくい側溝が工事後安全になります

３月議会・私の一般質問
NPO 学童クラブの保育料を下げるよう市が指導すべきです
市内２５カ所で運営している NPO 学童クラブに対し、利用保護者からの苦情が、多くの議員に寄せら
れています。内容は、「保護者の負担を経済的にも、時間的にも軽くして欲しい」です。具体的には
１．指導料（保育料）が市内の NPO 学童クラブ以外の運営団体より高い
２．各 NPO 学童クラブでバザーをするが、その売り上げ金を NPO の本部事務局に納めるのが不満
３．「物販販売」との事で T シャツ・西武園チケット・りんご等を購入せざるを得なくて困る・・・
市では、「放課後児童健全育成事業」として学童（児童）クラブに多額の委託金を毎年出しています

２１年 度 予算 は 、
運営費に： ２億２，４１５万２，０００円 ・他市と比べても高額な補助金
施設整備事業
４，９０５万円
・利用者は約１，５００人
低所得者補助
１，５３７万円（１人１ヶ月８千円）
保育料（指 導料）の比較
・NPO 学童クラブ
・北秋津児童クラブ（保護者会運営）
・西富児童クラブ （保護者会運営）

１６，８００円
１３，８００円
１４，０００円

２５カ所
１カ所
１カ所

・第２東所沢・柳瀬児童クラブ（社会福祉法人運営）１５，０００円
１カ所
◎埼玉県内の他市の保育料は、７千円〜１万円です
※ NPO 学童クラブと北秋津児童クラブを比べると、年間３万６，０００円も保育料に差があります
※市の委託金のほとんどは、NPO 学童クラブ本部に入るので、２５カ所児童の全指導料と合わせ４億３千万
円以上（19 年度）の運営費総額です。なのに、なぜ、保護者会運営の指導料より高いのでしょうか？
浅野質問：北秋津小学校区域には、市が委託し委託金を出している保護者会運営の児童クラブが（校庭横）
あるのに、NPO 学童クラブも区域内に“ごろにゃん学童クラブ”を設立しています。ここには、市の委
託金が出ていません。にもかかわらず、指導料が１ヶ月６，０００円で他の NPO 学童クラブの指導料が
廻っています。保護者からは、「NPO 学童はごろにゃんクラブ運営費に、１，０００万近くかけている。
この費用は私たちの指導料が廻っているとしか考えられない。ここの運営をやめると指導料が少し下が
る。辞めさせて下げるように指導して欲しい」と、声が寄せられています。市が指導するべきです
市民経済部部長答弁：今回、第２東所沢・柳瀬学童クラブ等の運営で NPO 学童以外の社会福祉法人を選定
した。この選定過程で「指導料の保護者負担を軽減する方向に考えて行くべきだ」との委員の意見もあ
ったので、今後の選定にいかして行きたい。又、各学童クラブ事の収支報告を求めて行きたい。
この件を審議する「市民環境常任委員会」では、予算
可決時に「付帯決議」が提出され多数で可決しました
１．２２年度に開設する第２美原と第２所沢児童クラ
ブの選定は、公募で行う事
２．２３年度には、全ての運営を指定管理者制度で行う
準備を進める事。また、指導料は市内の他の委託施設
の低廉な指導料を基準として、公平な選定を行う事
賛成６人：賛成委員は、市民クラブ・公明・自民
民主ネットリベラル・翔・民主
反対１人：反対委員は、日本共産党

消防団団員の活動服を新規に！
浅野質問：国が平成１３年度に基準活動
服に決めたオレンジ色の活動服は、い
つ所沢市で実現するのですか？
消防長：女性消防団には平成１８年度
に実施したので、 男性消防団員の活動
服も、関係部局と協議して、現行基準服
に出来る限り早く実施したい

こども未来部創設、４月に、
子どもの視線で市役所改修を！
浅野質問
１．子どもの目線にした低いカウターを
２．ベビーカー車いすの優先エレベーターを
３．子どもトイレ表示を分かりやすくし、子
ども便器を、大人の便器上に設置して
保健福祉部長回答：２階のこども未来部は、
ローカウンターにします。エレベーターも
優先基をつくります。後の件も、前向きに
検討します。
浅野質問：公立保育園のコピーを職員組合や保護
者が、自分達の活動の為に自由に無料で使用でき
るのはおかしい、市民は公民館で１０円払います。
保健福祉部長答弁：前年と比べ２０年度は、１９
園合計でコピー使用が増えた。今後は見直します。
※その後、資料請求で分かった増加枚数に驚きま
した。８万４，８８０枚も前年より増加してます。

特殊勤務手当を今年度に撤廃する： なんと住宅手当に６，９００円の加算金が！
厳しい市財政なのに、他市では撤廃した「特殊勤務手当」を所沢市では未だに支給しています
・清掃業務手当：１ヶ月４千円、年末勤務（12 月 29.30.31 日）すると、手当が 1 日 約３万円
・保育士手当：１ヶ月４，５００円
・給食調理手当：１ヶ月２，５００円 等は、他市ではない手当です
・住居手当の加算分６，９００円も撤廃すると・借家世帯主：１ヶ月３３，９００＋６，９００円
持ち家世帯主：１ヶ月８，９００円＋６，９００円（新築７年間は１０万４００円）
※「加算分の６，９００円を今年度中に撤廃する」と、総合政策部長が答弁（全体で１億円近い）
「組合は同意をしそうにないが話し合いを続け理解を求める」と：公務員組合の市職員は民間と比
べてゆとりある労働条件に恵まれているのですから、もっと市民側に立った活動をするべきです

国の無駄遣いを辞めて小泉構造改革以前に、地方への国の補助を回復して欲しい
所沢市は、不交付団体なので国からくる「地方交付税」はほとんどなく、市民生活に関わる安心・
安全施策など全てを自前で実施しなくてはなりません。私たちの納める税金は県・市へ納めるよりも
国へ多く行きます。それなのに、国から市へ来る地方交付税がないと言う事にいつも矛盾を感じてい
ます。小泉構造改革以降、地方へ来る予算が三位一体改革との名で、３兆円以上も減らされた影響が
所沢市政運営・市民生活に好ましくない影響を与えています。例えば、介護保険の運営に創立時には、
全体運営の４０％国の補助金が出ていました。しかし、今は２５％の補助金しか国から来ません。こ
れでは４５歳以上の市民の介護保険料が上がるばかりです。国で是非、この部分の見直しを行い、早
期に回復して頂けるように願うばかりです。

活動報告：みな様の声をお聞きしています

「浅野みえ子に相談しよう・
語り合おうの会」 をします

１月
14 日文京区へ視察：公立保育園の民間委託化
15 日

商工会議所祝賀会

16 日

議会基本条例の委員会報告

19 日

市から議員へ説明会（ところバス等）

21~23 日建設水道委員会視察：高知県丸亀商店街
西宮市：景観条例について
25 日

コーポラスの睦会・１月定例会へ

26 日

埼玉県連民主党：新春の集いへ

是非、いらして下さい
日頃思っている事・困っている事等、なん
でも良いですのでお話をお聞きします。私
も日頃の活動や所沢市の課題を報告します

北秋津長生クラブ新年会へ

30 日

市内：社会福祉法人立保育園視察２園

31 日 「派遣村村長：湯浅誠さんの講演会」
所沢織物文化研究所の新年会へ

7日

所沢市議会基本条例 「ミニシンポジウム」

10 日

「第２６回所沢市吹奏楽祭」

12 日

市内：社会福祉法人立保育園視察１園

13 日

メロウネット映画鑑賞へ「嘆きのテレーズ」

20 日

市内の認可外保育園視察

22 日

藤井裕久・民主党最高顧問が所沢へ

23 日

３月定例議会がスタート〜 3 月 19 日

26 日北秋津保育園「公立保育園の民営化の説明会」
28 日

山根基世さん:男女共同参画の講演会

3月
14 日

南陵中学校卒業証書授与式へ

21 日

新所沢幼稚園：６年生の同窓会へ

24 日

北秋津小学校「卒業式」へ

26 日

視察：足立区・武蔵野市保育園の事

破っていただきたい︒

4日

27 日親子の遊び場：主催「マードレハートネット」
４月
2 日 「能面美術館」へ
4日

第２４回市民文化フェア

7 日 「北秋津の天野保治・春美二人展」

浅野みえ子自宅
北秋津８７６−３所沢コーポラス H ２０４

8日

南陵中学校入学式へ

浅野みえ子事務所

12 日

東住吉町内会総会へ

北秋津（靴のテイクワン向い）

17 日

世田谷区へ視察「リサイクル条例」

22 日

視察：市内富岡、新所沢保育園

23 日

視察「板橋区、練馬区」保育園民営化で

26 日
30 日

北秋津町内会総会へ：市民吹奏楽団演奏会
北秋津長生クラブ総会へ

TEL （２９９５）１４６３
FAX （２９９１）３５３８
メール asanomieko@nifty.com
日々の活動をブログ・ホームページに
浅野みえ子で検索すると繋がりますが
アドレスは下記です

http://asanomieko.cool.ne.jp/index.html

みえ子 のおしゃべり

２月

川越の老舗の和菓子屋を舞台にした NHK
朝
の連続ドラ﹁つばさ﹂は︑川越祭りの映像も出る︒元
気な女性を中心に家族の絆を描くドラマは︑朝から明るい
気分になる︒見ながら我 が市は？と思う︒来年︑所沢市は市
制六〇周年・再来年は航空発祥一〇〇周年を迎える︒この機会に

29 日

が何人も歩いていたそうだ︒その時あった料亭が今も︑航空公
園そばにある︒もしかしたら国際的な人情ドラマがあって︑
女将はご存知かもしれない︒日本初の飛行機が飛んだ
元気な所沢を全国に伝え︑この閉塞感を打ち

28 日「議会改革への道」学習会：国立婦人会館へ

市内に埋もれている﹁この地にふさわしい﹂人間ドラマが必ずあ
るはずだから︑市が︑先頭だって是非発掘して欲しい︒日本で一
番初めに飛行場が作られ︑フランスのファルマンと言う名の飛行
機を飛ばしたので︑当時︑銀座通りにはフランス人のパイロット

27 日町田市視察：部長マニフエスト、廃プラ焼却

日時：５月１６日（土）
午後１時３０分〜３時
場所：吾妻公民館：１階会議室

