所沢市議

市政レポート NO.２１

２００９年１１月吉日

市内循環バス：ところバスの運行コースが変わり、増便されました（９月から）
所沢駅東口から出発するコースが実現しました。
所沢駅東口にお住まいのみな様からの要望「ところバスを東口方面にも運行し
て欲しい」が、一部実現しました。
（浅野が２０年６月議会で一般質問しました）
残念ながら、ところバスは U タウンが禁止されていて、小型バスでも幅と高さがある為
に北秋津の柳瀬川周辺地域への運行が実現しませんでした。
（線路ガード下を通れない為に）
だから、小さなワゴン車的な「ところバスの運行」を要望している住民の方が、市内他の
地域でも多いです。今後とも他の議員の方々と協力して実現に努力して行きます。
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ところバスの経費
２０年度予算額（決算額も）
９，８４７万７０００円
２１年度予算額
１億６，３００万００００円
運賃
・６５才以上の方
１００円
・要支援、要介護の方 １００円
・障害者手帳お持ちの方
無料
・未就学児同伴者１名に・２名無料
・小学生
半額
１０月３１日
１１月 １日
吾妻公民館で
吾妻地区文化祭

右回りコース（停留所は省略してます）

所沢駅東口
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北秋津
北秋津小学校入口

8:25
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10:45 13:05 15:35
10:46 13:06 15:36

茨原前
吾妻公民館
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所沢駅西口
所沢駅東口

9:19
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11:39 13:59 16:29
11:55 14:15 16:45

吾妻っぷ（吾妻の地域のつながり場所が地図に）の前
で・希望者は社会福祉協議会へ TEL：2925（0041）

不適正な手当を２２年度から廃止！と市は方針を出す
１８年度に総務省は地方公共団体に「職員の特殊勤務手当等諸手当について不適正な支給方法があれば是正
する事」と通知しました。ほとんどの自治体はその時廃止しましたが、当市は廃止しませんでした。当麻市長
は２１年度当初に「職員の特殊勤務手当等を２２年度から廃止する」と議会で表明し、廃止方針を、所沢市職
員組合に提案し市執行部は２つの組合と話し合いを続けています。すでに、２０回は話し合いしたそうですが、
職員組合は「底なし賃下げは許せない」と主張し市執行部の提案の撤回を求め、平行線の交渉が続いているそ
うです。景気の悪化から、法人も、年金収入のみの方も、サラリーマンの方も、自営業の方も収入が下がって
います。また厳しい市財政であると、市民の方への補助金等も削減されています。ですから、組合の方々も他
市にはない手当は、削減する等の協力をしていただきたいと思います。当然、全ての職員の方が組合の主張と
同じ考えではないと思いますが、みなさんはどう思われますか？

〈市執行部が組合に提案した手当の減額〉

（住宅手当）
（削減後の額）
・賃貸世帯主 最高支給額３３，９００円を→２７，０００円／月
・持ち家世帯主
８，９００円を→ ６．５００円／月
・新築の家購入後、７年間手当：１０，４００円／月の加算手当を廃止
・賃貸、持ち家以外の支給
６，９００円／月を廃止
（特殊勤務手当）現状額
・清掃手当（４，０００円／月）土木作業手当（４，０００円／月）
・炊事手当（２，５００円〜４，０００円／月）→給食センター職員
・保健指導手当（３，５００円／月）
・危険手当（２，５００円〜５，５００円／月）
・医務手当（医療センター職員・３，５００円〜７，０００円／月・
２，０００円〜４０，０００円／１回））
※特殊勤務手当は回数支給については廃止。月額支給に関しては、激減
緩和措置とし、１年間これまでの、半額を支給
※変速勤務手当（土曜、日曜、休日、２，０００円／日・１，０００円
／半日）年末年始勤務手当（１２，６００円／日） は廃止

※市執行部が提案した特殊勤務手当等の情報は、進んで市が市民に知らせるべきだ
と私は思います。市民の方の応援を受けて廃止する事が大事だと思います。その方
が当麻市長も、職員組合の主張より市民の目線で２２年度から削減し易いと考えま
す。公務員の方は民間企業にはほとんどない「定期昇給」があるので、必ず給与は
アップしていきます。みな様にお話しすると多くの市民の方々は「そうだ。早く廃
止すべきだ」と言われます。 担当部署は・所沢市 総合政策部 職員課
電話：04-2998-9048

・ FAX：04-2998-9042

納得できない市の対応
保育士は保育をするのが仕事なのだから手当は不必要です！
私は、９月議会で「保育士手当（月４，５００円）は、他市では総務省の通知があった１８
年度後に廃止しています。当市も、２２年度から廃止するのですよね」と、質問しました。す
るとなんと、総合政策部長の答弁は「まだ組合交渉に出していない、２３年度からの交渉に出
すかを検討している」でした。私は、働く人の「生活と権利」を守る組合活動は必要だと思い
ます。しかし、自分たちの既得権益を守る為にする組合活動はおかしいと考えます。保育士の
方々の組合の組織率は９０％と言われ全国的にも強い組合と言われています。当麻市長、市執
行部は組合の反対運動に負けないで欲しいです。

右表は市の保育士の
年収です︵十九年度︶
保育士手当がなくて
も一人の社会人とし
て十分︑生活できる
額です

２２才
３０才
３５才
４０才
４５才
４９才

３４０万３，７０８円
４１７万５，３０８円
５５５万２，２２５円
６５４万３，４１９円
７５４万２，３２７円
８００万８，９７５円

保育手当（年：１人５万４千円）は、
全保育士で年間２，８９０万円以上
です。その額を「家庭保育室」の運
営費に回す等すると、乳幼児の待機
児童をもっと、受け入れる事ができ
市民生活を守れます。

公 立保 育園 で受け 入れ を拡 充

他市では「１人の保育士が、０才児は３人受け持ちま
す。当市は、公立園のみ２人です。民間園は３人で
す」公立園のみ保育士が多いのはおかしいとの質
問に、良い答弁が来ました。
浅野質問 ： 民間園や他市の公立園と比較しても所
沢市の公立保育園には、保育士が大変多いです。
もっと、待機児童が多い０才児・１才児・２才児
を公立園で受け入れるべきです。
こども未来部長答弁：今、公立園で園児の受け入
れを拡大するように検討を始めています。今年度
中に拡充し、２２年度にも続けて拡充します。

他市の保育士手当
・東京都内の自治体
保育士手当：なし
・さいたま市：なし
・川口市：なし
・越谷市：なし
・入間市：なし
・狭山市；１日 150 円
・川越市；1,000 円／月
市長が替わり、なく
す方向で見直してい
くそうです。

保問協のチラシなら何でも配布する、
公立保育園保育士組合員はおかしい
浅野質問 ： ８月の衆議院選挙公示日前後に
公立保育園全園児の、「連絡ポケット」に、
保問協が実施した「衆議院候補者から集め
たアンケート結果」のチラシを、保育士が
配布しました。保護者会が保問協に加入し
ていない園でも配布されました。「選挙結果
に影響する可能性があるチラシ」を、公の
施設で公務員が有権者の市民に配布する事
は、非常識です。処分するべきだとの声も
あります。市は放置しておくのですか？
総合政策部長答弁 ：選挙の前に公務員として
の自覚を促す指導をしたが、残念です。今後は
保育園の管理を徹底するよう指導に努めます。
今後、行ったら処分も含めて検討します。

活動報告：みな様の声をお聞きしています
７月：１２日 北秋津「八雲神社祭礼」
「火渡り」
１６日 こども未来部と保問協の交渉を傍聴
１７日 「我孫子市」視察：補助金制度ゼロからの見直し等
１９日 西住吉町内会祭りへ
２３日 教育福祉常任委員会
２６日 南住吉町内会祭へ
２９日 所沢高齢者演芸大会へ
８月： １日「西武車輌跡地の土壌汚染」調査報告・
浄化工事の説明会：住吉会館
２日 北秋津町内会盆踊り大会・雨の為集会所で交流会

２７日 ・９月議会打ち合わせ「代表者会議」
・西武車輌跡地内に入り土壌汚染の現地説明会へ
（東住吉町内会住民の方々と）
２９日 北秋津地域防災訓練 午後：久米下組祭へ
３０日 衆議員選挙投票日：開票立会人をする
９月
３日〜１８日「９月定例議会開催」
１３日 コーポラス敬老会
１９日 北秋津地域・敬老会へ
２７日 第１４回所沢市８０２０よい歯のコンクール表彰式
３０日 高齢者スポーツ体育祭：教育福祉委員長として挨拶
１０月２日 西武車輌跡地の土壌汚染、浄化の現地説明会
（工事の騒音を聞く、東住吉町内会住民の方々と）
４日 第２７回北秋津町内会体育祭
５日「２０年度決算特別委員会」傍聴
７日〜９日「全国都市問題会議」参加：熊本市
１０日 新所沢幼稚園運動会へ
１１日「ところざわまつり」へ
１３日 「２０年度決算特別委員会」傍聴
１４日 議会報委員会
１５日「２０年度決算特別委員会」傍聴
１８日「吾妻スポーツフェスティバル」へ
１９日〜２０日「議会報委員会」視察：長野市、岡崎市
２１日〜２２日全国市議会議長会研究フォーラム：金沢市
２４日 第３０回所沢市民フェスティバル
２５日「自治基本条例：市民による対話集会」吾妻公民館
２６日〜２８日 教育福祉常任委員会視察：京都市、西宮市
１１月 １日 「第４４回吾妻地区文化祭」
２日：代表者会議・議会運営委員会

みえ 子 のお しゃべり

２２日 コーポラス夏祭へ
２５日 さいたま市議会の予算委員会傍聴

へ寄付を渡す（所沢まつり時のバザー収
益金を）今まで６校建設したそうです

三遊亭円楽さんが他界し寂しい︒二九才で真打ち︑テレビの
人気者にもなり︑物腰は柔らかでも芸には自他に厳しかったそう︒客の
前で差し歯がぽろりと抜けた時︑口元を手ぬぐいで押さえて﹁これで私も
一 人前のハ ナシ家に なりまし た﹂と笑 わせたそ う︒道を 究める人 の言葉は 人を
幸せに する︒国 政は多く の有権者 が政権交 代を選ん だ︒弱者 切り捨て の﹁自己
責 任﹂より ﹁友愛﹂ の方が聴 いていて 心は温か くなる︒ しかし︑ 言葉だけで 国
民は幸 せにはな らない︒ 政治は﹁ 結果﹂を 出さなく てはなら ない︒と は言え半
世 紀近く続 いた﹁政 治家が官僚 任せ・国 債頼みの 予算編成 ﹂を全て すぐに変
革し国 民の期待 に答える事 は難しそ うだ︒が 特別会計 も含めて 無駄を無 く
すと約束したのだから︑約束を守って欲しい︒四年間の中で多くの
有権者の方に﹁民主党に︑座布団一枚﹂と言われるように・・・

８日 久米上組町内会の納涼祭
１３日 衆議員選挙：告示日〜選挙戦を３０日まで

東住吉町内会が所沢西ロータリークラブ
の「ネパールに学校を作る会・委員長」

浅野みえ子自宅
北秋津８７６−３所沢コーポラス H ２０４

浅野みえ子事務所 ： 靴のテイクワン向い
TEL（２９９５）１４６３
FAX（２９９１）３５３８
メール asanomieko@nifty.com
日々の活動をブログで記録しています
浅野みえ子で検索すると開きます

