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2016年 8月、5市 1町の共産党市町議と共に 

県に要望書を提出したときの写真です 
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6 月、兵庫県尼崎市で個人情

報を含む USB メモリを紛失した

と報道され、本当に驚きました。

同市の発表によると、「新型コロ

ナウイルス対策臨時特別給付金」支給事務を委

託した事業者の関係社員が庁舎外で作業を行う

ため、必要なデータを記録した USB メモリをか

ばんへ入れて持ち出したとのこと。社員は作業

完了後飲食店に立ち寄り、帰宅時に USB メモリ

を入れたかばんを紛失したことに気付いたとの

ことです。 

 バッグはすぐに見つかりましたが、不安を感

じた方は決して少なくはないと思います。吉川

市の個人情報保護体制を確認しました。 

吉川市でも USB メモリに個人情報を入れ、庶

務課で管理しています。USB メモリにはパスワー

ドがかけられている上に開くことのできるパソ

コンは限定されており、一般の職員のパソコン

で開くことはできないように設定されています。

更にその USB は情報管理担当者が貸出時と返却

時に検印管理し、終業時間になっても返却され

なければ催促され、日をまたいで借りおくことが

できません。また、持ち出すこともできません。 

国や県との個人情報のやり取りはインターネ

ット回線ではなく、「LGWAN回線」という閉じら

れた回線を使用しており、情報漏洩リスクは低

いとのことです。 

 委託関連では「アイネス」という会社に住民

情報を一括で委託しているそうです。アイネス

とのやり取りでは専用回線を使って行い、USBは

使っていないとのことでした。 

今年４月に山口県阿武町で起きた 4,630 万円の

誤送金の問題で、町と銀行とのやり取りにフロッ

ピーディスクが使われていたとの報道に大変驚き

ました。が、今でもフロッピーディスクを使用し

ている自治体は多く、吉川市でも使用しているそ

うです。 

ディスクに保存されているのは個人名と銀行口

座であり、その情報を何かに悪用することはできな

いような内容とのことでした。 

 

 

 

 

 

15 歳までの子ども医療

費と重度心身障害者医療費

は今、市内で受診すれば窓

口負担はありませんが、一

歩市外に出ると一旦窓口で

支払いし、後で市に請求をするとその金額が返金され

る仕組みです。 

10 月からは、県内ならどこの医療機関でも窓口負

担なく受診することができるようになります。 

ひとり親家庭等医療費はこれまでは市内受診でも

一旦は窓口で支払いをして、後で市に申請をして返金

される仕組みでした。また所得により、一部自己負担

が導入されていました。 

 来年 1 月から、県内受診ならひとり親家庭等も窓

口負担なく受診できるようになります。また、所得に

よる自己負担もなくなります。 

2016 年 3 月、市議会議員として初めて臨んだ議会

で、私は「子ども医療費、市外受診時も窓口負担ゼロ

に」を求めて質問しました。その時の答弁で驚いたの

は、県内無料化を実施していないのは１都６県で埼玉

県だけとのお話でした。「県に対し、機会をとらえて

要望していく」との答弁をいただきました。 

 同年 8 月、東部南地域 5 市 1 町の共産党議員合同

で埼玉県に対し「乳幼児医療費助成制度の現物給付実

施を求める要望書」を提出し、担当職員と懇談しまし

た。その時の答弁は①経済的負担は十分軽減できてい 

 

 

 

 

 

る②子どもの医療費が一体いくらかかっているのか

知ってもらうことが大事③医療機関に支払う手数料

や、国が課しているペナルティがあり、財政的負担が

大きいというものでした。全く当事者の立場を考慮し

ない答弁を、本当に残念に思ったものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回県内医療費無料化が県の事業として実施され

ることになりました。私は文教福祉常任委員会で、実

施にあたり市は県とどのような交渉をしてきたのか

を問いました。が、特に交渉はしていないとの答弁で

した。 

この間知事が上田清司氏から大野元裕氏へと変わ

りました。今回の無料化は首長が交代した結果、実現

したものと思われます。誰が首長になるかで、私たち

の暮らしがこれだけ大きく変わることに、私もとても

驚きを感じます。 

先日行われた参議院選挙、

吉川市の投票率は 49.58％。全

国の 52.05％より若干低いデ

ータです。誰に投票するかで

政治は必ず変わります。 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆池田理代子作『ベルサイユのばら（ベルばら）』は私が中学生の頃、集英社の『週刊マーガレット』に連

載された漫画です。フランス革命を舞台に王妃マリー・アントワネットと恋人のフェルゼン伯爵、更には

由緒ある将軍家の末娘として生まれ、女性でありながら軍人として育てられたオスカル、3人の人生に夢

中になったものでした。◆先日 NHK の『アナザーストーリーズ』で、『ベルばら』が取り上げられてい

ました。連載された 1970年代当時、女性の仕事はお茶汲みやコピーなどの雑用。20代前半で結婚、そ

の後は専業主婦が当たり前の時代。そういう時代の中で男装し、男性たちを従えて近衛隊長として仕事を

し、更に一人の「市民」として革命への参加を意思決定し戦うオスカルに多くの女性が憧れ、共感したの

ではないか。つまり『ベルばら』が描き出したのは「フェミニズム」だというような紹介がされていまし

た。◆確かに当時憧れたのはマリー・アントワネットでもフェルゼンでもなく、歴史上の架空の人物オス

カルでした。オスカルのように強く、ちゃんとモノが言える人間になりたい。もがきながらも、自分の進

むべき道を自己決定しながら生きていきたい。あの頃抱いたワクワクは、確かにそういう思 

いだったような気がします。◆こういう少女漫画にも影響されながら女性は少しずつ強くな 

り、日本のジェンダー平等も進んできたのかもしれません。それでも先日発表されたジェン 

ダーギャップ指数、日本は世界 146か国中なんと 116位。非常に残念な現実です。 

吉川市の個人情報保護体制 

子ども・重度心身障害者・ひとり親等医療費 

県内無料化へ 

USB メモリの管理方法 

子ども・重度心身障害者医療費 

フロッピーディスクの話 

国・県や委託関連上の管理 

ひとり親家庭等医療費 

2016年埼玉県に交渉 

日本共産党吉川市議会議員 
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誰が首長かで政治は変わる！ 
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「生命の安全教育」幼児期の教材 

6 月議会一般質問で取り上げた問題の一つは、性

教育でした。昨年 3 月、旭川市で中学 2 年生のい

じめ被害者が凍死体で発見されるという痛ましい

事件が起こりました。今年 4 月になり同市教委の

第三者委員会がいじめの内容を明らかにしました

が、想像を絶する内容に恐怖さえ感じます。性教育

を人権教育として充実させる必要性を強く感じて

います。 

「性犯罪・性暴力の根絶に向けて、誰もが、性犯

罪・性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にも

ならないように」と文科省が進める「命（いのち）

の安全教育」が本格実施されます。特別支援教育を

含め幼児教育から高校・大学・一般までを対象とし

て実施され、非常に重要なことだと思います。 

 

日本の性教育は学習指導要領で「性交は取り扱

わない」と「歯止め」がかけられています。「性交」

について学ぶことなく、「性」や「生」、そして「人

権」を正しく学ぶことができるでしょうか。2018

年に実施された朝日新聞デジタルのアンケート結

果では、性交という言葉の意味について「中学生ま

でに知った」と回答したのは 90.2％で、どこから

知ったのかという質問に対し最も多い回答は友

人・先輩・後輩の 44.7％、次いで新聞・雑誌・漫

画・書籍が 31.7％、学校の授業や教科書で知った

という人はわずか 6.4％だったそうです。 

 この現状では性を「わいせつ」「支配」「暴力」な

どと歪んだ理解をしてしまうリスクも高く、逆に

「性」をいじめや暴力と結びつきやすくしているの

ではないでしょうか。 

私の質問に対し教育部長は、教育部長は「学習指

導要領はあくまでも最低基準であり、「学校におい

て特に必要がある場合には、学習指導要領に示して

いない内容を加えて指導することができる」と答弁

しました。 

私は2018年6月議会でも性暴力の問題に関して、

助産師を活用した性教育の実施を求めました。今、

一部の学校で産婦人科の医師をお招きしての性教

育が始まっているそうです。 

 産婦人科医も助産師も「性」と「生」、いのちにま

つわるあらゆる問題と対峙する職業です。一部の学

校に留まらず、全ての市内小中学校で活用され、豊

かな性教育が実施されることを願います。 

今、世界の国々で「包括的性教育」が取り組まれ

始めています。「性交」だけでなく人との関係性やジ

ェンダー、そして権利など幅広い内容が扱われてい

るそうです。子どもたちにとって、「最初に触れる性

に関する情報がどういったものなのかはとても大

切」と言われています。日本でもぜひ、包括的性教

育を目指したいものです。 

特別障害者手当とは「精神や身体に著しく重度の

障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を

必要とする」程度の障がいの状態にある在宅の 20

歳以上の人に対して支給される手当です。身体障害

者手帳や療育手帳を所持していない場合でも、状態

によっては要介護認定結果で受給できることがあ

ります。 

月額 27,300円で、2月、5 月、8月、11月にそれ

ぞれ前月までの 3 か月分が支給されます。要介護３

と認定された方であれば、介護保険サービスを限度

額いっぱいまで利用した場合の自己負担額に相当

する金額です。生活の質や人生の質の向上にもつな

がりうる非常に大切な制度ですが、残念なことに、

ほとんど知られていません。 

６月議会で確認したところ、吉川市の特別障害者

手当受給者は 67 名で、そのうち身体障害者手帳の

交付を受けていない 75 歳以上の受給者は 2名との

ことでした。令和 3 年度末時点で要介護 4 と認定

された方は 293 名、要介護５は 226 名とのことで

す。手当の対象者はもっと多いものと思われます。 

要介護認定を受けている方、対象にならないかど

うか、ぜひ確認してみてください。担当は市の障が

い福祉課（電話：982‐9538）です。 

障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所し

ている場合、病院または診療所に継続して３ヶ月を

超えて入院している場合は対象外です。また所得制

限があります。 

市に対し、制度の周知の充実を求めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年 5月に開催された日米首脳会談、岸田首相は

バイデン大統領に「日本の防衛力の抜本的に強化」

と「防衛費の相当な増額」を約束しました。 

その後 6月 7 日に閣議決定した「骨太の方針（経

済財政運営と改革の基本方針）」では、防衛予算に

ついて GDP（国内総生産）比 2％以上を目指すと明

記しました。 

週刊誌『女性自身』は 6月 16日、『消費税 12％、

医療費 6 割負担…防衛費 5 兆円増で生活苦の未

来』という記事を掲載しました。 

安倍元首相は「（国の借金である）国債で対応す

ればいい」と語っていましたが、同志社大学の浜

矩子教授（国際経済学）は「既に現在の国債発行

高は、第二次世界大戦時と同じレベル。軍備増強

のために国債を発行することは憲法違反の可能

性もある」と指摘しています。 

 国債に頼らず軍事費を増額する場合、狙われる

のは年金、医療、福祉など社会保障費と消費税。

消費税・医療費・年金で 5兆円を捻出するとした

ら国民負担はどうなるか、記

事にはこんな表も掲載され

ていました。おそらく誰も、

こんな負担増は望んでいな

いと思います。 

 

性教育＝人権教育の充実を 

命（いのち）の安全教育 

来年度から本格実施 

「特別障害者手当」を 

ご存じですか？ 

性教育の「歯止め規定」の問題 

防衛費（＝軍事費） 

5 兆円増の財源は？ 

「包括的性教育」を日本でも 

市独自の豊かな性教育を 

生活相談 

いつでも、どんなことでも、 

気軽にお電話ください。 

983-7140 

 

『女性自身』が特集記事 
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『女性自身』６月 16日掲載記事を参考に作成 



 

 

 


