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先月 NHK ドラマ 10、『プリズム』が放送されま

した。杉咲花さん演じる主人公の恋人は、かつて

同性の先輩と愛し合った過去があります。その

過去を実の父親から咎められ、女性との恋愛・結

婚を求められていますがかつての恋人を忘れら

れません。主人公の父親は妻や娘と別れ、愛する

男性との暮らしを選びました。社会的不利益を

受けながら生きる、それぞれの姿が映し出され

ていました。 

吉川市では今年２月から、

同性のカップルを「婚姻に準

ずる関係」と公認し、お互い

をパートナーと定義する「パ

ートナーシップ宣誓制度」を

スタートさせました。性的少数者の人権に配慮

した、素晴らしい制度だと思います。しかしその

カップルには、『プリズム』のように子どもがい

る可能性があり、その子どもが未成年のケース

も当然あり得ます。 

ファミリーシップ制度とは、同性カップルを

「結婚に準ずる関係」と認めると同時に、同居す

る子どもも家族として認める制度です。「宣誓書」

を市役所に提出すると、同居する子どもも「家族」

と証明するカードが発行され、パートナーの子ど

もの看護休暇を取ることができ、保育所の入所申

し込み手続き、送迎などができるようになります。 

昨年 1月に兵庫県明石市で初めて導入された制

度ですが、今年 8月 1日現在、パートナーシップ

制度を実施する 225 自治体のうち、42 自治体、埼

玉県では７市３町がファミリーシップ制度を実

施しています。 

 明石市では同性カップルや性的マイノリティ

に対象を限定せず、法律婚を利用できない／しな

いカップルを広く対象としています。また大阪府

富田林市や岡山県総社市では、子どもだけでなく

親などについても家族として届出をすることが

でき、パートナーの親の入院や介護保険サービス

利用などにも関与することができるそうです。 

 吉川市でもぜひ導入するよう求めました。市は、

未成年の子どもの意思をどのように尊重するか

という点に課題があるが、近隣市町と連携しなが

ら慎重に調査・研究していきたいというものでし

た。前向きに検討していることがわかりました。 

慎重に、しかし前向きに検討いただきたい重要な

課題だと思います。 

 

 

 

今年 3月議会に提出された「加

齢性難聴者の補聴器購入に市の

助成を求める請願」は賛成多数で

採択されました。多くのみなさま

から、「その後どうなったの？」と

聞かれます。9 月議会一般質問で

は、その後の対応について問いました。 

市は、「加齢性難聴は認知症のリスク要因であり、

聴力の確保は高齢者の認知症を予防し社会参加を

促すため重要である」と言いながらも、「比較的安

価な集音器も販売されている。高価な補聴器よりも

性能は劣るが広く活用され、一定の効果が認められ

ている」「公費補助すべき難聴の度合いや金額を定

めることが困難」「補助具に対しどの程度の価格や

性能を求めるかを自らの日常生活の状況等を踏ま

えて選択する範疇にある」などとして、「公費によ

る助成を行うべき状況にはない」と答えました。 

非常に冷たい、市の姿勢を感じます。 

 

 

それにしてもなぜ、市は集音器と補聴器を比較し

て、補聴器購入費用助成の必要性を否定するのでし

ょう。補聴器と集音器は全然違う別のものです。一

番の違いは、医療機器か否かということです。 

補聴器は管理医療機器です。購入時も購入後も

プロによる丁寧なサポートが行われ、使用する人が

快適な聴こえ方で過ごせるように、ケアが継続され

ていきます。補聴器は一般的な聴力検査での測定だ

けではなく、ことばの聞き取りの検査結果や家庭で

の生活の様子など複数の情報を総合して調整され

ます。一方、集音器は家電製品で、ボリュームを大 

 

 

 

 

 

きくするだけの機能です。人間の聴覚は非常に繊細

で複雑な機能であり、ボリュームが大きくなっただ

けで聞こえやすくなるわけではありません。逆に

「うるさい」としか感じられない可能性もあります。 

市の答弁でも「補聴器よりも性能が劣る」と認めて

いるとおり、集音器で聞こえを改善できない方が現

実にいらっしゃいます。その方々には、やはり補聴

器が必要なのではないでしょうか。 

市は「集音器は現在非常に効果的な結果を出して

いて、日常生活に生かしているという声も聴く」と

答えましたが、何件調査をしたのかと質問すると

「実際にお声を聞いた方はいらっし

ゃる」と、非常にあいまいな答弁でし

た。 

今議会の一般質問の中で、中原市長は来年度実施

される市長選挙への出馬を表明しました。また政治

姿勢を問われ、「何かを決定するときには公平公正」

「判断するときは無色透明、未来につながるかどう

かで判断する」「丁寧にみなさんの意見も踏まえて

判断」と答弁しました。 

今回の「助成しない」との判断は、本当にその姿

勢が貫かれたものなのでしょうか。1300 人もの署

名が添えられ、提出された請願です。その声に耳を

傾けない、冷たい姿勢を感じずにはいられません。 

同じ一般質問の中で市長は、「反対意見の人のと

ころにも会いに行く」と答弁しました。その答弁が

事実ならば、請願を提出した年金者組合のみなさん

に自ら出向き、十分な調査と話し合いの上で再度検

討するべきです。市長は「必要があれば、必要な時

期に必要な方々としっかりと話をしていきたい」と

答えました。年金者組合のみなさんとの懇談を、強

く望みます。 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆異常な暑さの夏が終わったかと思うと、あっという間に 10 月。今年ももう残り少なくなってきまし

た。岐阜の施設から私の自宅近くの施設に移すため、母を岐阜に迎えに行った昨年の 10月の 3連休は、

まだついこの間のことのような気がします。時の速さに驚くばかりです。◆「岐阜の方言で話せる場所で

最期まで過ごしたい」という母の願いを知りながら、全然知らない地へと連れてきてしまったことに未だ

に胸が痛みます。せめてコロナが落ち着いて自由に面会や外出ができるようになったらドライブに連れて

行ってあげようとか、たまには外食に連れ出してあげようとか、お店に連れて行って自分で洋服を選ばせ

てあげようと思っていましたが、何一つ叶わないうちに、こちらに連れてきてたった 4 カ月で母はあっ

けなく死んでしまいました。◆母は昔からよく、「親孝行したい時には親はなし」と口にしていました。

だから生きているうちに親孝行をしろという意味を込めたその言葉を聞くたびに、親が自分で言うことだ

ろうかと疑問に感じたものでした。でも、本当にその通りでした。もう、何もしてあげる 

ことができません。◆岐阜から中央自動車道で吉川に向かう途中、確か談合坂のサービス 

エリアで母はアイスクリームを食べたいと言いました。信玄アイスを買ってあげるととっ 

ても嬉しそうに食べていました。それが唯一の親孝行だったと、淋しく思い出します。 

 

多様な家族の公的証明、ファミリーシップ制度導入を 

加齢性難聴者への補聴器購入費用助成を！ 

「助成を行うべき状況にはない」

冷たい答弁💦 

戦争協力を強要した 

山本五十六の国葬 

国葬の歴史 
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「やらない」ありきの冷たい姿勢 

ファミリーシップ制度とは？ 

NHK ドラマ 10『プリズム』 

吉川市でもぜひ導入を 

なぜ集音器と比較？ 
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市が行った「令和３年度吉川市市民意識調査」、 

⚫ 「吉川市の住み心地で『悪い』と感じる点」

の第一位は「バスの便」で、47.4％ 

⚫ 「鉄道や路線バスを利用しやすい環境が整

備されていると感じますか」との問いに「不

満」「どちらかと言えば不満」が 50.9％、そ

の要因の 21％が「駅までの交通手段がない」 

⚫ バス便について「運行本数が十分でない」

64.3％ 「目的地付近を通るバスがない」

33.7％ 「自宅からバス停までの距離が離

れている」21.0％ 

との結果でした。市の認識を問いました。 

「市内のほぼ全域がバス停から 500m 以内に

あり、交通空白地は解消されている」「コロナ禍

の利用者減少に伴う採算性の低下や、深刻化す

る運転手不足のため、運行本数の増便は困難」

「様々なご意見に対する対応は相対的に見て難

しい」との答弁でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の表は吉川駅から駅の南地域を走るバスの

時刻表です。右上の表は、吉川美南駅から駅の南

地域を走るバス及び児童館発吉川駅への時刻表

です。（市のホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南地域を走るバスがいかに少ないかがわかり

ます。昨年から今年にかけて開催された「第六次

総合振興計画」策定審議会の中でも、駅南地域の

公共交通を何とかしてほしいと、非常に強い要望

が出されました。5 年前の審議会でも全く同様の

訴えがされていました。市の見解を問いましたが、

「注視していかなければならない」との答弁に留

まりました。 

今年 2 月、吉川駅発越谷市立

病院行きバスが廃止されました。

ある老々介護のご夫婦は、朝要介

護状態のパートナーを車いすに

移乗させ、出かけていきます。自

宅近くのバス停まで車いすを押

して歩き、吉川駅行きのバスに乗車。駅に着くと

JR 武蔵野線に乗り換え、南越谷駅で下車。今度は

スカイツリーラインに乗車して越谷駅へ。そして

今度はバスに乗り換えて、ようやく病院にたどり

着きます。 

バスが廃止されなければ一本で行けるところ

を、大変な労力を使って通院します。近隣のかか

りつけ医ではなく、市立病院に通うにはそれなり

の健康上の理由があります。労を要さずに通える

ような対策が必要です。 

市は、「医療機関への移動の在り方については、

今後研究対象の一つとなる」と答えました。 

今回の一般質問を通して、運転手不足を解決しな

ければ市内公共交通の充実を図ることは困難だと

いう事実を改めて実感しています。それにしてもな

ぜ、運転手がここまで不足しているのでしょう？ 

➢ 路線バスを運行するために必要な「大型 2 種免

許」所持者がこの 20 年で 7 割以上減少 

➢ 大型 2 種免許所持者の高齢化 

➢ 大型 2 種免許交付件数はこの 20 年で 3 分の 1

程度にまで減少 

など、バスの運転に必要な資格を持つ人が減少して

います。が、その背景にはバス運転手の労働条件の

悪さがあるようです。厚生労働省の「令和 3 年賃金

構造基本統計調査」によると、バス運転者の 1 ヶ月 

  

山上容疑者が安倍晋三元首相を銃撃した事件に衝

撃を受けましたが、妻が統一教会に入信したことで

家庭崩壊・離婚・長男が焼身自殺を図ったという方

の会見もまた、非常に衝撃的なものでした。統一教

会の被害者たちが、「自分を殺すか、相手を殺すし

かない」というところまで追い詰められているよう

な息苦しさを感じます。 

霊感商法の被害も深刻です。全国霊感商法対策弁

護士連絡会（全国弁連）に寄せられた被害だけでも

過去 35 年間で約 3 万 4 千件、総額 1200 億円以上

にのぼります。 

こうした被害を生み出している反社会的団体と

自民党との癒着の実態も次々と明らかになってき

ています。『赤旗』日曜版 10 月 23 日号は、井野防

衛副大臣兼内閣府副大臣（衆院群馬２区）と統一協

会との癒着について、「同議員事務所が統一協会の

ダミー団体の代表を窓口に、統一教会関係者にパー

ティ―券購入や自民党への入党を依頼し、「見返り」 

あたりの労働時間は 186 時間、給与は 28 万５千

円。一方で全産業の労働者の平均を見ると、労働

時間は 176 時間、給与は約 33 万 5 千円です。他の

労働者と比べてバス運転者の労働時間は長く、給料

は安いということがわかります。こうした現状から

変えなければならないと思います。（公共交通トリセ

ツ https://text.odekake.co.jp/20220815-01/参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

に国会や首相官邸見学をさせた」と報じています。 

 自民党は 9 月 8 日に国会議員と統一教会との関

係を巡る自己点検結果を公表しましたが、そこには

井野氏の名前はありませんでした。自民党の自己点

検が不十分なことは明らかです。 

9 月議会に私が提出した、

癒着の徹底解明を求める意

見書は 10 対 9 で否決されま

した（反対：自民党・公明党・

未来会議）。公明党の議員からは「自民党茂木幹事

長は調査をして、関係は断つ、断てなければ離党

と発言している」と、それで十分ではないかとの

趣旨の発言がされました。しかしそれで癒着を解

消することが可能でしょうか。 

 統一教会の持つ政治的側面が自民党の政策と

非常に近く、歴史的に支え・支えられる関係を築

き上げてきました。それが日本のジェンダー平等

の遅れにもつながっています。その歴史を紐解き、

癒着の構造を明らかにすることなく今後の関係

を断つことができるとは思えません。 

「様々な要望に対応するのは難しい」～市内公共交通の現状 

旧統一教会と政界との癒着の徹底解明を求める意見書 

10対 9でまさかの否決！！ 

駅南地域、深刻なバス不足 
命と健康を守るバスが廃止に 

自民党との癒着の実態次々と 

市民意識調査、住み心地の悪さ

NO1 は「バスの便」 

癒着の構造そのものを明らかに 

イスラエル軍死因の 45％は自殺 

被害はあまりにも深刻 

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 

 

なぜ運転手が不足？ 


