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自宅周辺で野良猫が赤ちゃんを産んでしまっ

た。どうしたらいい？」とのご相談をいただきま

した。八潮市の NPO法人にゃんラブ（代表：郡司

怜子前日本共産党八潮市議）に電話で相談して

みました。 

教えていただいたの

は、「産後 4週間はお母

さんが安心して赤ちゃ

んに授乳できる環境を

整えることの大切さ」

でした。餌の心配がないように、餌と水を用意し

授乳環境を整え、母乳にたっぷりと含まれた抗

体をしっかりと赤ちゃんに伝えること。お母さ

んと赤ちゃんとの「愛着」（愛情の絆）の形成を

保障することでした。 

4週間経った頃に赤ちゃんを保護し、責任を持

って飼い主を探してくださるとのこと。その時

のお母さんねこの様子次第では、お母さんも一

緒に保護してくださるとのことでした。 

 授乳が終わって２～3 週間経つとお母さんの

避妊手術ができるそうです。手術をして、その証

拠として耳をカットして（さくらねこと言いま

す）、また野良に戻すそうです。 

生後４週間は母子分離せず、赤ちゃんを育て、

授乳する環境を保障するとの考え方がとても素

敵だと思います。野良猫だと駆除するのではな

く大切に育てて共に生きる、保護ねこの活動の

奥深さを感じます。相談してくださった方もし

ばらく水と餌をあげてくださるそうで、それぞ

れの温もりを感じます。 

 保健所に収容された犬や動物指導センターに

収容された猫のうち飼い主が見つけられない場

合、新たな飼い主や動物愛護団体に譲渡できな

かった場合、動物指導センターにおいて殺処分

が行われています。一昨年の埼玉県での殺処分

数は 636 頭と、とても悲しい現状です。 

 NPO 法人にゃんラブは飼い主のいない猫の問

題に取り組み、人と猫が共生できる町を目標に

活動しているそうです。野良猫についてお困り

の方、ぜひご相談ください。 

（📳090‐4228‐1412 郡司怜子さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校給食費を無料化

する自治体が増えてい

ます。2017 年には小中

学校とも無料化を実施

する自治体は 76 でした

が、現在は 224自治体です。 

三郷市では、今年 6 月 27 日に臨時議会が開か

れ、今年 10 月から来年 3 月までと期間限定では

ありますが「物価高騰の影響を受ける子育て家庭

の家計負担を軽減するため」として、給食費を無

料化することを決定しました。市内小中学校と市

立保育所の給食費の全額免除、それ以外の小中学

校・保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育

施設等の給食費への支援金（市立小中学校・保育

所と同等の金額）を給付するという内容です。 

8 月、日本共産党埼

玉県全県議員会議が

開催され、給食費無料

化に取り組む群馬県

議、伊藤祐司さんのお

話を聞きました。群馬県では県内 35 自治体の中

で 14 市町村が全面無料、15 市町村で一部助成を

行い、未実施は 6 市町。そのうち１市でも無料化

が決まり、２市町で請願採択、残るは前橋市と高

崎市のみとのことでした。 

リーマンショックをきっかけに給食費を滞納

する世帯が増え、南牧村は「子育て支援のシンボ

ル」として給食費の無料化を打ち出しました。伊

藤県議は貧困対策ではなく「子育て支援のシンボ

ル」との考え方こそ重要と考え、2011年の選挙の 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイン政策に掲げました。当選後すぐに伊藤さんは

県議会に提案しましたが、残念ながら反対多数で否

決されました。 

 しかしその後、自治体の首長選に出馬する際の公

約として無料化を掲げられたり、市民団体との懇談

中に突然市長が「やります」と答えたりと、無料化

が全県に広がっていきました。 

 こうした子育てへの直接支援が誰にでも受け入

れられる政策であり、職員の中にも実現したいとの

思いがあると伊藤さんは語りました。 

 憲法 26 条は「教育は無償」と掲げています。ま

た学校給食法第一条は「学校給食は食育である」と

定めています。第二条、学校給食の目標に「環境の

保全に寄与する態度を養う」「勤労を重んずる態度

を養う」「伝統的食文化への理解」等が盛り込まれ、

食育としての役割は非常に大きくなっています。 

 学校給食法第十一条では「施設設備に係る経費や

人件費以外の経費は児童生徒の保護者負担」と定め

ています。しかし昭和 29年 9月 28日に当時の文部

省から「地方公共団体等が給食費の一部を補助する

ような場合を禁止する意図ではない」との通知も出

ています。法的にも無料化は十分可能です。 

 私は 9 月議会の一般質問で学校給食費の無料化

を求めました。全額無料にした場合に必要な予算は

約 3 億円とのことです。昨年度の決算で積み上げた

「財政調整基金」との名の市の黒字は12億円です。

吉川市でも無料化は可能です。 

 今回は良い答弁はありませんでしたが、引き続き

要望していきたいと思います。 

野良猫が赤ちゃんを産んでしまったら・・・(=^・・^=) 

「駆除」ではなく「共生」 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆近い将来私が受け取る年金額を正確に知り、めちゃくちゃショックを受けました。それなりに働き続

けてきたつもりですが、とても一人で暮らしていける金額ではありません。時々送られてくる「年金定期

便」に記されていた額よりも少ない気がしますし、非課税だった母とあまり変わらない金額です。年金生

活になったときにはパートナーに依存するしかないと思うと、何か追い詰められた気持ちになります。

◆そんな衝撃を受けた最中、生活相談のお電話をいただきました。私が受け取る予定の年金額とあまり

変わらない額の年金を受給されている方でした。同居人がいたときには普通に暮らせていましたが、同

居人が亡くなるうと途端に生活が厳しくなり、預金を切り崩しながらの生活になったそうです。数年経

って預金も底を尽き、手持ちのお金もほとんど底を尽きた状況でした。何事もなければ辛うじての生活

が可能でしたが、手術を受けたり、賃貸住宅の契約更新の出費がかさみ、たちまち行き詰まってしまいま

した。仕事を見つけることも困難な年齢です。◆以前訪れたドイツでは、労働者の給与は 

低いが年金は充実しているとのことで、高齢者は旅行を楽しむ生活ができていました。日 

本では給与も低いが年金はもっと低いという状況で、日本で老後を生きる厳しさを改めて 

実感しています。普通に暮らせる年金をと思います。 

 

安心して授乳できる環境を 

2022 年 11 月号               雪田きよみのつわぶき便り            NO60 

日本共産党吉川市議会議員 

    雪田 きよみ 

住所：吉川市きよみ野 3-23-1 

電話：983-7140 090-5802‐2516 
e-mail:kiyomi.snow@mbr.nifty.com 

URL:kiyomiyukita.com 

 

学校給食費の無料化をぜひ吉川市でも！ 
無料化２２５自治体が実施 

子育て支援のシンボル 

犬猫殺処分数 636（2020 年） 

憲法 26条教育無償化の原則 

必要な予算は約 3億円 
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 10月 26日、吉川市議会文教福祉常任委員会は

栃木県高根沢町のフリースペース「ひよこの家」

を視察しました。個人的には 3年前、市内で不登

校に取り組むみなさんと共に視察したことがあ

りますが、今回は委員会のみなさんと一緒に再

度視察することができ、とても嬉しく思います。 

「ひよこの家」は高根沢町教育委員会が管轄す

る不登校支援の場です。素晴らしいのは「不登校

の子どもたちが表面的に学校に復帰することを

目指すのではない」「学習の場であるよりも、ま

ずは子どもたちが安心して心を休ませ、自分ら

しい自分を発見し、社会的自立をしていくため

の居場所」と位置づけている点です。そのために

古民家を借り、囲炉裏や薪ストーブ・天井から吊

り下げられたブランコ・機織り機なども設置さ

れ、子どもたちが自由にゆったりと過ごせるよ

うな環境が整備されています。卓球や音楽を楽

しむスペースもあり、学習をしたい子には学習

室が用意され、自由に自分のペースで学べる雰

囲気があります。学習教材や辞書、漫画も含めて

本がたくさん置かれています。 

「ひよこの家」は今年設立 20 年を迎えました。

20 年も前から行政がこのような形で不登校支援

を進めてきた事実に、感動します。 

「ひよこの家」ができる前、高根沢町の適応指

導教室は町のトレーニングセンターの一室にあ

り、２～３人しか利用していない状況でした。こ

れを見て、40 代で町長になった高橋かつのりさ

ん（現自民党の参議院議員）が「なんとかしたい」

と思ったのが「ひよこの家」の始まりでした。 

「子どもたちが悪いのではなく、仕組み自体

に問題がある」「学校に行けない子どもたちの権

利を守るのは町の義務」「学校復帰という選択肢

しかないのはおかしい」と高橋さんは考えたそ

うです。そして「どこで学ぶかが大事なのではな

い、何を学ぶかが大切なんだ」と、本人に学ぶ意

思があれば学校でなくても良いと、それが高根

沢町の不登校支援の基本的理念となりました。 

吉川市も昨年、不登校の子どもたちへの支援

の場を「適応指導教室『宇宙』」から「教育支援

センター『宇宙』」へ名称を変更し、学校復帰を

第一の目的とするのではないと打ち出しました。

職員のみなさんのご尽力により、環境も事業内

容もとても豊かになってきています。 

しかし学校と同じ机と椅子が整然と並べられ、

教室と同じような環境です。制服か学校指定の

ジャージを着て通うよう指定されています。学

校に行けないことに苦しむ子どもたちが「心を

癒す場」とはまだ言いにくい状況と感じます。 

 吉川市では「学校に行けない子どもたちの権

利をどう守るのか」という課題に、今後取り組ん

でいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今月 11 日に辞任しましたが、葉梨康弘法相が

自らの職務を「死刑のはんこを押す地味な役職」

と発言したことに憤りを感じています。犯罪者に

死を命じる究極の罰「死刑」への認識が、あまり

にも軽々しいのではないでしょうか。 

葉梨氏は９日、武井俊輔外務副大臣のパーティ

ーで「法相は朝、死刑のはんこを押し、昼のニュ

ースのトップになるのはそういうときだけとい

う地味な役職」「今回は旧統一協会の問題に抱き

付かれ、一生懸命解決に取り組まないといけない

ということで、私の顔もいくらかテレビに出るよ

うになった」「法相になってもお金は集まらない。

なかなか票も入らない」と発言したのです。 

テレビ・新聞などマスメディアへの露出を増や

し、票と金を集める・・・。自分のことしか考え

ていない発言だと思います。 

 9 月 25 日、BS 日テレ NNN ドキュメントで「死

刑執行は正しかったのか～飯塚事件・犯人の影～」

が放映されました。 

 1992 年、福岡県で二人の女児が殺害されました。

犯人として逮捕された男性は無実を訴え続けた 

 10 月から 75 歳以上の高齢者の医療費に 2 倍化

（２割負担）が導入されました。対象者は 

① 世帯の中で 75 歳以上がおひとりの場合は年

収 200 万円以上の方 

② 世帯の中で 75 歳以上が複数人の場合あわせ

て年収 320 万円以上の方（75 歳以上の方全

員） 

 ２割負担になった方から

お話を伺いました。 

 毎月通院している診療所

での支払いは、今までは月６

千円。10月からは 1万２千円になりました。年に

一度内視鏡下でポリープを切除する手術を受け

ていますが、これまでの支払いは１万５千円、今 

にもかかわらず、状

況証拠のみで死刑が

確定し、執行されま

した。 

有罪の決め手とな

ったのは DNA 判定で

した。しかし 90 年代初め頃の科警研の判定は技術

的に稚拙で、裁判証拠にはなり得ないレベルだった

ことが既にわかっています。同じころ（1990年）に

起きた足利事件でも逮捕と決め手になったのは DNA

鑑定結果でした。被告は無期懲役の判決を受けてい

ましたが、2009 年にその結果が覆され、2010 年に

無罪が確定しました。 

飯塚事件の遺族も再審請求・再鑑定を求めていま

すが、科警研が犯人の血痕を消費してしまったため

再鑑定ができません。これを根拠に再審への道が閉

ざされています。しかし本当に死刑執行は正しか

ったのかと、番組は鋭く問うています。 

 無罪かもしれない人の命を国家権力が奪うこと

になる可能性も否定できない、それが死刑執行命令

だと思います。葉梨氏は、その命令を下す法務大臣

の重い責任を理解するべきだと思います。 

 

年からは３万円になるとのことです。 

 月 17 万円程度の収入の中でのこの出費は非常に

厳しいものがあります。しかも年金は減っています。

おちおち病院に受診することもできません。 

 

 

 

 

越谷市立病院へのバスルート 

 前号のつわぶき便りで越谷市立病院行のバスが

なくなり、JR・東武スカイツリー線・バスを乗り継

いで行かなくてはならないと書きました。記事を読

んでくださった方から、越谷行きのバスに乗り越谷

駅から市立病院行のバス、あるいは JR レイクタウ

ン駅から市立病院行のバスが出ているとのお電話

をいただきました。確かにその方が楽に行けると思

いました。お電話ありがとうございました。 

栃木県高根沢町フリースペース「ひよこの家」を視察 

 

「安心して心を休ませる場」 

「学校に行けない子どもたちの

権利を守るのは町の義務」 

「子どもたちの心を癒す場」 

としての不登校支援の充実を

を 

「ひよこの家」の居間にて撮影 

「死刑執行命令」の重い責任～あまりに軽々しい葉梨発言 

「死刑執行は正しかったのか」 

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 

 

「医療費 2倍化」の厳しい現実💦 


