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給食費無料化を 

子ども医療費 18歳へ拡充を 

市長の考え方は？ 

国保子ども均等割更に軽減を 

12月議会議決した補正予算 
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今月 4 日付朝日新聞『声 Voice』には、「戦争

せずに国を守れる方法は」と題した中学生の方

からの投稿が寄せられていました。中学生にこ

んな不安を抱かせる政治で良いのでしょうか。 

アメリカのシンクタンクは 12日、台湾有事の

際の日米の被害についてシミュレーション結果

を発表しました。「中国の台湾侵攻は失敗する

可能性が高いが、日米同盟にとって『高い代償

を伴う勝利』」として、「米死傷者 1 万人、中国

1.5万人、日本も多大な犠牲」とのことです。 

その「被害」を受ける日本人は一体誰なので

しょうか。ウクライナでは 12 月現在、民間人

の被害はわかっているだけでも 6,800 人超です。

台湾有事でも多くの民間人が犠牲になることは

間違いありません。私たちの大切な「誰か」が

犠牲になる可能性は、ゼロではありません。 

日本国憲法前文は「日本国

民は、恒久の平和を念願し、

人間相互の関係を支配する崇

高な理想を深く自覚するので

あつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信

頼して、われらの安全と生存を保持しようと決

意した。」と高らかに謳っています。この精神

を生かした徹底的な外交努力が、今求められて

いると思います。戦争しないことこそ、政府の

責任ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

9 月議会に続き、12 月

議会でも再度私が求めた

のは学校給食費の無料化

でした。 

 日本共産党が発行す

るしんぶん赤旗の学校給食無償化調査チームの

調べによると、今月３日時点で小学校・中学校

とも給食費を無料化している自治体は全国 1,741

自治体中 254、小学校のみ６、中学校のみ 11、

計 277 の自治体に無料化が広がっています。吉

川市でもぜひ実現を願います。 

しかし市の答弁は「安全安心で美味しい給食

を持続的に提供することを最優先に、給食費の

負担をお願いしていく」というものでした。 

しんぶん赤旗の調査では、

2009 年に 18 歳までを無料

化するのは 2 自治体のみで

したが、昨年 4 月現在では

817自治体にまで増えています。 

埼玉県では 63 自治体中 32 自治体が実施し、

近隣では草加市と春日部市が入院医療費の無料

化を実施しています。吉川市でも 18 歳までの対

象拡充、ぜひ実現をと求めました。 

市の答弁は「現在対象者は 1万１千人。２億

５千万～３億円かかる大事業。自治体によって

それぞれ考えが出てくるところ。市としては対

象拡大との考えには至っていない」というもの

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険税子どもの均等割は、国保加入世

帯に大きな負担となっています。昨年 4 月から 

未就学児に限り半額へと軽減されましたが、子ど

もが入学しこれまで以上にお金がかかるようにな

った時、同時に国保の負担も重くなります。軽減

対象の拡充を求めました。 

 市の答弁は「国民健康保険の制度は国が責任を

持って対応するべき課題」「参院での『対象者や減

額幅の更なる拡充を検討することと』との付帯決

議があり、動向を注視していく」でした。 

子育て支援に対する市長の考えを問いました。

市長の答弁は「お金がどんどんどんどん入ってく

れば、全てやってあげたい」「給食も無料、医療費

も無料、保険も無料、それは必ず次の子どもたち

の世代の大きな負担になる」「未来に持続可能であ

るように、しっかりと判断して今後も進めていく」

というものでした。 

しかし給食費無料化・18 歳までの子ども医療費

を実現している自治体は、何が重要かを熟考し、

予算を捻出しているはずです。「お金がないからや

れない」という中原市長の姿勢に、冷たさを感じ

ます。 

こうした子育て世帯全体を支える提案には冷た

い答弁ばかりでしたが、12月議会で議決した補正

予算は子育て支援が意識された内容でした。 

◆ 入学準備応援給付金給付事業 

22年 12月 1日現在吉川市に住所がある 

次ページに続きます⇒ 

戦争せずに国を守る方法は？ 

台湾有事の日本の犠牲は？ 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆昨秋、生まれ育った町をドライブしてきました。愛知県と岐阜県と長野県との県境の、山に囲まれた

小さな町です。私の父はそこで石工をしていました。岡崎石という評価の高い花崗岩は、その町から切

り出されていました。小学校に入学するまで、私は毎日母と一緒に山の中の父の石切り場に歩いて通っ

ていました。石切り場やその山をどうしてももう一度見たくて、行きました。◆驚きました。昔は車道

沿いに石切り場が並び、働く人々の姿が見えたものでした。もう石切り場はどこにもなく、きれいに切

られた石が所々に顔をのぞかせ、そこが石山だった形跡だけが見られました。父の石切り場がどこにあ

ったのかも、全くわかりませんでした。今はもう、石工のような大変な仕事に就く人もいないのかもし

れません。墓石も輸入品が多くなったという話も聞きます。◆私がその町を離れたのは高校に入学する

ときでした。考えてみれば長い歳月の中で、町も人も景色も生業も変わっていくのは当然です。が、こ

んなにも変わるものかと驚きます。◆一方で、変わらないものも発見しました。私が卒業した小学校は

40年も前に廃校になりました。校舎はもう取り壊されていましたが、私が一年生の時に 

完成し遊びに遊んだ体育館は今も使われていました。地元の子どもたちが遊びに来ていて、 

声をかけると「学校で遊ぶの」と言っていました。その場所が地域の方々にとっては今 

学校なのかと思うと何か嬉しく、温かい気持ちがこみあげてきました。 

こみ上げました。 

つわぶき便り 
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 

 

子育て世帯全体を支えるまちをつくりましょう💕 私はこのままの日本ではだめだと率直に思

う。なぜなら『戦争しない国』が『戦争でき

る国』になりつつあると思うからだ。 

憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を認

め、法律をつくって世界中に自衛隊の活動が

広げられるようになった。 

 （中略）このままいけば私たち若い世代こ

そ戦争に巻き込まれ、戦場に立たされるかも

しれない。今手元にある幸せが、消えてしま

うかもしれない。 

 （中略）平和憲法の下で 70年も戦争をせ

ずにきた歴史をゼロにもどしてしまわないで

ほしい。政治家は戦争をせずに国を守れる方

法も考えてほしい。 

 

憲法を守り活かす外交努力を 



子どもの貧困とはどういうことか 
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校内フリースクールの設置を 

学校に行けない子どもたちの 

権利をどう守るのか？ 

「宇宙（そら）」に 

通う子どもが増えている 

教育委員会等の話し合い状況は？ 

地域の様々な活動との連携を 

⇒前ページの続きです 

児童生徒のうち、23年 4 月に小・中・

高・大学に入学する年齢の児童生徒に一

人 1 万円給付。 

◆ 子どもの未来応援図書カード給付事業 

０～18 歳までの子どもに、図書カード一

人 3 千円分を給付。 

議決した事業の給付時期が２月 19日投開票

で行われる市長選挙と重なることから、一部の

マスコミからは「バラマキ」と報じられ、市長

も「バラマキではない」とわざわざ弁明する事

態となったとは非常に残念なことでした。 

 しかし市長の姿勢に「子育て世帯全体を支え

る」発想が不足していることは事実だと思いま

す。 

 『高校生ワーキングプア 

見えない貧困の真実」（NHKス

ペシャル取材班 新潮文庫） 

を読みました。 

 「子どもの貧困の最も大き

な特徴のひとつは、見ようと

しないと『見えない』こと」。

「たとえるなら、『川の岩陰で溺れた状態』だ」。

「本当に困った子どもは、自ら名乗り出ること

はできない。自力で這い上がれないまま、岩陰

で溺れているからだ。子どもに向けた相談窓口

を開いて、困ったらここへ相談してくださいと

いう取り組みを見かけるが、それでは、川の岸

辺に屋台を開いて溺れている子どもに向かって

困ったらここまでおいで、と言っているような

ものだ」。こんな記述が、心に深く残りました。   

子育て世帯全体を支える施策の重要性がわか

ります。「困窮」を名乗り出た世帯だけでなく、

子育て世帯全体を支援しなければ、本当に困っ

ている子ども

を救うことは

できないのだ

と思います。 

 

12 月議会で中原市長は、学校体育館・総合体

育館へのエアコン設置の意向を表明しました。 

小野潔議員（公明党）吉川敏行議員（自民党）

飯島正義議員（共産党）がそれぞれ一般質問で

問いました。市の答弁は、「体育館の空調整備

は、子どもたちの健康維持や教育環境の向上・

災害時における避難者の良好な空間の確保とい

う観点からも大変重要」「今年度、中央中学

校・南中学校のトイレの洋式化を整備し、緊急

性のある学校への整備の目途がたった。いよい

よ小中学校の体育館・総合体育館へのエアコン

設置が進められるタイミングが来た」「11月に

市長・教育長・PTA会長との懇談会でお話をし

た」とのことでした。 

設置されることはとても嬉しいことです。し

かし 9月議会でエアコン設置を求め、せめて室

温測定し記録を残してほしいと求めた飯島正義

議員に対する答弁は「記録は残すが、あくまで

も何かあった時のためのものであり、エアコン

設置のためではない」でした。また「目途が立

った」と言うなら、9月議会でとっくに目途が

立ち、エアコン設置に向けて動き出せたのでは

ないでしょうか。 

そもそも市長は誰とどのように検討し、PTA

会長に話をしたのでしょうか。教育委員会で検

討もされず、行政会議もこれからという状況で

す。市長の意思決定だけが先行というのは、そ

の姿勢として如何なものかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

前号でもお伝えしましたが、

吉川市議会文教福祉常任委員

会は昨年 10 月、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。高根

沢町の不登校児童生徒数は 25 名前後で推移し、

15 名前後、約 6 割の子どもが「ひよこの家」に

通っています。高根沢町は「学校に行けない子

どもたちの権利を守るのはまちの義務」と明確

に打ち出しています。 

一方吉川市では昨年度の不登校児童生徒数は

小学校で 33 名、中学校で 91 名、計 124 名で、

そのうち教育支援センター「宇宙（そら）」に通

った児童生徒は 26 名、約 2 割です。民間のフリ

ースクールに通ったお子さんも、昨年 3 月末現

在で 5 名とのことです。不登校のお子さんの権

利を市がどう守るかが問われています。市の認

識を問いました。 

「宇宙（そら）」に小学生が少ないとの指摘が

あり、今年は特に小学生の不登校の子どもたち

に積極的に働きかけを行った結果、12 月時点で

小学生が 10 名まで増えたそうです。中学生も 27

名で、合計 37 名。施設にいっぱいいっぱいの児

童生徒に通っていただいているとのことでした。 

以前は気が向いたときに来る子が多い状況で

したが、今は毎日のように通ってくる子がたく

さんいるとのこと。「宇宙（そら）」が子どもた

ちにとって居場所として適した施設だとは思っ

ているとの答弁でした。 

市も不登校の子どもたちの支援に向けて、努

力している様子が伝わってきました。 

ただ不登校の子もどんどん増えている状況で、

「宇宙（そら）」に通うお子さんの割合としては

変わらない状況が続いているとのことです。 

子どもたちの居場所や、どのように支えていく

か、どんな形で支えられるか、検討していければ

と考えているとの答弁でした。 

11 月、埼玉県内で不登校支援をしているみなさ

んの会合に参加しました。当事者や支援者の方々

の率直な声を聞かせていただきました。 

子育て世代の生活が困窮する中で、子どもが学

校に行ってくれないと、親は働きに行くことがで

きず、家庭が回らなくなってしまいます。親が働

きに行くことを保障するためにも不登校の子ども

の居場所が必要だというご意見を聞きました。 

教育機会確保法ができ、市の設置する教育支援

センターも民間のフリースクールも多様な学びの

場として位置付けられました。しかし、民間のフ

リースクールがどこにでもある状況でもなく、高

くてとても行かせられない、定期代も大変。なか

なかフリースクールという選択肢を選べない状況

もとてもリアルに語られました。こうした状況の

中で、さいたま市立道祖土小学校には校内フリー

スクールが設置されているとのお話がありました。 

校内フリースクールに対する市の見解を求める

と、「親にとっては一番安心」「可能であればそう

いう形をとっていきたいという気持ちは十分ある。

人的なものや場所的なものも必要になるので、内

部でしっかり検討していきたい」との答弁でした。 

市内には不登校支援をしている様々なグループ

があります。不登校の子どもたちの居場所をつく

りたいと努力してくださるみなさんの力をお借り

し、連携し、子どもたちの居場所をつくってほし

いと要望

しました。 
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「ひよこの家」の居間にて撮影 

不登校の子どもたちの居場所づくりを 

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 

 

学校体育館・総合体育館

にエアコン設置へ 


