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出産・子育て応援給付金 

なぜ子どもを産めないのか？ 

出生数は減少の一途 
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永田公園フ

ラワーセンタ

ーで地域のみ

なさんと共に

「つながるサ

ロンきよみ野」

を始めたのは 2017 年の春でした。コロナの為

現在は休止中ですが、新興住宅地のきよみ野で

お互いに顔見知りになり、気に掛け合ったりい

ざという時には助け合ったりするような地域づ

くりができたらとの思いで始めたサロンです。 

サロンの会場は永田公園フラワーセンターで

す。きよみ野の真ん中にあり、ガラス張りなの

で何をしているか外からもよく見え、サロンに

はうってつけの施設だと考えました。 

残念なことにこの施設にはエアコンがありま

せん。夏には扇風機を、冬にはストーブを何台

も持参して空調をしています。テーブルも椅子

もボロボロで、ささくれたテーブルの角でけが

をしないように、ガムテープで保護して使って

いる始末です。 

2017 年 3 月と 2019 年 6 月、サロン代表の高

橋清春さんと共に 2 回にわたりエアコン設置と

老朽化した椅子とテーブルを改善するよう要望

しました。しかし椅子が 10 脚程度替えられた

他は何も対応されていません。 

今年 1月、改めてエアコン設置とテーブルと

椅子の改善を求め、要望書を提出しました。が、

全く後ろ向きな回答で、本当にがっかりしてい

ます。とてもお洒落なフラワーセンターにエア

コンが設置され、テーブルと椅子が改善されれ

ば、もっともっと利用される施設になるのでは

ないでしょうか。公園再生に力を入れる吉川市

に、引き続き求めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 月 30 日（月）、臨時議会が開催されました。

主な議題は、政府が進める「出産・子育て応援

給付金」を具体化する補正予算でした。 

➢ 出産応援 

令和４年４月１日以降に妊娠届出した妊婦

と令和４年４月１日以降に出生した児童の

母を対象に、妊娠届時の面談実施後、５万

円が給付されます。 

➢ 子育て応援 

令和４年４月１日以降に出生した児童の養

育者を対象に、出生届から乳児家庭全戸訪

問までの面談実施後に、出生児一人当たり

５万円が給付されます。 

令和４年４月１日～令和

５年１月 31 日までに対象

となった方には、２月 9 日

に案内が送付されています。

申請期限は 7 月 31 日（必

着）です。 

今年 2 月 1 日以降に妊娠された方は妊娠届提

出時に、2 月 1 日以降に出産された方は乳児家庭

全戸訪問時に面談を実施後に説明を受けること

になります。 

こうした出産・子育て応援施策の背景には、

出生数の減少があります。昨年の出生数はつい

に 80 万人台を割り、77 万人台になるものと見込

まれています。合計特殊出生率（一人の女性が

一生のうちに出産する子どもの平均数）、21 年は

1.30でした。 

 

 

 

 

 

 

 

私が次男を出産したのは 1992 年でした。その時

既に統計特殊出生率「1.57 ショック」が叫ばれて

いましたが、30 年経っても未だ抜本的な手立てが

とられていない事実に驚きます。 

女性だから子どもを産むのが当たり前だとは考

えたくありません。産まない生き方も当然認めら

れるべきであり、不妊に苦しむ女性の存在も忘れ

てはなりません。 

しかし 34 歳以下の二人に一人が「奨学金」とい

う名前のローン返済を抱え、子育て世代の男性で

も正規雇用されているのは 90％前後に過ぎません。

消費税は 10％。社会保障費の負担は増える一方。

そして賃金は上がりません。受益者負担という考

え方が強い日本では、子どもの教育に膨大なお金

がかかります。 

軍備拡大に意欲を燃やす政府の下で、更なる増

税は必至。それどころか、子どもが戦争に巻き込

まれるのではないかと不安です。 

若者が安心して子どもを産めるようにするため

には、雇用の安定、賃金の改善、子育ての経済的

負担を軽減し、何よりも戦争の不安のない社会を

つくることではないでしょうか。 

永田公園フラワーセンターにエアコンを！ 

💕 きよみの暮らし 💕 
◆先日、パートナー君が平日に休みを取りました。お正月に出勤した分の振休とのことでした。人生

の半分以上を一緒に暮らしてきましたが、彼から「振休」という言葉を聞いたのは初めてで、びっく

りしました。これまでは日曜祝祭日に出勤しようが振休はなく、「有休」という言葉さえ彼の口から

きいたことがありませんでした。今までと同じような働き方が、だんだん大変になってきたのかなぁ

と思います。◆私が記憶するパートナー君の有給休暇はただ一度、確か次男君が 1歳半くらいの頃の

ことでした。生後 1か月の頃にはアレルギー症状が激しかった次男君の子育てはとても大変で、当時

私はとても疲れ切っていました。パートナー君は一日だけ有給休暇を取ってくれて、私にも育児の有

給休暇を保障してくれたのでした。◆その日私は早朝に家を出て、とある舞台の当日券を Getするた

めにチケット売り場に並び、夕方からその舞台を観て、夜遅く家に帰りました。その舞台が何だった

のかは覚えていません。とても充実した一日でした。心から癒され、次男君のアレルギーに 

向き合う力が湧いてきました。◆そんな一日はパートナー君との長い暮らしの中でも、忘 

れることができない一日となりました。◆昨年次男は 30歳になり、今年孫一号が小学生 

になります。不思議な縁で家族になったパートナー君とずっと仲良く暮らしていきた 

いと、大恋愛していた頃より今の方が強く思うのが不思議です。 

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 

 

妊娠・出産時に 5万円給付給付事業スタート 

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 

 



現在は「新型インフルエンザ等」 
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自己負担が増える！ 

対応医療機関は本当に増える？ 

実は性暴力被害者だった 

安部定さん 

コロナの脅威は侮れない！ 

日本の人身売買の黒い歴史 

国家管理売春を描く 

『あの少女の隣に』 

先月 20日岸田首相は新型コロナウイルス感染

症の感染症法上の位置づけを、5 月の大型連休

明けから「第 5 類」に移行すると発表しました。

マスク着用についても、3 月 13 日から「個人の

判断に委ねる」との方針です。「5 類化」とはど

ういうことなのでしょう。 

感染症法ではその危険性等に応じて１～５類

と「新型インフルエンザ等」に分類しています。

新型コロナは現在、「新型インフルエンザ等」

に位置付けられ、２類以上の対応が可能とされ

ています。この位置づけが、感染者の行動制限

などの根拠になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5類化に伴い、新型コロナに係る政府及び都

道府県対策本部が廃止されます。政府が策定し

てきた「基本的対処方針」も廃止されます。 

新型コロナに感染して治療が必要になった場

合、現在は医療費の患者負担分は感染症法や予

算措置により、全額公費で賄われています。検

査も医師が必要と認めれば全額公費負担です。 

岸田首相は 5 類化後も「期限を区切って公費

負担を継続する」としていますが、その後自己

負担が大幅に増えることは明らかです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナ治療薬のレムデシビルを 5日間投

与したときの治療費は約 38 万円、モルヌピラ

ビルは約９万４千円です。治療を諦める人が出

てくるのではないでしょうか。非常に心配です。 

岸田首相は 5 類化により、対応医療機関が増

えると言っています。しかしコロナ対策として

実施してきた入院・外来の診療報酬の特例加算

や病床確保料などの医療機関向けの支援措置は、

段階的に見直すとの方針です。 

日本医療法人協会は１月 20 日、病床確保料

などの支援が全て廃止されれば病床確保が難し

くなると表明しました。公的支援が縮小すれば

担い手が減ることは医療関係者の共通認識です。 

医療の担い手が更に減り、新たな感染拡大が

起きたとき、いったい何が起こるのでしょう。

新型コロナの感染力は季節性インフルエンザよ

りもはるかに高く、後遺症の重さや死者数の多

さも際立っています。冬季に流行する季節性イ

ンフルエンザと違い、新型コロナは昨年も季節

を問わず 3回も感染拡大の大波を記録し、そし

てそのたびに深刻な医療のひっ迫を引き起こし

ました。岸田政権の人命軽視、とても不安です。 

BSTBS「にっぽん！歴史

鑑定」で、「阿部定は悪女

だったのか？」が放送さ

れました。愛する男性を

殺害し、その男性器を切

断して逮捕されるまで持

ち歩いていたという猟奇

的な事件を引き起こした

阿部定のお話です。 

実は定さんは 15歳の時に性暴力被害に遭い、

PTSDと境界型パーソナリティ障害を患っていた

との話に興味を持ち、『阿部定事件 愛と性の果

てに』（伊佐千尋著 新風舎文庫）を読みました。 

性暴力被害の後自己破滅的な生活をする定さ

んは、実の父親から前借金 300 円で娼妓へと売

られてしまいました。お父さんは「すぐに嫌に

なり、謝ってくるに違いない」と矯正の願いを

込めて娘を売ったのですが、定さんはそこから、

前借金で抜け出すことのできない娼妓の道を歩

んでいきました。驚くような事件は、その結果

として起きたものでした。 

この本には興味深い記述がありました。1872

年（明治 5）年、あるペルー人がマカオで清国人

236名を奴隷として購入し、所持する船に乗せて

帰国する途中、横浜に寄港しました。一人の清

国人が逃亡を試みて海へ飛び込み、停泊してい

たイギリスの軍艦が救出。英国公使から処置を

求められた日本政府は、清国人を全員解放して

清国へ送還しました。するとペルー政府は日本

に損害賠償を要求。ペルー政府は、「日本は、国

内では芸娼妓などの人身売買を公認しながら、

他国民にのみこれを禁じるのは不当」と主張。 

当時日本は不平等条約改正のため、世界の文

明国の仲間入りをしようと懸命に努力をしてい

たことからすぐに対処され、年季奉公や芸娼妓の

売買を禁止する太政官布告が発布されました。 

ところが不平等条約の改正がすむと、政府は

1900（明治 33）年に「娼妓取締規則（内務省令）」

により芸娼妓を行政的取り締まりのもと公認。大

審院（現在の最高裁）も「芸娼妓契約友好論」に

転じ、人身売買禁止令は骨抜きにされてしまった

ということでした。 

舞台『あの少女の隣に』

（くるみざわしん作 川

口龍出演）を観ました。

国家管理売春に焦点をあ

てた作品です。 

戦場で戦う兵士をリラ

ックスさせ、心を癒して

また闘いを続けさせるためには「女」が必要。そ

の「女」を集めるためには、貧乏で身を売るしか

食べていく方法のない「女」の存在が必要。    

日本は敗戦後数日のうちに RAA（進駐軍のための

特殊慰安施設）をつくりました。進駐軍が来たら

女性たちが強姦される、だから女性たちを守るた

めには慰安所が必要だと。戦争で焼け出された

「女」、夫や家族を失って明日の生活にも困る「女」

たちを集めてそこで働かせれば良い。「女」たちに

は「お国の為」と言い、前借金に応じ、金で縛り

付ける。抗議する上流階級の女性たちには「まっ

たく困ったものだ」と二枚舌を使い、対立を煽る。

国は表向きだけ取り締まる・・・。そんな国家的

な構造をあぶり出す、凄い作品でした。 

昨年の日本のジェンダーギャップ指数は世界 116

位でした。特に政治・経済での男女差が大きく、

女性の地位と給与が世界的に見ても大変な低レベ

ルです。阿部定さんが生きた時代、貧しい女性が

慰安婦にされた時代、そして今。女性の貧困はま

だまだ深刻な課題です。女性の人権が保障され、

女性が自立して生きられる社会を望みます。 
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女性の貧困をなくし、自立して生きられる社会を 新型コロナ感染症 5類移行で何が変わるの？ 

しんぶん赤旗 2023・２・３より 

しんぶん赤旗 2023・２・３を参考に作成 



 

 

 

 

「ひよこの家」の居間にて撮影 

 


