
　最初の出会いは、つぼみの会（かしの木学園医
療的ケア児保護者の会）のみなさんでした。県お
おぞら特別支援学校に肢体不自由児の受け入れを
求めて、県教委と交渉し、実現しました。あれから15
年。保護者のみなさんと一緒に歩いてきました。市内
の受け入れ施設も増加し、市民医療センター再整備
構想の中に医ケア児の施設が書き込まれました。県
医ケア児支援センターも設置されます。
　保護者のみなさんのパワーにはいつも励まされました。
　今度は市民医療センターに、県医ケア児地域支援センターをつくりましょう！！

　12年前に廃止された所沢保健所を復活させま
しょう。市民医療センター再整備が検討されてい
ます。その中で医療的ケア児の受け入れ施設な

ど、併設の施設の検討も進んでいます。この土地
を保健医療と障害児支援の拠点とすべきです。県
医ケア児地域支援センターを併設しましょう。

　医療的ケアの必要な息子が入学予
定の和光市の学校では、往復の送迎
に3時間以上かかります。悩んだ私た
ち保護者は城下さんに相談。柳下礼
子県議と一緒に県庁にいってくれて、
県教育委員会と話し合いができまし
た。
　その結果、所沢にあるおおぞら特
別支援学校に肢体不自由部門が併
設され医ケア児も受け入れられまし
た。
　その後の卒業までの12年間の保
護者負担が大きく軽減されました。
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城下のり子

特別支援学校（障害児の学校）の建設992人分
2021年から2023年まで
●新設…2校（戸田かけはし特別支援学校など）
●分校…7校
●増築…3校（川口特別支援学校など）

市民医療
センターに

医療的ケア児の保護者たちに
よりそって15年

●1966年沖縄県石垣市生まれ●立正大学短期大学部社会福祉学科卒●元医
療ソーシャルワーカー●所沢市議会議員6期●埼玉県後期高齢者医療広域連
合議会議員●NPOヒューマンライツナウ会員、「フラワーデモところざわ」呼びか
け人●家族╱夫と子ども２人●趣味╱ビンテージリメイク、映画、音楽鑑賞●所沢
市中富南在住

　岸田政権が報復攻撃による国内被害
の可能性をはじめて認めました。

県内の自衛隊基地も大増強
　新安保3文書の決定後、航空自衛隊
入間基地の来年度予算が今年度の3.5
倍（210億円）にふくれあがりました。

戦争の心配のないアジアへ～日本共産党の外交ビジョン～
　大軍拡をただちにストップし、ASEAN（東南アジア諸国連合）の対話による平和の枠組み
を中国やロシアなどを包み込んだものに発展させます。
　その枠組みを生かしながら、対話による平和外交で東アジア地域の平和と安定を実現します。

共産党
「自衛の範囲を超え、
明らかに憲法違反。
絶対に認められない」

VS
自民・公明

「自衛権の範囲内」

維新
「自衛措置として当然」

浜田精一防衛相「（相手国の報復攻撃で）
日本に大規模な被害が生じる可能性も完
全に否定できない」（2月6日衆院予算委
員会・穀田恵二衆院議員への答弁）

報復攻撃で埼玉も火の海に？
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軍事一辺倒ではなく平和の外交を

新埼玉 2023年3・4月号外　日本共産党埼玉県委員会の見解を紹介します。
発行●日本共産党埼玉県委員会　〒330-0835さいたま市大宮区北袋町1-171-1　●ご意見などは日本共産党埼玉西南地区委員会へ　☎04-2921-0703

埼玉県議会議員選挙

3月31日告示
4月9日投票

埼玉県内の日米の軍事基地・施設

自衛隊熊谷基地

自衛隊入間基地

米軍所沢通信基地

自衛隊大宮駐屯地
（化学学校）

自衛隊朝霞駐屯地

断固反対 賛成・推進

大軍拡ストップで大軍拡ストップで
給食無料100年分！？給食無料100年分！？
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平和の
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C2輸送機への長射程ミサイルの搭載
も進められようとしています。
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ボランティア募集中

左から中井めぐみ党市ジェンダー平等推進室長、平左から中井めぐみ党市ジェンダー平等推進室長、平
井明美所沢市議、花岡けんた党市若もの・雇用対策井明美所沢市議、花岡けんた党市若もの・雇用対策
チーフ、小林澄子市議、城下、加藤けんいち党市くらチーフ、小林澄子市議、城下、加藤けんいち党市くら
し・雇用対策部長、柳下礼子県議、矢作いづみ市議し・雇用対策部長、柳下礼子県議、矢作いづみ市議

　岸田政権は今後、5年間の軍事費を総額43兆円に増
やす方針です。このお金があれば、4400億円と試算さ
れる学校給食の無料化が100年近く続けられます。
　統一地方選挙で「大軍拡反対」の厳しい審判を下し、
国民のいのちとくらしを守る政治に変えましょう。

43兆円あれば、何ができる？
●全年金者に年10万円を追加支給（4兆円/年）
●子どもからお年寄りまで医療費無料（5兆円/年）
●小学校から大学・大学院までの学費無償化（5兆円/年）



請願紹介率は共産党93％
約４年間で県民から提出された請願29件中、共産党
が27件の紹介議員になりました。

県政をさらに前へ
●子どもの国保税ゼロ
18歳まで均等割り廃止

●給食費ゼロ
県と市町村と連携して
実現します

●子どもの医療費ゼロ

●同性パートナー
　シップ宣言を

●ゼロカーボン
　シティ宣言を

●補聴器購入補助を
高齢者の6割が
聞こえ困難

●障害者医療無料制度
65才以上で障害をおった
人への差別なくす

●水道料金20%引き上げ中止に

●保健所をつくる
所沢に！上尾・伊奈地域に！
人口20万人の都市に！

●医師を増員
医学生への奨学金創設で
埼玉県で働く医師101人実現
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全国第6位の財政力をいかして

子ども医療費無料制度
全県で窓口払いゼロへ

コロナ対策　無料PCR検査の拡大
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保健所職員・保健関係職員を増員

事業者への協力金支給、抜群の速さ

特別支援学校2校7分校
992人分建設へ
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　2019年一般質問で県としての窓口払い撤廃、対象年齢
拡充を要求。2022年10月から窓口無料化が実現。

　「PCR検査は感度7割」としぶる知事に対し、繰り返し無料検査を要
求。高齢者・障害者施設職員の検査、薬局などでの無料検査が実現。

　教員の産育休や退
職時の代替教員がい
ません。2020年初め
て92人もの未配置未
補充教員がいること
を明らかに。23年度
年度から代替教員配
置が始まります。

　水余りにもかかわらず、建設した八ッ場ダム。建設費の返済が水道会計を圧迫し、料金引き上げ方
針が打ち出されました。当初の2倍に建設費が引きあがった際に反対したのは共産党だけです。

埼玉県教員の
未配置・未補充数 問われる県議会各会派の態度（○＝賛成　×＝反対）

（2022年11月）

特別支援学校関係者と懇談する党県議団

　「死んでしまいそうです」という職員からの電話を受け、2021年一
般質問でコロナ対策での職員の長時間勤務問題を追及。保健所職
員38名、保健関係職員55名増員。

　飲食業者等へのコロナ感染防止のための協力金、早期支給を促し、
東京と比べても際立つ速さで支給されました。

財源はあります▶一般会計2兆2100億円・基金800億円

●原発の再稼働を求める
　意見書(2017年)を採択
全国から抗議が集まる

●豪州クイーンズランド州議会親善に
　10県議派遣で1200万円
姉妹都市親善は議長・副議長で十分です。

●第2の歳費＝費用弁償は実費へ
例：上尾市在住県議　1回の議会登庁で
8100円支給（共産党県議は、実費以外
返納します）

●7つの特別委員会
7つもの特別委員会は必要ありませ
ん。常任委員会と審議内容が重なる
特別委員会は廃止を。

定数93のうち

50が自民党の県議会では？

　障害児の学校=特別支援学校の教室不足を繰り返し質
問。2021年から戸田かけはし・岩槻はるかぜ特別支援学
校2校が開校、分校7校開校（予定含む）。3校増築（予定含
む）が実現しました。 子育て支援

3つのゼロ

新しい埼玉に
むかって

高齢者・
障害者に
安心を

命をまもる

県民の運動を力に
願い実現

県政を厳しくチェック

コロナ対策で
知事と論戦し実現

自民党県政へ
の

逆戻りを許さ
ず 県民とともに政治動かす

小 学 校 120名

中 学 校 50名

高 等 学 校 6名

特別支援学校 42名

自民 県民会議 公明 民主フォーラム 共産

八ツ場ダム建設費増額（2004年） ○○ ○○ ○○ ○○ ××

県所沢保健所廃止（2009年） ○○ ○○ ○○ ○○ ××

原発再稼働意見書（2017年） ○○ ○○ ×× ×× ××

特別支援学校整備請願（2022年） ×× ×× ×× ×× ○○

さらに
枠を拡大

職員定数の推移（知事部局）
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