
日本共産党埼玉県議団

これでいいのでしょうか？
埼玉県政2014

福祉・医療編
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消費税や住民税の増税、年金の引き下げ。県民の悲鳴が聞こえてき
ます。安倍政権はさらに消費税を 10%に引き上げようとしていま
す。一方上田清司知事と議会最大会派自民党は大型開発、大企業優
遇の一方で、暮らし・福祉切り捨てをすすめてきました。

大型開発優先・福祉教育切りすての

これでいいのでしょうか？  埼玉県政

ダム建設  続々再開

すべての県施設
で消費税値上げ

県立高校統廃合で、
こんなに減った学校

幼稚園の保護者への
負担金（一般）を廃止

保健所を再編
分室全廃

2015 年 1 月から 65 才以上で障害者に
なっても、医療費無料制度が適用されなく
なります。（65才以下で障害を負った場合、
医療費は無料）
2013 年度から県立施設の利用料金 65 才
以上減免制度廃止

　県水道料金、県営公園、埼玉会館、
武道館、ソニックシティ、県活セン
ター、スーパーアリーナ、県立病院、
リハビリテーションセンターなど、
全県有施設で 2014 年 4 月より消
費税分値上げ。
　しかし県は消費税の納税義務者で
はありません。

1999年 2013年

全日制 153→134
夜間定時制 31 → 17

県と市町村で年額 4000
円、幼稚園保護者に補助して
きたものを2011年廃止

霞ヶ浦導水路
有識者会議で事業継続を承認

現在の13保健所11分室

➡
再編後

（13保健所）
保健所（本所） 分　室 保健所
春日部 春日部
越　谷 草加、吉川 草　加
鴻　巣 上尾 鴻　巣
川　口 戸田・蕨 川　口
朝　霞 朝　霞
所　沢 狭山、富士見 狭　山
坂　戸 飯能 坂　戸
東松山 東松山
秩　父 秩　父
本　庄 本　庄
熊　谷 深谷、寄居 熊　谷
加　須 行田 加　須
幸　手 久喜 幸　手
※さいたま市と川越市は保健所政令市

ひどい！
高齢者65歳以上を差別

【関連4P】

【関連4、5P】

失敗がつづいた新都心に

現在地存続
＋

一部機能の存続
もとめる　

約

20万筆の
署名

➡
タワー誘致
失敗

高層ビル建設
失敗

開発優先の県立小児医療センター移転計画

犠牲者は子どもたち

高すぎる
総建設費476億円？

同時期オープン、同規模の
兵庫県立子ども病院は

162億円

センター移転─知事のトップダウン

【関連6P】

八ッ場ダム（群馬県長野原町）
調査着手から62年、3回の基本計
画変更により、完成2019年予定。
当初2110億円が、

4600億円か？
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さらなる建設費
増額の可能性も

そのうえ…

3月26日
建設予定地からヒ素検出
基準値の2.3倍 詳細不明

県立小児医療センターSTORY

センターは現在地で存続を
地元・患者の意向を尊重して

なのに2年たっても
何一つ説明なし。
予算もなし

さいたま市岩槻区　4万 5000筆の請願
「存続を求める患者家族の会」　約 10万筆の署名
近隣自治体住民　約5万筆
春日部市議会、杉戸町議会、宮代町議会、桶
川市議会より　存続を求める意見書
蓮田市　　　　市長が機能存続を要望
さいたま市議会 地元に配慮をもとめる意見書
上尾市議会 患者家族に配慮をもとめる意見書

県立小児医療センター
2011年 広々としたさいたま市岩槻区からさいたま
新都心へ、知事のトップダウンで移転計画発表

近隣にはNICU（新生児集
中治療室）がひとつもない

30分も遠くなる患者家族は大変不安

上田知事
（ブログより）

現在地に残す機能を
検討します
(2012年2月 )

建設費（土地取得費、設計、
アセスメント費用含）が

異常に高すぎる

「現在地で建設すれば、どれほど
すばらしい病院が建設できるので
しょうか」党県議団反対討論

建設費総額476億円

失敗がつづいた新都心開発

県立小児医
療センター
移転？

➡ ➡
タワー誘致
失敗

高層ビル建設
失敗

そこでそこで

兵庫県立子ども病院（290床）

……162億円
春日部市立病院（330床）

……118億円

◆同規模・同時期オープン

　予定の各病院建設費

2014年6月定例会で…移転後の跡地　埼玉県が報告

重症者
おおむね
171人のため の医療機能
リハビリ…医療用具提供など

重症者在宅ケア

支援施設へ跡地

を貸与？売却？

だけ
失敗した
タワーの
誘致に
8000万（決算）円 患者家族も地元も

病院長も

せめて救急と
入院は残して

さいたま市と折半

ちなみに…



6 7

これでいいのでしょうか？  ムダづかい
水余り・水害に役立たず
八ッ場ダムに4600億円（国と埼玉県ほか 1都 4県）

ほかにもダム計画再開予定

議会海外
派遣費用 総額4145万円 ??

議長のみが参加すればすむ　奥田県議主張

　調査開始より 62 年間完成しないダム。
年々水需要は減り、完成年度には埼玉県も人
口減少期に入ります。災害にも役に立たない
同ダム。地すべりの危険も指摘されています。
もうダム計画からは撤退すべきです。

　2014 年埼玉県議会はクィーンズラン
ド州とメキシコ州にそれぞれ 9名の親
善訪問団を派遣しました。
　党県議団は豪雪被害の深刻な状況や消
費税の大増税を指摘して、「議員派遣は
県民の理解を得られません」として、議
長のみが参加すればすむと主張しまし
た。

　2010 年から、姉妹都市の親善事業として 5回の海外派遣が計画されました（1
回は中止）。

2010年 10人
ドイツ
・ブランデンブルク州
目的：州との交流推進

742.2万（決算）円
10人 アメリカ・オハイオ州

目的：姉妹提携 20 周年 975.6万（決算）円
2012年 10人 中国・山西省（中止）

目的：姉妹提携 30 周年

2014年 9人
オーストラリア
・クイーンズランド州
目的：姉妹提携 30 周年

1029.4万（予算）円
9人 メキシコ・メキシコ州

目的：姉妹提携 35 周年 1397.4万（予算）円

2014 年 2月定例会本会議

この美しい吾妻渓谷も失われる
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霞ヶ浦導水事業 思川開発事業
着手年度 昭和51年度 昭和44年度

建設費 1478億円
（うち埼玉県58億円）

818億円
（うち埼玉県47億円）

現　在
「今後の治水のあり方に関する有
識者会議」にて、事業継続を承認

検証中だが…

カスリーン台風のときの
ような雨に、八ッ場ダムの
治水効果は期待できない
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　国保加入者の平均年所得はたった 140 万
円。一方で国保税は4人家族（所得200万円）
で 36万円を超える例もあります。これでは
払いきれません。そのため滞納が増え、一方
で医療費が増大して、国保財政が窮迫してい
ます。保険者である市町村は一般会計から多
額の繰り入れを行っています。

国保財政―なぜ危機に ?

　国保の被保険者は 65歳以上が 3割を超え
ており、企業負担がなく、国の支出金がかか
せません。にも関わらず、これを国が削減し
てきたことに主な要因があります。

自・公・民が可決
　障害者の医療費本人負担分を
県と市で助成する制度ですが、
県は 65歳以上になってから障
害者になった方を対象からはず
します（2015 年 1月より）。
　試算では年間 13000 人ほど
がこの制度から閉め出される見
込みです。

　党県議団は 2013 年 9 月定
例会一般質問で「重度心身障害
者医療費助成制度も、一刻も早
く精神障害者に拡大すべき」と
質問し、2015 年から精神障害
者 1級の入院費用が助成され
ることになりました。

乳幼児医療費は県の制度拡充で 18才まで無料にできます。
埼玉県の助成は通院…就学前まで
通院助成年齢　高校卒業まで…福島　　中学卒業まで…群馬、東京、静岡、兵庫、鳥取
　　　　　　　小学校卒業まで…秋田、栃木、三重、京都、徳島
埼玉県内通院助成 18 才まで無料　新座市、越生町、滑川町
 中学卒業まで無料　59市町村

＊県が助成を拡充すれば、さらに市町村が前進できます＊

　埼玉県には乳幼児や障害者や低所
得者の医療費を免除または軽減する
制度があります。この制度をさらに
拡充しましょう。

所得200万円世帯の国保税額　県内上位7位
1 久喜市 366,600
2 春日部市 364,100
3 川口市 361,800
4 さいたま市 352,600
5 越谷市 346,500
6 幸手市 321,300
7 川越市 313,500

参考 所沢市 278,400

所得200万円で、国民健康保険税３６万円！　高すぎる！

医療費の軽減のために
─県民とともに拡充もとめて

重度心身障害者医療費
助成制度に年齢制限を導入

みなさんとともに実現しました！
精神障害者に医療費助成ひろげる

2 月 7日反対する障害者団体が県庁前行動

質
問
す
る
党
県
議

ひどい！
これでいいのでしょうか？　国保・医療費の負担

国保の　　
国負担を　
2011年25％

1984年50％
にもどせ
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これでいいのでしょうか？埼玉県庁

県民のみなさんとともに実現しました！

「最少の人員で最強の県庁」????
人口あたり全国 1少ない職員数

農業切り捨てにつながりかねない
農林研究センター人員削減

　上田知事は、表のように職員削減を進
めてきました。
　定数削減と一体に職員の長期休職者が
増えています。

　農林部の研究機関
は激減！ 2010 年、
2012 年は県産米高
温障害、2011 年に
は狭山茶の放射線量
基準超え、など事件
が続いているという
のに……

職員定数職員定数（人）
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0.980.91

940694069424942495189518

98789878
1000410004

101821018210234102341029110291

◆県職員の病気休職者数と比率の推移

県議補欠選挙で当選した奥田智子県議（中央）と
村岡正嗣県議（左）、柳下礼子県議

安心して赤ちゃんが産みたい !

→ NICU（新生児の集中治療床）の増床
救急・産科・小児科医が足りない

→医師奨学金・医学部設置の前進
ブラック企業は許せない

→ブラック介護施設の労働条件是正
障害児の教室が足りない

→特別支援学校の建設
精神障害者に支援を

→バス料金減免制度を、精神障害者にも拡充

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
農林総合研究センター（本所） 45 48 44 41 41
　畜産研究所 33 28 28 26 23
　森林・緑化研究所 17 14 13 12 11
　水田農業研究所 26 21 21 21 21
　園芸研究所 37 35 33 31 28
　茶業研究所 28 18 17 15 15
　水産研究所 15 14 13 13 12

職員定数 201 178 169 159 151

◆農林総合研究センター職員定数の推移

現在、全国平均の
ほぼ 2分の 1 ぐら
いの人数で埼玉県
庁はサービスを展
開しています。多
いところの４分の
1 ぐらいの人数で
ガンバってます！

11
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医療スタッフ・
県民のみなさんとともに実現しました
安心して赤ちゃんを産みたいのに…
周産期医療（胎児・新生児

と母体医療 ）が危ない
病院勤務医が足りない ???
救急勤務医不足で救急病院が激減

春日部市立病院産科閉鎖（2007）
さいたま赤十字病院周産期医療停止（2012）
西埼玉中央病院周産期停止（2012）
相次ぐ地域周産期医療センター（リスクある出産のための病院）の休止…
いずれも産科医師、小児科医師の不足によるものです。

県内医学部・県外医学部学生奨学金＝臨床
研修医のみだった奨学金を拡充しました。
県総合医局の新設＝病院任せだった医師確
保を県が支援します。
県立大学医学部実現のための調査実現＝
2007年、医師養成のために県立大学医
学部設置を党県議が初めて一般質問で取り
上げました。

　周産期医療に欠かせないNICU。県への申
し入れ、委員会質問など党県議団はこの整備
に全力をあげてきました。

医師不足解決に！医療現場のみなさんと力を合わせて

NICU 数は準
NICU 数を含
んだ合計数

2013 年度 NICU数
医療機関名 NICU数

埼玉医科大学総合医療センター 33
川口市立医療センター 9
深谷赤十字病院 3
埼玉医科大学病院 18
西埼玉中央病院 0
さいたま市立病院 12
済生会川口総合病院 3
埼玉県立小児医療センター 15
自治医科大学付属さいたま医療センター 6
さいたま赤十字病院 0
越谷市立病院 6
獨協医科大学越谷病院 7
防衛医科大学校病院 12
草加市立病院 5
瀬戸病院 2
埼玉病院 4

合　計 135

2007 年度 NICU数

医療機関名 NICU
数

埼玉医科大学総合医療センター 24
川口市立医療センター 9
深谷赤十字病院 3
埼玉医科大学病院 17
西埼玉中央病院 6
さいたま市立病院 9
埼玉県立小児医療センター 15

合　計 83

➡
県内の
NICU
の推移
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埼玉県より

人口 10万人対
病院従事医師数

◆多い県の上位
1 京都 296.7 人
2 徳島 296.3 人
3 東京 295.7 人

◆金井忠男埼玉県医師会長と懇談 ◆西埼玉中央病院院長と懇談

◆さいたま赤十字病院を訪問

実現した医師不足解消のための施策

県内NICU（新生児集中治療床）
52床増床へ

２
０
１
２
年
12
月
31
日
現
在

◆少ない県の上位
1 埼玉 148.2 人
2 茨城 167.0 人
3 千葉 172.7 人
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県民運動とむすんで実現しました

県内もブラック企業が横行
労働相談が過去最高に

「これでは、障害児差別です」（保護者
の訴え）

障害児の学校の教室不足

　2013 年 度 の 相 談 件 数 は
4773 件で 2012 年度に比べ
18件（0.4％）増加し、5年連
続 4 千件を超え多くの相談が
寄せられました。
　解雇、賃金不払いなど労働者
にとって深刻な事案が依然とし
て多くなっています。

　老人介護施設でデイサービス所長代理
として勤務していましたが、昼休み休憩
も十分取れず、サービス残業も続いてい

ました。施設長に改善するよう意見をし
たところ、猛烈ないじめが始まり、退職
に追い込まれ訴訟に踏み切りました。
　共産党県議団には、施設の介護報酬不
正請求疑惑について、県に追及していた
だき、270 万円の過誤請求が明らかに
なりました。（訴訟は未払い賃金支払い
で和解）

　A市
　元ケアマネージャーの
　Sさん

　これまで精神障害者は、知的・身体障
害の人に適用されているバスの料金減
免制度などが受けられませんでしたが、

2013 年４月より精神障害者にも適用さ
れるようになりました。

　障害児童・生徒の増加に特別支
援学校の教室数がおいつきません。
中には 2クラスで教室を使ったり、
特別教室を使ったりしているところ
も…。

ブラック企業に
お仕置きよ

職員と力をあわせ、未払い賃金支払いへ

ごぞんじですか？精神障害者バス減免

実
現

所沢おおぞら特別支援学校建設を提案（2007）し実現（2010）
草加特別支援学校建設を申し入れ（2010）、実現（2013）
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労働相談件数の推移

年度 児童生徒数 学級数 不足教室数
2009 5235 1239 266
2010 5520 1292 273
2011 5793 1339 282
2012 6067 1374 310
2013 6377 1433 275

みなさんとともに実現しました

©カクサン部

バ
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