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　池上本門寺前消費税増税反対行動で訴えました。“財源
不足になったら困る”“ギリシャのようになったら困る”
“孫子にしわ寄せがいくのは困る”などと思わされるのは
おかしいね、と立ち止まって考える必要があります。テ
レビと新聞が口をそろえて同じことを言う、これってま
るで戦前のようではありませんか。大本営発表だけが国
民に知らされた時代ではありません。真実を知らせるこ
とこそ大事なことです。

消費税増税絶対ストップ！　
　　　　　　　　　　の春に

区議会議員　金 子 悦 子　

　３月 30 日にニュースを聞いたら、「やっと、やっと
まとまりました」とアナウンサーがコメントするのです。
“まさか”と聞いていたら、まさに消費税増税が閣議決
定されたことを伝えるものでした。まるで国民が待ちに
待った消費税増税に、野田民主党内閣が踏み切ったと思
わせるものではありませんか？　この日を境に、駅頭で
の署名はちょっとやりにくくなりました。お宅を訪ねて、
消費税増税では、無駄遣いそのままで社会保障は切り捨
てて、暮らしも営業も台無しになる、それに 1970 年代
までの課税方法に変えるだけで、税収は増える、所得が
１億円を超えるとかえって税金は安くなる、大企業と金
持ちには応分の負担を求めるべきだ、という話が入れば、
じゃあ安心してと署名してもらえます。急いでこの運動
を進めましょう。共産党の提言は、今関心を持たれ、読
まれています。マスメディアの異常さを告発することも
必要です。区民の皆さんと力を合わせてがんばります。

学校図書室の司書配置について

3月22日（予算特別委員会質疑）金子悦子　

　学校図書館法によれば、12学級以上の学校は、司書
教諭を配置しなければいけないことになっています。そ
して、司書として発令されている担任の教諭は実際いる
のです。文科省のＨＰには北海道から沖縄まで学校数と
配置された教諭の数は出ていますが、実際には名前を登
録するだけで、仕事を専任できるわけではありません。
そこで、自治体が独自に非常勤で司書を雇用するように
したところがありますが、時給は1,060円で働くには大
変厳しい職場です。大田区には、名前だけの司書教諭の
他は、実際のところいないわけです。
　読み聞かせをするボランティアのＰＴＡの活動も大事
ですが、やはり専任の司書教諭を置くことも考えるべき
です。司書教諭を都費で手当をすると500万円に学校人
数分とすると、大田区は４億４千万円になります。これ
を高いとみるかですが、将来の主権者をどう育てていく
か、という観点でいくと、安いものではないでしょうか。
　大田区に出されている国庫支出金は425億円ですが、
教育費には２億６千万円しかなくて、教育の機会均等と
いう立場からは大変不公平です。地方交付金が出ない東
京都はいつまでも遅れ
た状況でほっておかれ
ます。ここも打開する
必要があります。
　この議場の写真は、
母子栄養食品支給事業
について、３月16日
に質問した時のもので
す。



介護保険料の賦課額の基礎になる　　
所得段階は自治体ごとに決められます

　これが住民税や後期高齢者医療保険と違うところで
す。大田区は今回上限を2,500万円にしました。いま
まで1,500万円以上は誰でも年額108,240円でしたが、
2,500万円以上の高額所得者は108,240円から175,200
円になります。大田区議団は第６段階から4．1％にして、
低所得者は無料にできる提案をしました。大金持ちが社
会のために応能負担をすることは、まさに人助けであり、
本来のあり方ではないでしょうか。

井上ひさしさんの作詞した校歌

　都政新報に、釜石市の釜石小学校校長先生が、「奇
跡ではない釜石の軌跡」という記事を寄せていました。
184 人の児童が全員無事だったこの学校の校歌は、「い
きいき生きる」という題で、井上ひさしさんが作詞して
います。

　　いきいき生きる　いきいき生きる
　　ひとりで立って　まっすぐ生きる
　　困ったときは　目をあげて
　　星を目あてに　まっすぐ生きる
　　息あるうちは　いきいき生きる

　　はっきり話す　はっきり話す
　　びくびくせずに　はっきり話す

　　困ったときは　あわてずに
　　人間について　よく考える
　　考えたなら　はっきり話す

　　しっかりつかむ　しっかりつかむ
　　まことの知恵を　しっかりつかむ
　　困ったときは　手を出して
　　ともだちの手を　しっかりつかむ
　　手と手をつないで　しっかり生きる

「校長先生の言葉」

　こどもたちが守ったものは、自分の命だけではなく、
友達の命、おじいちゃんおばあちゃんの命、兄弟の命を
も守った。防災教育も行っていたが、子どもたち自身が
その場で判断し、行動に移すという「心」が育まれてい
たのだ。（後略）

　学校は、将来の主権者を育てる場所であり、戦争が起
きないようにするために、図書室・図書館があります。
読書をすることで生きる力が養われます。司書教諭がい
ることは、人類の知恵なのです。そういう学校図書室に
したいものです。　　　　　　　　　　　　（金子悦子）
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100万円 41,000

第７ 125万円～ 61,500 第8 125万円～ 73,500 125万円 51,250

第８ 200万円～ 73,800 第９ 190万円～ 91,140 190万円 77,900

第９ 　300万円～ 76,260 第10 300万円～ 102,900 300万円 123,000

第10 500万円～ 86,100 第11 500万円～ 120,540 500万円 205,000

第11 700万円～ 93,480 第12 700万円～ 135,240 700万円 287,000

第12 1,000万円～ 100,860 第13 1,000万円～ 149,940 1,000万円 410,000

第13 1,500万円～ 108,240
第14 1,500万円～ 161,700 1,500万円 615,000

第15 2,500万円～ 175,200 2,500万円 1,025,000

第4期介護保険事業
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第 5期介護保険事業
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