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千葉県議会議員

 

連絡先 市民ネットワーク千葉県 
〒260-0013  

千葉市中央区中央 4-10-11 アイビル4F 
電話・FAX  043－201－1051   

ｍail info@chiba-kennet.com 

  
ブログ 伊藤としこのひとりごと 

 

佐倉市・酒々井町 選出 県政リポート 
２０２２年初夏号 

 

 予算委員会（3月7日）で質問。驚きの情報が！ 

新型コロナで自宅で亡くなった人 （千葉県警調べ） 

◆第5波（デルタ）  2021年8月～9月  24人 

◆第6波（オミクロン）2022年1月～2月  42人 

病床逼迫で入院できず、自宅で亡くなった方がこんなにいます。 

千葉県は、昨年8月の第5波で、自宅療養者が1万人を超えた反省

から「臨時医療施設」を2か所作りましたが、今年の第6波ではガラ

空き状態。一方で、自宅死が42人も出るとは異常です。 

 

  

 

 こんなに多い自宅死 

原因はミスマッチ 

2か所の「臨時医療施設」（稲毛区と流山市）は共に、デルタ株対

応として作られ、重症化リスクの高い軽症者用で短期入所でした。

ところが、第6波のオミクロン株では、高齢で介護度の高い患者が

激増。長期入院が必要で、介護の人手が数倍必要となり、せっかく

作った「臨時医療施設」では対応できず、宝の持ち腐れに・・・ 

 

臨機応変の体制づくりを要望 

 神奈川県では、昨年暮れにオミクロン株の流行

を予測し、高齢者対策を講じていました。千葉県で

は、「予測と対策」が欠けていたとしか思えません。

縦割り行政の弊害で、コロナ対策の部署が細分化

され、情報が共有できていないことが原因です。 

 PCR検査を拡充し、ゲノム解析で次に来る変異

株を予測し、臨機応変に対応できる医療体制づく

りを要望しました。 

１ 

２ 

３ そして新たな臨時医療施設が 

 4月26日、富里市のエアポートプラザホテ

ルに「富里臨時医療施設」が開設しました！ 

◆1棟借上げ。48床。24時間対応 

◆医療機関で治療を終えた高齢者が、自宅や

福祉施設に戻るまで、短期間療養する。 

◆軽症患者への投薬治療（医師の紹介状が必要） 

◆医師1人、看護師5人、介護スタッフ2人 

 「命の砦」公立病院を減らさないで！ 
 新型コロナの変異株オミクロンが猛威を振るった2月初旬。千葉県の病床

使用率は70％を超え、昨年夏の第5波以来、再び病床逼迫に陥りました。 

 コロナ禍で一番がんばって患者を受け入れているのが公立病院です。 

しかし、国は、公立病院を減らし、医師も減らす計画を進めています。 

国が進める公立病院つぶし＆ベッド数削減 

 2019年、厚労省は医療費削減のために、公立病院の縮小・廃止計画とし

て、全国で424病院をリストアップ。千葉県でも、千葉市立青葉病院など 

10病院が対象となり、波紋を呼んでいます。 

 また国は、全体で毎年約1万床ずつ病床数を削減しており、削減に応じた

病院に対し、褒美として給付金を支給しています。医療版「減反政策」と呼

ばれ、給付金の財源は何と消費税です。 

 社会保障の充実が目的であるはずの消費税を、病床削減のために使うと

は、本末転倒、国民を愚弄しています。 

大阪で何が起きているか！？ 

ｓ 

2022年3月30日 

直近7日間の 

    コロナ 

死者数  

       

千葉県の公立病院統廃合計画を見直し、 

医師と看護師を増やすよう、引き続き求めていきます。 

出典：札幌医大フロンティア研ゲノム医科学資料 

コストカットのために、公立病院つぶしに 

飛びついたのが大阪府です。 

橋下府知事時代、公立病院を 

全て独立行政法人化し、医師数 

を半減。その結果、全国最悪の 

医療崩壊が起きています。 

 右の図は3月30日現在「直近7日 

間のコロナ死者数」です。 

 ピークが収まった5月3日現在でも、 

100万人当たり5.1人と、大阪府は 

全国平均の２～3倍の死亡率です。 

 千葉県議会でも、県立病院の独立行政 

法人化を求める声があり、油断できません。 

子どもに打つ? 打たない？ 

 2月、厚労省は5歳から11歳までの

小児に対する新型コロナワクチンを

特例承認し、接種が開始されました。 

「特例承認」というのは、承認審査を

短縮した特例的な承認。今回のファ

イザー社ワクチンは、わずか2250人

の治験しか行っていません。 

       ワクチンの説明書には「承認時において長期安

定性に罹る情報は限られているため、製造販売後も引

き続き情報を収集中である」という但し書きが… 

エビデンスが不十分だから要注意 という意味であ

り、いわば人体実験をしているようなものです。 

 

 
怖い副反応 

  4月13日の厚労省資料によると、わずか2か月未満で、

5歳～11歳の副反応が21人も出ています。内8人は重篤

で、1人は心筋炎の疑いがあります。小児期で心筋炎に

なれば、長い人生での影響は計り知れません。 

 子どもがコロナで重症化する例は少ない 

性別・年代別 

コロナによる 

死亡者数（累積） 

（厚労省作成） 

2022年 
4月26日 
現在 

 下図はこれまでコロナで死亡した人の累積数です。 

（累計約29,900人） 

 このうち10歳未満の 

死亡例は3人です。 

  泉大津市では、5歳～ 

11歳へのコロナワクチ 

ン接種について、極め 

て慎重な姿勢をホーム 

ページで示して 

   います。参考に 

   なさって下さい。 

 

 

泉大津市のサイト 

mailto:info@chiba-kennet.com
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1549420225/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NrcGxhbi5tYWluLmpwL3N1bm55ZGF5LzIwMTIvMDcvMjIvcG9zdC0wLTQ0Lw--/RS=%5EADBjd67Wn_4zrSeVhilewgMmIXugCw-;_ylt=A2RCAwhB9VhcBmgA4wUdOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


ほう 

は未来へのパスポート       教育    教育予算 の充実を！  
昨年5月1日時点、千葉県

の小学校教員不足は91

人に上り、不名誉な全国

ワースト１位となりまし

た。深刻な事態です。 

  先生のなり手がいない！？ 

 千葉県では、新学期が始まった途端、担任がいない事態

が続出しています。その場合、教頭や他のクラス担任が交

代で入り、穴埋めをしていますが、子どもたちに落ち着き

が無くなったり、先生が過重労働で心身を壊し、長期休職

につながるケースも出ています。 

 今年3月時点で、千葉県の公立学校（千葉市を除く）の教員

不足は348人と過去最多。教員希望者が減っているのです。 

背景には、少子化を見込んで採用を減らしたことで1人当

たりの負担が増え、長時間労働が激増したことがあります。 

担任がいない！ 

学校が大変です 

教員不足を解消するために４つの提案 

① 教員定数を増やす。 

② 忙しすぎる教員の事務の仕事を補助する「スクールサ

ポートスタッフ」を全校配置。 

③ 部活動指導員を別配置する。 

④ 以上を実現するために、 

全国最低レベルの 

千葉県の教育予算を増やす！ 

  酒々井学 
という名の 

注目! 主権者教育 

 酒々井町では、2017年度から、ふるさと学習

として 酒々井学 を小学校に取り入れています。 

◆自分の住む地域を調べリポートを作る。 

◆クラス毎に模擬選挙を行い、最多得票数

のリポート作者をクラス代表とする。 

◆選ばれた児童は、子ども議会で質問や提

案をし、町長や幹部職員が答弁する。 

   
担当課の一場さんに聞きました 

4月27日酒々井町 

教育委員会を訪問 

伊藤 酒々井学のきっかけは？ 

一場 まちづくりを他人事にしない

ため、「自分の街」意識を子どもたち

に持ってもらう。それが自ら考え、

判断し、行動する主権者を育てる。 

 

 
 子ども議会で出た提案で、ソーラー

パネルの設置や、通学路のグリーン塗

装など、地域で実現したものもあります。  

ほとんどの自治体の子ども議会が形

がい化している中で、酒々井町の子ど

も議会は、実際に民主主義のルールを 

学び、実践する場になっています。 

酒
々
井
学 

六
年
生
の
プ
ロ
グ
ラ
ム 

こども家庭庁って、何？ 
4月27日に開催しました。 

前川喜平さんオンライン学習会 

 今国会で成立予定の「こども家庭庁」設置法案。 

当初は「こども庁」という名称で、「子どもの意見を尊

重し、子どもの利益を最優先する」という触れ込みで

したが、伝統的家族観を重視する自民党保守派からク

レームが付き、名称変更。 

 

 「こども家庭庁」としたのは、子育ての責任は一義

的に家庭が負うべきだ」との理由です。これに対し前

川さんは「子どもを家庭の中で従属した存在とみな

し、個人として尊重していない」と指摘。 

 

  

 

 子育ては家庭の仕事？？？ 
 

この法案で、子ども
の貧困やいじめ・虐
待は防げません。 

 対策として、子どもの権利擁護機関子どもコミッショナーの導入を！ 

主権者教育を千葉県全体で進めていくよう、県に求めていきます 

前川喜平さん 元文科省事
務次官。現在「現代教育行政
研究会」代表。 
 

4月1日から、警察法が大きく変

わりました。警察常任委員会で 

質疑し、意見書も提出しました。  
 

 実は、これまで捜査権は都道府県警察だけ

にあり、警察庁にはありませんでした。戦前

の非人道的な国家警察「特高」への反省から、

地方分権・民主的警察を目指したのです。 

 しかし今回の改正で、警察庁にサイバー攻

撃事案の捜査権が与えられ、戦後初めて 

 

 警察庁に大きな権限が 

警察庁が捜査権を持

つことになりました。 

 今までも都道府県

警察にはサイバー攻

撃捜査隊があり、十分

機能しています。今回

の法改正は、警察庁に

「捜査権」を与えるた

めとしか思えません。 

 警察の姿が大きく

変わります。  警察常任委員会で質問 

 「サイバー攻撃事案」という口実で、個人情報が警察庁

に集約される可能性があります。通信の秘密や表現の自由

などが、さらに脅かされる危険性が指摘されています。 

 3月9日の警察常任委員会で「県警のサイバー攻撃捜査隊

は、警察庁の下部組織になるのか」と質問したところ、「警

察庁の指導を受ける体制になる」との答弁。地方分権の危

機が明らかに… そこで以下の意見書を提出しました。 

a 警察法改正案の廃案を求める意見書  

 残念ながら、自民、公明、立憲民主など多数の反対で否

決されましたが、これからも「おかしいことは、おかしい」

と声を上げていきます。 

活動記録 

警察法 改悪！ 

3月21日イオンタウン前 
平和市民アクションで 

「殺し合いより話し合

い」を訴えました。 

ウクライナに平和を！ 
3月3日現地
視察。少しず

つ 撤 去 が 進

んでいます。 

上
別
所
の
産
廃 

困窮者 
支援 

4月29日、毎月恒例の生活相談会。 

一昨年11月に生活保護利用を始めたA
さんが嬉しい報告を。今年1月～3月の厳

しい介護従事者養成コースを終了！ 
これから介護の仕事に入ります。 

4月6日サンセットヒルズを視察。 

市民から苦情や意見が届いているので 

現地を見ながら改善を求めました。 

3月29日国会前で 
警察法改悪反対を訴えました。 


