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政府 は ８月 ２ ８日 、 障害 者 雇用 促 進法 に も と づ く雇
用 率制 度 で、 中 央省 庁 が対 象 障害 者 の雇 用 数 を ３ ４６
０ 人水 増 しし て いた と 発表 し まし た 。一 方 、 千 葉 県で
も 障害 者 手帳 を 確認 し てい な いの に 雇用 率 に 算 入 する
などの不適正があったことがわかりました。

もともと未達成だったのに、 準とされています。

数に加えていました。

県では、
「基準の解釈の誤

り」としていますが、それで

ところが知事部局では障害
者手帳を持っていないのに本

そこからさらに７４人も減る
ことになり、１・７２％となっ

済む問題ではありません。障

害者雇用率を法律で定めてい

人の申告などをもとに障害者
と認定していました。

てしまいました。
厚生労働省のガイドライン

中央省庁で雇用率の対象と

の割合は、再点検前は法定雇

雇用率の対象となる障害者

しされていました。

７・５人となり、半分が水増

しかし再点検の結果、３４０

東葉高速鉄道（１６・２

の認定を受けていることが基

所持しているか、産業医など

きる障害者は、障害者手帳を

残高で、支払利息は１２３

年度は２８４６億円の債務

が週２０時間未満の職員も人

算入してはならない労働時間

要請では、国が有利子負

交通省に要請しました。

３１日、日本共産党は国土

重く受け止めるべきです。

の雇用の場が奪われた事実を

帳の不所持に加えて、本来、 保障するためであり、障害者

るのは、障害者の働く権利を

なる障害者数は昨年６月１日

用率 （ ２・ ３％ ） を 上 回っ

㎞）は、３０００億円を超

億円に達し、利益をすべて

教育委員会では、障害者手

現在で合計６８６７・５人（短

ていましたが、再点検の結果

える有利子負債を抱えてい

債で建 設す る方 式（Ｐ 線方

では、障害者雇用率に算定で

時間勤務職員１人を０・５人

は１・１９％で、大きく下回っ

利払いに充てても足りない

省庁では法定雇用
率を大きく下回る

と計算）と公表していました。

たため、支払利息が経営を

借り換えも財政投融資資金

てしまいました。

年度までの２２年間で支

であることを理由に許可し

式）を採用し、高い金利の
払った利子の総額は１５３

なかった経緯を見れば、高

状況となっていました。昨
営業を開始した１９９６

３億円にもなります。

大きく圧迫してきました。

千葉県でも法定雇
用率を達成できず
千葉県でも知事部局で１２

運賃は国にも大きな責任が

あると指摘し、利払いの免

こうした経営のしわ寄せ
がすべて利用者に背負わさ

除と元金返済の期間延長を

人、水道局で３人、教育委員
会で８２人の水増しがありま

れ、東葉高速は運賃が極め

対応した国土交通省の担

した（うち１１人は手帳所持

勝田台駅」から「西船橋

当者は、「支援策は いままで

求めました。

の法定雇用率は２・５％で、

駅」まで東葉高速は６３０

もやってきており、関係自

て高くなっています。「東葉

発覚前はともに達成していま

円で すが 、京 成電 鉄は 「勝

道自立支援委員会で、会社

したが、不適正な人数を是正

まで３２０円と東葉高速の

とどまりました。

していきたい」と述べるに

の経営状態を見ながら協議
き下げを実現するため８月

これらを解決して運賃引

半額です。

田 台 駅 」 か ら 「 京 成 西 船 」 治体と構成する東葉高速鉄

を確認）。知事部局と水道局

国交省に東葉高速運賃引き下げの要
望書を手渡す丸山慎一県議（左から
２人目）と（一人おいて右へ）中沢
学市議、畑野君枝衆院議員、斉藤和
子前衆院議員、坂井洋介・金沢和子
両市議、浅野史子党県副委員長。
＝８月３１日・衆院議員会館内

した結果、知事部局は２・４
４％で未達成。水道局は２・
５０％でかろうじて達成とな
りました。一方、教育委員会
の法定雇用率は２・４％で、

丸山慎一県議

活動日誌

８・ ▼県から行徳野
鳥観察舎の聞き取り
８・ ▼金沢和子市議
と船橋駅南口宣伝／内
閣退陣スタンディング
８・ ▼社会保障推進
協議会対市要請／金沢
市議と御滝後援会総会
／平和委員会対市要請
８・ ▼県議団会議／
東部合同事務所懇親会
８・ ▼岩井友子市議
と丸山後援会懇談会
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治安維持法同盟船橋支
部の会議
８・ ▼岩井市議と丸
山地域を訪問／ギャン
ブル依存症家族の会と
懇談／岩井市議とエス
テシティ納涼会／金沢
市議と船橋市場盆踊り
８・ ▼船橋革新懇ゴ
ミ問題シンポ／左藤重
雄市議と若松団地祭り
８・ ▼神奈川県庁で
県立学校のエアコン調
査／生活と健康を守る
会世話人会
８・ ▼松崎佐智市議
と西船橋駅南口で宣伝
／スタンディング
８・ ▼県議団会議／
国保をよくする会
８・ ▼共産党市議団
と海老川水門の現地調
査／県議会議案説明
８・ ▼オスプレイ木
更津配備で防衛省に要
請／東葉高速鉄道の運
賃値下げを国交省に要
請／津田沼革新懇の宣
伝／新高根芝山地区自
治会連絡協議会と東葉
線運賃で超党派の懇談
９・１▼日本共産党決
起集会
９・２▼関東大震災朝
鮮人犠牲者追悼式
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日本共産党西部地区委員会

日本共産党船橋市議団とともに
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