退職・育休延長は
待機児とカウントしない
今 年度 の認可 保育 園申込 者数 は３０ ０
０人 を超 え、認 可保 育園に 入園 できな い
子ども達はその３分の２に上ります。

数は 人で、 この 数字だ け見る と、 それ
以外 の子 ども 達は無 事に 認可外 の保 育施
設に入所できているように見えます。
し かし 、実 態は違 いま す。預 け先 が見
つか らず 育休 を延長 した 場合や 、仕 事を
辞め たり 、内 定して いた 仕事を 辞退 した
場合 など を杉 並区は 待機 児とし てカ ウン
トしていなかったのです。

待 機児 童数え 方に ついて は、４ 月 日
付の 東京 新聞 の朝刊 でも 『待機 児童 の定
義ば らつ き─ 算入・ 除外 自治体 次第 』と
して大きく報道されました。
行 政が 認可 保育園 に対 するニ ーズ を恣
意的 に隠 す目 的で、 保育 支援を 必要 とす
る世 帯を 数に 入れず に待 機児童 数を 発表
してきたことは大問題です。

待機児解消と実態把握を
日本共産党 緊急申し入れ

月 日 にあら ため て、保 育待機 児童 の定
義の 改善 、認 可保育 園に 入所で きな かっ
た児 童の 追跡 調査、 待機 児解消 のた めに
認可 保育 園の 早急な 抜本 的拡充 を求 めて
杉並 区長 と杉 並区保 育課 に対し 申し 入れ
を行いました。

杉並区民新聞社 杉並区今川２－１２－２１
日本共産党杉並地区委 員会は以上の見解を発表し ました。

杉並区民新聞 ２ ０ １ ３ 年 ５ 月 号 外
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私 たち 日本 共産党 は、 待機児 童の 数え
方に つい ては 以前か ら実 態に則 して いな
いこ とを 指摘 してき まし たし、 今年 ３月
の区 議会 でも 取り上 げて きまし たが 、４

!!

!?

実 は昨年 （平 成 年度 ）も１ ２０ ０名
近く の児 童が入 園申 し込み をし ても認 可
保育園に入れませんでした。
こ のと き杉並 区が 発表し た待 機児の 人
24

です。

富田たく
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申し入れ全文は裏面へ↓
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こんにちは 日本共産党 杉並区議会議員

日本共産党杉並区議団控室
電話：3312-2111(2319) FAX：3312-2610
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.tomitataku.jp
ﾒｰﾙ：info@tomitataku.jp
ﾂｲｯﾀｰ：@tomita_taku

杉並区 の保育待機 児問題解 消に向けて

の実態把握を!！

～ こんにちは富田たくです ～ 2013.5.11 №76

杉並区における保育待機児童数の定義の改善と
認可保育所増設による待機児童解消に関する申し入れ
杉並区の待機児童保護者がおこした集団異議申
し立ての行動は、いま全国に広がっています。保
育園にあずけられないと働けない、働かないと保
育園にあずけられない。この矛盾にたいしては待
機児童の親だけでなく、多くの区民が怒りの声を
上げています。
党区議団は区議会において、こうした声に区が
適切にこたえていくべきと指摘し、認可保育所の
抜本的な増設計画を求めてきました。
その質疑のなかでは待機児童の定義についても改
善を求めてきました。党区議団は保育待機児童の
定義は旧基準（認可保育所に入園できなかったす
べての児童を待機児童とする）に戻すべきと主張
し、新基準においても待機児童の実態を把握でき
るよう定義の改善を求めてきました。4/26付の東
京新聞一面で待機児童の定義について23区や周辺
自治体の調査結果が報道されましたが、杉並区は
待機児童数の定義が他区に比べて狭く規定されて
おり、実態を反映しにくい状態にあることが調査
結果として浮き彫りになりました。

↑花壇の端で黄色い花を咲かせていました

③ 切迫した状況を打開するためにも直営あるい
は社会福祉法人による認可保育所の増設計画を緊
急に整備すること。緊急対応としての認可外保育
所増設についても認可基準を維持すること。
④ 整備計画にあたっては「安心こども基金」な
ど各種補助金の活用や、区内国公有地の活用ある
いは購入によって早期の待機児解消に努めること。

認 可保 育 園 の増 設
待 機 児 解 消 を ! !

3,400
800

以上

【ご購読の連絡先】
◇日本共産党 杉並地区委員会
TEL：3314-5551
FAX：3318-1492

杉並の いきもの 紹介

＞カキノキ目＞エゴノキ科

② 認可保育所入園の選考にもれた児童や家庭の
その後の状況を悉皆調査し、結果を公表すること。

みどりヶ丘児童遊園 の
『
ハクウンボク』

◆和名： ハクウンボク
◆学名： Styrax obassia
◆分類： 被子植物門＞双子葉植物綱

① 保育待機児童数の定義について実態を把握で
きる内容に改善すること。

高円 寺南 ３丁目 のみ どりヶ
丘 児童 遊園 で満開 に花 を咲か
せていたハクウンボクです。
丸 みを おびた 大き な葉と
灰 白色 で滑 らかな 樹皮 が特徴
で 、白 くて 小ぶり な花 を鈴な
り に咲 かせ ている 姿は 、空に
流れる白い雲を想像させます。
白雲 木（ はくう んぼ く）と
い う名 前も そこか らつ けられ
たのでしょう。
み どりヶ 丘児童 遊園は 小さな 公園で すがハ クウン
ボク 以外に もたく さんの 花が咲 いてい ます。 そのほ
とん どは地 元の方 々が手 入れを してく れてい ます。
様々な草花が楽しめる公園をつくっ
てくれているみなさまに感謝です。

いきものデータ

日本共産党杉並区議団は正確な待機児童の把握
とそれに応じた認可保育所の増設による待機児解
消を求めて以下に要望します。
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放射線量測定します！
ご自宅の周りや公園など放射線の
気になる場所はありませんか？
ご希望がありましたら、
私たちの測定器で測定します。
お気軽にご連絡を！
ﾒｰﾙ：info@tomitataku.jp

