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消費税 10％増税中止の請願、採択ならず！
共産党、財源示して中止を求める

「消費税 10％への増税中止を求める請願」が６月 28 日、総
務区民委員会で審議されました。消費税の請願は 20 年余り連
続して提案されていますが、自民、公明、旧民主系などにより
不採択となっていました。６月定例議会では、表のように賛否
いずれも過半数とならず、
「継続審議」となりました。
一貫して賛成している共産党と「市民」
（社民含む）に加え、
「永久の会」（国民民主含む）が初めて「妥当性ある」と賛成。
自民党、公明党は「引き上げ分を社会保障に使う」などと今回
も反対。
「みらい」
（立憲民主含む）は継続、
「創」
（立憲民主含
む）は、反対しました。
日本共産党は、消費税増税でなく、大企業と大資産家への優
遇税制を改めること中心に財源を確保すべきと賛成を主張。国
政では５野党・会派は、
「10％増税中止」を「共通政策」とし
て合意しています。区政でも、当然採択するべきです。
会派名（委員数）
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新規路線「本郷
決定！
湯島ルート」

さらなる交通不便地域の解消を

区民や文京区を訪れる人々の欠かせない足となっている「Ｂ－
ぐる」
。駒込・千駄木ルート、目白台・小日向ルートに加えて第
三の本郷・湯島ルートの 2022 年開設が区から示されました。
区は、「交通不便地域」とされる本郷・湯島、大塚、白山・千
石地域を比較検討し、公的施設の有無や採算性を比較検討した結
果と説明しています。
残された地域については「可能性について研究する」としてい
ますが、成澤区長は都政新報紙上で「際限がなくエスカレートす
る」と語り、“打ち止め”姿勢をあらわにしています。高齢化が
進む今、
残された交通不便地域への早急な具体策を示すべきです。

介護保険料 の値下げ、
年金支援給付金 は、

消費税増税へのごまかし

介護保険の第１段階から第３段階までの方々の介護
保険料を、今年の４月に遡って１年間だけ軽減する報
告が、厚生委員会にありました。日本共産党はこの軽
減策は、消費税を導入するためのものであり、第１段
階から第３段階までの保険料の値下げだけでなく、消
費税増税に頼ることなく国の責任で介護保険料を引き
下げるよう求めました。
さらに年金生活者給付金についても、消費税増税を
行うためのものであり、一時的な給付金でなく、安心
できる年金制度にするため、低年金の方々の抜本的な
底上げを行うよう求めました。
その上で年金を減らし続ける仕組み「マクロ経済ス
ライド」を廃止し、保険料を据え置く上限を年収 2000
万円まで引き上げ、200 兆円の年金積立金を計画的に
取り崩して給付のために使うことを、提案しました。
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安心して、子育てできる文京区に！
待機児童 は 587 名！
学童 「育成室」の民間委託
促進につながる
保育

誰も置きざりにしない待機児ゼロ求める

今年、文京区の待機児童は、国
国・区が待機児から除外し
が定義する基準で 46 名と発表さ
ている
れました。
名 の 内訳
ところが、認可保育園に入園の
希望を出して入れなかった人数
●認可保育園の
は、
さらに 541 名にものぼります。
第一希望しか
書かなかった人 １５８名
その内訳をみると、
「第一希望
しか書かなかった人」は 158 名、
●その他、認可外
など不明
１５０名 「その他、認可外など不明」の方
は 150 名。働くことをあきらめざ
●認証保育所
７２名
るをえなかった人や、近隣の保育
●育児休暇中
４４名
園を希望するなど第一希望しか書
●定期利用保育
３０名
かなかった方は、待機児童のカウ
ントから外されます。
●春日臨時保育所
２８名
党区議団は、こうした「隠れ待
●企業主導型保育
２１名
機児童」も
●幼稚園
１５名
置きざりに
●就職活動休止中
１４名
せず、１日
も早く待機
●保育ママ（区）
、
児ゼロにす
グループ保育後楽
９名
るよう求め
（2019 年 6 月 12 日）
ました。

541

キッズゾーン

研修の規制緩和に 反対

育成室の指導員は、小１
生からグングン成長する中
学年まで、保護者にかわっ
て子供を育成し、保護者と
の関係を構築する力が必要
です。
国が指導員の研修につい
て、都道府県に加え政令市
も実施できると変更したこ
とに伴い、区の条例変更が
提案されました。
背景には学童保育の指導員は正規２人とする基準さ
え緩和し、１人でよいとする国の動きや高卒要件すら
必要ないとする規制緩和があります。
条例変更には育成室を受託する民間事業者が、人事
異動を円滑に行えるようにするといった背景があり、
学童保育の質を低下させる規制緩和と軌を一にすると
いえます。
党区議団は学童保育の役割を果たすために、
「子ど
もの最善の利益」
（児童福祉法）の立場から、反対の
態度を取りました。

園外活動の安全確保は
重大な課題 Q&A（代表質問
よ
り）

の早期対応を求める！

こどもの交通安全確保を

Q 園で全国 100 都市ワー
文京区は園庭のない保育

スト１！ 園庭のある保育園
をつくるべき
文京区は都市化が進み、
園庭整備が可能な物件を
見つけることが困難な状況に
ありますが、可能な限り確保
できるよう、保育運営事業者
と綿密な協議を行っています。
都営バス大塚支所跡地にお
ける保育所整備についても、
限られた環境の中で、園児の
遊び場確保についても引き続
き協議を進めてまいります。

党区議団は、滋賀県大津市で散歩中の保育園児２
人が死亡した痛ましい交通事故を受け、５月 21 日
に区長申し入れをしました。さらに、本会議の代表
質問でも、散歩ルートの安全点検と学童のスクール
ゾーン（車の乗り入れ禁止などの交通規制や路面標
示・標識、電柱の看板等でわかりやすく示しドライ
バーに注意を促すもの）と同様に、
「キッズゾーン」
設置や補助者の増員を求めました。
政府は、６月 18 日の閣議で、保育園児等が集団
で移動する経路についての緊急安全点検と、結果を
踏まえ「キッズゾーン」設置の検討を決定しました
が、早期の対応が必要です。
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