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声をあげれば
政治は 変えられる！
日本共産党文京区議団

コロナ禍での

子どもの五輪観戦が 中止 に

全都に
広がる

“子どもの命と安全最優先で”

― 議会論戦と区民の声が動かす

「明確な指示が（都から）出さ
れていないので…答弁ができな
い」
。これは党区議団が 6 月15日、
文教委員会で子どもを学校で五輪
観戦に連れて行くのは「中止を」
と求め、実施した場合の感染症等
対策について質した際の答弁で
す。区は区立
幼稚園・小中
学校の児童・
生徒 1 万 3 千
人と教職員
1 千人を対
象にしてい
ました。
五輪観戦中止を申し入れる区議団。左から、小林、関川、佐藤副区長、
区議会
まんだち、金子各区議と福手ゆう子都議（当時は都政対策委員長）
論戦と同

公設
育成室（柳町）公営

維持決定

柳町小学校建て替えに伴う、柳町育成室、第二育成室の
国家公務員研修センター跡地への移転について、第二育成
室父母会から、
「今回は既存の育成室の移転であるはずが、
区の一方的な解釈で新設と位置付けられ、民営化されるこ
とは納得できない」という旨の陳情が寄せられました。

この問題を本会議と子ども
子育て委員会で質しました。
区は、地区館長から保護者会
で民営化についての説明をし
ているので、その説明で十分
であると考えていた、新設と
いう考え方は変わらない、こ
れまでの「行財政改革推進計
画」に基づいて公設民営で運
営していくと答えていました。
党区議団は、父母会が主張
している仮移転の考え方が正
当であり、区の考えを改める
とともに、41の育成室中16室
が民営化した「行財政改革推
進計画」を見直すよう強く求
めました。
また、柳町小学校の建て替
え後も公設公営で行うよう要
求しました。

“ 生活保護のしおり ”
窓口に
文京の「生活と健康を守る
会」や区民、党区議団も要望
していた 生活保護のしおり
が完成。「生活保護を必要と
する可能性はどなたにもある
ものですので、ためらわずに
ご相談ください。」の文言が
入ったことは画期的です。
しおりを区のあらゆる場所
に置いて、希望す
る方がためらわず
保護を受けられる
ようにすることが
大切です。

時に区民の声が上がりました。教
育委員会には「コロナや熱中症の
不安がある場所へ行かせるわけに
はいきません。目を覚ましてくだ
さい」など、たくさんの声が区に
寄せられました。
6 月23日、党区議団は改めて「コ
ロナ禍での観戦は、公共交通での
移動など感染拡大、熱中症など子
どもの命を危険にさらしかねな
い。絶対に容認できない」と中止
を区に申入れ、ついに区は「観戦
中止」を明らかにしました。
「五輪より命」という区民の良
識と党区議団の論戦が一体にな
り、区民が声をあげれば政治を変
えられることを示しました。

コロナ禍で育休延長する人が倍増！

隠れ待機児も配慮した
待機児童対策を！

令和 3 年度の保育園の待機
児童数は、国基準で 1 名と報
告されました。昨年度は11人。
567人分の保育園の定員を拡
充させてきた成果です。
党区議団は、国が待機児の
定義から除いている「保留通
知希望」者（育休延長）や、
「転
園希望」
を出している人など、
いわゆる「隠れ待機児」にも
配慮した抜本的な待機児童対
策を求めています。
今年度、認可保育園を希望
して入れなかった392人の内、
認可外保育所などに入った人
たちは177人、保留通知希望
者や転園希望者は215人です。
また、 5 月の保育園入園申込
者は176人、 6 月は112人と、
新年度が始まってもなお「保
活」（保育所入所活動）の継
続と新規申し込みが増えてい
る状況です。

他方、保育園の欠員は1,168
名分あり、特に小規模保育所
で目立ちます。 0 〜 2 才に限
定された保育や園庭がない等
保育の質が問われています。
こうした保育の質の担保や保
育士不足も両輪で解決すべき
喫緊の課題です。
区は、党区議団の「認可保
育園で待機児ゼロを」と求め
る論戦を受け、今後も待機児
童対策を進めていくとしてお
り、
「国家公務員研修センター
跡」や区民との運動で実現し
た「中央大学茗荷谷キャンパ
ス内」の認可保育園の新設、
さらに年少人口の伸びが著し
い本郷地域など、保育園の足
りない地域への新設を計画し
ていくとしました。
認可保育園を希望するすべ
ての児童が入園できるよう、
さらに求めていきます。
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いのちと暮らし

最優先の政治を！

五輪は中止し、
コロナ ワクチンの安定供給と
！

大規模 PCR 検査 もっと ！

日本共産党は、「今夏の東京
五輪・パラリンピックは中止し、
新型コロナウイルス収束のため
にあらゆる力を集中すべき」と
主張してきました。
約 6 万人の選手団や関係者が
来日し、人の移動が広範囲に拡
大する中で、未だワクチンの接
種者が人口の27.64％（ 2 回目接
種完了）で あ り 、東 京 で は 過
去 最 多の4 , 0 5 8人の感染者（ 7

月31日）が 出 る と い う 最 悪 の
状 況 で す 。安全安心な大会どこ
ろではありません。
東京都議選の結果は、オリン
ピック開催中止や延期を掲げた
共産党・立憲民主党などが躍進
する結果となりました。また、
オリンピック直前の 7 月19日付
世論調査（朝日）では、開催に
賛成は33％、反対は55％という
結果でした。

国のワクチン供給ストップで接種停止の事態
７ 月下旬に、また、区施設で
の委託従業員の集団感染や保育
園、小中学校での感染報告が続
いています。
いつになったらワクチンが国
民に行きわたるのか、供給体制
があいまいになっている中で、
感染者が増え続けている状況で

は、PCR 検査のさらなる拡充
が急務です。
子ども、高齢者、障がい者に
関わる人達や一般区民を含め、
無償での PCR 検査をさらに進
め、早期に感染者を発見し、隔
離して感染拡大を抑えることが、
今、重要になっています。

■ 文京区のワクチン接種状況（7月29日時点の速報値）
対象者

対象者数

1 回目の接種者数（接種率）

2 回目の接種者数（接種率）

65 歳～

約 46,000 人

36,525 人（約 79.4％）

29,605 人（約 64.4％）

12 ～ 64 歳

約 152,000 人

35,947 人（約 23.6％）

6,798 人（約 4.5％）

合計

約 198,000 人

72,472 人（約 36.6％）

36,403 人（約 18.4％）

（注）接種者数には、ワクチンロス対応等のために接種した方も含んでいます。

都立 駒込

福手ゆう子新都議と

7 月12日～ 8 月31日ま
で 4 度目の緊急事態宣言
が出され、「補償なき自
粛」がさらに長期化して
います。中小企業の営業
や区民の暮らしが脅かさ
れ疲弊し、湯島地域の飲
食店街では100件余りが
廃業し、また本郷や根津
の老舗も閉店しています。
文京区で昨年度末まで
行った「中小企業事業継
続支援補助」は4,821件、

ドイツなど欧州各国や韓国など世界59の国や地域では
この窮状を乗り越えるために、日本の消費税にあたる付
加価値税の税率を引き下げました。共産党は消費税率引
き下げと「持続化給付金」
、
「家賃支援給付金」の第 2 弾
を国に要望するよう強く求めました。
また、「雇用調整助成金」のコ
ロナ特例のさらなる延長や、東京
都の「営業時間短縮協力金」の申
請簡素化、迅速な支給を区から求
めるよう要求していきます。

大塚 病院

増え、患者負担が増えています。
さらに東京都は「医療ツーリズムへの
新型コロナ封じ込めに向け、東京都が 対応」として「外国人受け入れ強化によ
確保したコロナ病床は5,500床、そのうち り東京の稼ぐ力を牽引」するとし、高い
の36％ の２,000床 を 都 立 病 院 が 占 め て お 診療費を自費で払う富裕層の外国人を優
り、都立病院は命の砦です。
先し、保険診療の日本人患者は後回しに
ところが都は、直営をやめ独立行政法 されかねません。
人化推進のため今年度39億円の予算を組
日本共産党の故栗原茂元都議は、1970
み、都立病院への年400億円の財政支援を 年 3 月に都と医師会が「都立病院が不採
削ろうとしています。
算医療、特殊医療、高度医療を受け持ち
独立行政法人に変えられた病院では、 …地域医療との密接な連携が必要」との
入院保証金が必要になり、差額ベッドも 覚書を交わしたと書き残しています。文
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約13億5,000万 円 の 利 用
で、「助かった」の声が
たくさん寄せられてお
り、党区議団は「再度実
施せよ」と強く要求して
います。
また、区民と商店街支
援のために、区商連と協
議を行い、ラインペイだ
けでなく、プレミアム率
を20％・30％にしたプレ
ミアム券を発行するよう
求めています。

消費税引き下げ、再度の給付金を

！
独法化 から守れ！

―都立病院は、命の砦―

さらに

へ 補償 を！

中小企業 ・ 商店 ・
飲食店

京区では駒込病院・大塚病院が地元医療
機関や文京区と連携し、医療提供体制を
作り上げてきた歴史があるのです。

独法化中止は、民意
都直営のまま拡充を

先の都議会議員選挙で日本共産党の福
手ゆう子都議は、都立病院の独立行政法
人化を中止することを公約に掲げ、トッ
プで当選しました。
しかし ６ 月区議会の本会議で区長は、
独立行政法人化に「反対する考えはござ
いません。
」と答弁しました。
「独法化」
の問題点、課題を一切無視し、東京都に
従うだけの姿勢では、区民のいのち・暮
らしは守れません。
都立病院は、都直営のまま充実すること
を、ひき続き求めていきます。

区政へのご意見・ご要望をお寄せください
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