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消費税率５％への引き下げとインボイス制度の中止を求める請願
共産 立憲・無 自民・無 公明 市民 創
◯ 欠席 × × × ×

最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願
共産 立憲・無 自民・無 公明 市民 創
◯ 欠席 × × ◯ ◯

　新型コロナウイルスの新規感染者数は、 7月28日、国内・23万人
を超え、都・ 4万406人、区・690人（27日）と、急増しています。
　自宅療養者も第 6波のピークを上回り、区内の自宅療養者は3958
人（24日）となり、区ではパルスオキシメーターの貸与をハイリス

ク・ミドルリスク・3歳以下の小児に限定し、
軽症の方は都の自宅療養サポートセンターに
直接申し込む方針を決めました。
　党区議団は、自宅療養者への支援、PCR
検査の拡充、健康観察や早期治療への医療体
制の確保、保健所体制の強化を求めています。

新型コロナは第７波に突入！ 
  医療逼迫への対応が急務に 参議院選挙で

「憲法守れ、平和を守れ」と訴え
山添拓参議院議員、再選！

　 7 月10日の参議
院選挙で、東京で
は山添拓氏（37才〉
が 2 期目当選を果
たしました。
　比例では田村智
子、仁比聡平、岩
渕友の 3氏が当選。沖縄では、
「オール沖縄」のイハ洋一氏が
議席を守り抜き、青森、長野
でも野党が一本化した候補者
が勝利しました。山添議員は
「憲法が希望」と掲げてきたと
して、改憲の動きに断固立ち
向かうと表明しました。
　 7 月15日、日本共産党は党創立100年をむかえまし
た。これからも自由と平和を貫き、頑張って参ります！

　東京都は来年度から、子ど
もの医療費の助成を中学生か

ら18歳まで拡大する方針（所得制限あり）を明らか
にしました。
　日本共産党は子どもの医療費無料化の18歳までの
拡大について、本会議や委員会で再三求めてきまし
た。2019年と今年 2月には年齢引き上げの条例提案
を行いましたが、自民、公明等に否決されました。
　その後、東京23区は202５年度まで、所得制限や自
己負担を設けず無償で行うことを決定しました。都
民、区民の世論が年齢引き上げを実現させました。
（26年度以降の財源は、都と23区で協議中です）

子どもの医療費
18歳まで無料に！

実現

景気対策に関する請願への各会派の態度

介護・障害者施設への光熱費
区内商店への原材料費

　区は物価高騰の打撃を受けている介護施設や障害者施設に対
し、食材費 ･光熱費 ･ガソリン代などの補助を行うことにしまし
た（対象129事業所・総額1.16億円）。期間は今年 6月～来年 3月
まで。全額国の地方創生臨時交付金を活用します。一事業所100
万円程。一歩前進ですが、まだ足りません。

―区内商店への物価高騰対策・原材料費補助は上限25万円
　党区議団は原材料費等の高騰に苦しむ区内商店の実例を示し、
物価高騰対策や固定費支援をくり返し求めてきました。区は値引
きやおまけ等のサービスを行うことを条件に、サービスに係る経
費と原材料等の購入費を対象に、 1店舗当たり、最大25万円の補
助を行うことを決定（400店舗を限定）。
　引き続き、区のため込み金616億
円の一部活用による区独自の支援策
拡充と消費税 5％減税、最低賃金引
上げを求めて頑張ります。

激励のあいさつをする森まゆみ氏
（7月9日、れきせん公園前で）

一歩
前進 補助

改憲ストップ・くらしを守れ
日本共産党文京区議団

物価高への対応を急げ！
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　党区議団は ５月１０日～１７日まで、小中学校２２校の特別教室の調査
を実施しました。
　ある小学校の理科室は、教卓正面左に直径 ３ cmほどの穴が開い
ている、また、別の学校の理科室は、床に５０cmおき位にひびが入っ 　東京都教育委員会は今年度

からの都立高校入試に㈱ベ
ネッセの英語スピーキングテ
ストを導入しようとしていま
す。このテストは、全公立中

　第一期工事が完成した誠之
小学校を視察しました。屋上
の巨大な工作物に驚きまし
た。非常用電源です。燃料に
重油を使用し、 ３日間の電力
を確保できるといいます。
　誠之小のような施設は学校
改築時にしかできないものの、
校舎に「太陽光発電」と「リ
チウムイオン蓄電池」などを
組み合わせて対応している学

学校 ３ 年生を対象に実施し、
その結果を来年度都立高校入
試に２０点満点で加算します。
　志望都立高の決定は例年12
月までなのに、テスト結果が届く
のは1月中旬であり、進路決定
が大混乱します。また同種のテ
ストを行っている自治体の優位
性や不受験者への対応など、多
くの問題をはらんでいます。入
試への導入は、中止すべきです。

校もあります。
　災害対策委員会で猛暑や厳
冬期の避難所の停電対策は緊
急課題であると、要望しました。

　区は今年度の保育所の「待機児」を ２人と報告しました。
しかし、認可保育所に入園を申し込んだのに入れない児童は
３２6人おり、結局4００人近くが認可外

4 4 4

保育所を利用しているこ
とがわかりました。
　入園申し込みがあったら区は「認可

4 4

保育所で保育する義務
（児童福祉法24条）」があります。ところが、認可

4 4

外
4

保育所の
児童を待機児に数えず、待機児数を少なく見せています。そ
して、4００人程度と推測される「その他認可外

4 4 4

」施設を利用す
る児童の中には「認可園に申し込みした児童が含まれている
が、1人 1人突合していないのでわからない」と区は言います。
しかし、この子ども達こそが“待機児”そのものです。
　認

4

可
4

外
4

施設は、保育士の数や子ども １人の面積など低い基
準に基づき届出のみで経営できます。どの子にも平等・安全
の発達を保障する上で、保育の質確保についての区の責任が
問われます。

　区から私立保育園に支払う保育
経費を余らせて貯め、保育会社の
本社や他自治体へ「流用」した総
額が２０１５～２０２０年度だけで約１５億
円だったことが党区議団の調査で
判明しています。
　本来、保育経費の ８割は人件費
であり、流用は低賃金や保育の質
低下につながりかねない問題です。
　党区議団の質疑で、区内で ５園
を開設する㈱グローバルキッズ
が、2０19年の 4～ ５月分の経費を
区に請求する際、「勤務実態がな
い職員を区に提出する名簿に掲
載」するという「不適切な事務処
理」を行い、 2年後の2０21年 ３ 月
に自ら申出て、５０万746０円を区へ
返還していたことが明らかになり

　小学生が放課後を過ごす育ちの
場である育成室（学童保育）は、
1室「概ね4０人」とされています。
ところが定員５０人超が１6室 ( 千石
第一、第二、水道、本駒込、久堅、

ました。
　グローバルキッズの「流用」は
2０16～2０2０年度迄の ５年間で 2億
7０8３万円です。党区議団は「不適
切な事務処理」との関連性を検証
するよう指摘しました。区側は「因
果関係は無い」としていますが、
保育の質を保障する区の説明責任
は尽くされていません。

千石西、小日向台町第一、汐見第
二、駕籠町小、柳町第三、窪町、
向丘、誠之、大塚小、湯島小、誠
之第二 ) に及びます。党区議団は
増室を強く要求しています。

特別教室の改修急げ！ 劣化度3、4が202教室！
英語スピーキング 
テスト導入は中止を

都 立 高 入 試

避難所の非常用電源の整備急げ！

階段、柵、地盤など当時の工法、
技術を検討しながらの復元的整
備、創建当時の鷲の像、南西側
の灯篭、壁泉壁面灯も更新では
なく、保存を基本に復元・補修

査、 9月に擁壁工事を中心と
した第 1期工事の入札が行わ
れます。文化財指定について
は、東京都との協議を予定し
ているとのこと。改修前に行
うよう求めました。
　創建当時の滑り台は、現在
も子どもたちが利用してお
り、脇の砂場とともに遺構で
はなく、実際に使える状態で
残すよう要望。また、縁石、

　 8年前に「元町公園の保全
及び旧元町小学校の有効活用
検討会議」が設置され、区民
説明会、地元町会長との意見
交換会や文化財保護審議会で
の議論を経て、 6月議会に設
計図案とパース（遠近感を表
す図）が示されました。
　今後、 8月に埋蔵文化財調

するよう求めました。
　旧元町小の解体・西側擁壁改
築工事の契約案に日本共産党は
反対しました。工事を行う清水
建設が提出した見積額を精査し
た山下テクノスは、清水建設と
業務実績のある山下設計の子会
社であり業務提携関係が明確に
あり、区の立場で第三者性を
もった査定とは言えないと判断
したものです。

ており跳ねると床が揺れる、ある中
学校の美術室は、水場の排水溝が詰
まっており床から逆流してくる等、
ひどい実態を目の当たりにしました。
　区は、普通教室の改修後に特別教
室の改修を行うとしていましたが、
全く遅れています。
9 ，10中改修行うと区が表明

　２０２０年度に行なった特別教室の調
査では、劣化度 ３、 4（ 4 が最高）
が２０２教室に及んでいます。しかし、
改修が具体化されたのは、根津小学
校の音楽室 1室だけです。
　 6月の文教委員会でも特別教室の
ひどさを訴えたところ、第 9中、1０
中の改修を行うと区が明らかにしま
した。他校についても改修を急ぐよ
う強く求めていきます。

入園申込　1777人（2022年 4月入所の状況）
入園決定　1451人
入園できなかった児童数　326人（①＋②＋③）
（内訳）認証保育園　　　　　13人　　　幼稚園　　　　　　12人
　　　 春日臨時保育　　　　10人　　　企業主導型　　　　  7人
　　　 定期利用保育　　　　  6人　　　事業所内保育　　　  2人
　　　 グループ保育後楽　　  1人　　　特定園希望　　　　91人
　　　 求職活動中止　　　　  4人　　　　　　　　　　　　　    
　　　　　①小計　　　　　　　　　　　　　146人
　　　 転園希望　　　　　　59人　　　保留通知希望　　　93人
　　　 申込取下げ　　　　　19人　　　区外から申込　　　  6人
　　　 他区へ申込　　　　　  1人　　　　　　　　　　　　     人
　　　　　②小計　　　　　　　　　　　　　178人
　　　　　③「待機児」（国の定義）　　　　　    2 人

★ 他に「その他認可外保育」を利用する児童が約 400人弱（昨年度 397人）と推定
される。この400人弱には「特定園希望」の人数に一部重複している可能性あり。

穴の開いた教卓

水を出すと床からあふれ
出てくる中学校の美術室

非常用電源設備

誠之小 新校舎

ほんとに待機児 2人？！！

育成室の増室急げ！

保育経費の「流用」とは何？

「つめこみ過ぎ」
50人超が常態化

6 年 で
約15億円

元町公園の文化財指定急げ！

創設時からのすべり台


