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横浜市が保育所待機児童数を発表、待機児童数は231人
横浜市は10日、10月１日現在の
保育所待機児童数を発表しました。
保育所に申し込んでも入れなかった
「入所保留児童数」は3,551人、そ
のうち横浜保育室や育休、自宅で求

職活動などをされている方を除いた
「待機児童数」は231人で、昨年10
月より71人減少、待機児ゼロだった
今年４月より231人の増加です。ま
た、定員外入所数は331園で2,966
人の一方、161園で
青葉区の保育所の待機児童状況
975人定員割れとなっ
認可
認可
入所
待機 ています。
青葉区の待機児童
施設数
定員数
児童数 児童数
数は21人で、今年4
2010.04 33 か所 2,905 人 2,834 人 130 人
月のゼロよりは増え
2010.10 33 か所 2,905 人 2,859 人 181 人 ましたが、昨年10月
2011.04 34 か所 2,944 人 2,927 人
66 人 より９人減っていま
2011.10 36 か所 3,054 人 2,990 人 113 人 す。
（２面に続く）
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（１面より）
横浜市は待機児童解消に向けて急
ピッチで保育所整備を進めてきまし
た。その結果、線路の高架下やビル
の高層階の保育所も出現。園庭がな
かったり狭い保育園もできています。
また、株式会社が運営する保育園
では、本来子どもの保育に使うべき
保育運営費(市から支給)から２千万
円もの法人税を支払ったり、他都市
での園建設金にまわしているところ
もあります。

保育士配置や面積緩和の
恐れが現実に
2015年に本格的なスタートが予
定されている国の子ども・子育て支
援新制度では、職員の半数は保育士
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資格が要らな
かっったり保
育室の面積が
狭くてもよい
などの小規模保育事業所が導入され
ます。
横浜市は補正予算で、市有地に小
規模保育事業を行うユニットハウス
を整備したり、小規模保育事業のた
めの施設改修整備費を計上していま
す。
希望者が全員入所できるように保
育所整備を進めるとともに、十分な
保育士数、子どもが自由に遊ぶのに
十分な保育室面積や園庭など、子ど
もの視点にたった保育環境の整備が
必要不可欠です。

待 機児 童 数 等の 状 況 （ 2013年10月 １日 現 在 ）
保育所申込者数（Ａ）
入所児童数（Ｂ）
入所保留児童数 （Ｃ ） ＝（ Ａ） －（ Ｂ ）
横浜保育室等入所数（Ｄ）
横浜保育室
家庭的保育事業
幼稚園預かり保育
事業所内保育
一時保育・乳幼児の一時預かり施設
育休関係 （Ｅ )

（＊ １）

主に自宅で求職活動されている方 （ Ｆ） （ ＊２ ）
特定保育園のみの申込者など （Ｇ ）（ ＊ ３）
待機児童数 （Ｈ ）＝ （Ｃ ） －〔 （Ｄ ）+（ Ｅ） +（Ｆ ） +（ Ｇ） 〕

52,589
49,038
3,551
1,371
1,089
111
15
47
109
808
198
943
231

＊１：育児休暇を
取得されている
方。＊２：ご自身
等でお子さんをみ
ながら、インター
ネットなどを利用
し、在宅で職を探
している方。＊
３：１か所しか申
し込んでいない
方、２か所以上申
し込んだ方で内定
した保育所がある
にもかかわらず、
第１希望等の保育
所しか入園を望ん
でいない方など。
（横浜市発表資料
より作成）
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米海軍横須賀基地前
で釣ったハゼが奇形だっ
たという記事は、これ
まで何度も見て
います。県保険
医協会の努力で
調査が継続して
行われています。
米軍基地前の海に生
息するハゼに異常があ
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ることは、その継続し
た調査から明白です。
政府の責任で徹底した
原因究明が必要です。
その結果を国民に公表
し、汚染源を排除する
ことは政府の義務です。

月 日付しんぶん
赤旗日刊紙から転載

12

クウ助兄ちゃんが２～３日シュンとし
ていました。外から風邪をもらって来た
みたい。それがボクに移ってしまいまし
た。熱にうなされているのに、のりお父
ちゃんが「チロ、どうた、どうた」とう
るさいのです。でも、父ちゃんの湯たん
ぽが効いて、風邪から脱出できました。
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ぜひご覧ください！

日本共産党横浜市議団
では、インターネットテ
レビ「JCPヨコハマチャ
ンネル」を放映していま
す。テレビや新聞ではな
かなか知ることのできな
い市議会での議論の実際
や裏話などをお届けして
います。
古谷やすひこ議員がキャ
スター役として、ゲスト 撮影前のリハーサルの様子。５人並んだ一番右が私・
役の議員に質問する形式 大貫＝12月17日、横浜市役所
気恥ずかしい。普段はなるべく出演
で進めています。日本共産党横浜市
議団のホームペーを開いていただい
しないように逃げ回っていたのです
て、インターネットTVを検索する
が、今回は新年のごあいさつなので
と見ることができます。
意を決してお話しました。
第６回の収録が17日、市役所議
若い古谷議員は颯爽とキャスター
会棟のE会議室で行われました。市
役をこなしてます。あらき議員は和
議団５人が全員出演です。テーマは
服ではりきり、負けずに白井議員も
新年のあいさつです。私は気が弱い
着飾っています。私と岩崎議員は普
方なので、カメラに向かってしゃべ
段着ですが頑張りました。
るなど元来苦手で、しかも、何だか
ぜひ、ごらんください。
日本人の好きな果物
は一位からいちご、モ
モ、メロン、ミカン、リンゴの順(2012
年、朝日新聞)。日本の１人１日あたりの
果物消費量は約150ｇ、対してオランダ
約500g、アメリカは310gと、欧米に比
べてかなり少ない。なぜか？それは高い
から。生産者保障でもっと安く!！（M）

