世界とくらべて
日本は…

少なすぎる子どもの予算
各国の児童・家族関係社会支出の
対ＧＤＰ比の比較（2001年）

―子育てしやすい社会へ

子どもの保育は
国と自治体の
責任です

4.64㎡

アメリカ（ワシントン州)

5.5㎡

フランス（パリ）

貧しすぎる最低基準（子ども対保育士）
イギリス
３・４歳以上

ドイツ
３歳児以上

８人：１人
１０人：１人

スウェーデン
３～６歳児

ニュージーランド
２歳児以上

日本（幼稚園）
３歳児以上

５人：１人
１０人：１人
３５人：１人

はたの君枝は
約束します

緊急提言を発表しました
はたの君枝

【子ども１人に対する割合】

3.5㎡

ドイツ（バイエルン州）

日本

３０人：１人

いまでも保育園にはいれないのに…
こんどは 保育園さがしも
自己責任になっちゃうの!?
新たな制度とは…
現行制度
保育の実施 国・市町村

新たな仕組み
保護者と施設で契約
保護者と施設に依存

費用の負担 公的負担で

規制緩和・引き下げ

保育の基準 最低基準を向上させる

┗保育が必要なときにいつでも預けられるように、国の責
任で当面１年間で１０万人分の認可保育所をつくります
┗安心して預けられる保育所へ、保育環境の向上、保育
士の労働条件改善をすすめます
┗国や自治体の責任を後退させる保育制度の改悪は、日
本の将来に禍根を残すものであり、絶対に反対です

日本共産党の見解を紹介します。

子育てサポートプランを発表しました

保育所面積基準の国際比較
スウェーデン（ストックホルム） 7.5㎡

1.65㎡

日本（乳児室）

４・５歳児

（ほふく室は3.3㎡）

２０１０年６月号外

子どもの医療費は、
国の制度で小学入学前まで無料に―
国の補助をもとめる決議をさせました
不払いザービス残業なくして！
国に「根絶通達」を出させました
子どもの瞳が輝く学校へ―
３０人学級に道をひらきました

神奈川から政治を前に動かす
日本共産党の国会議席を

発行 日本共産党神奈川県委員会
住所 横浜市神奈川区西神奈川1－18－12
電話 045－432－2101 FAX 045－432－2103

川崎で生まれ横浜で育つ。
県立横浜緑ヶ丘高校、横
浜国立大学卒業、中学校
教諭に。参議院文教科学
委員会、国民生活経済調
査会などに所属。現在、
党中央委員、党県副委員
長。趣味は、華道、書道、
テニス。家族は夫と一男
一女。

子育て支援に全力でとりくんで実現させました
成。長男をおぶって県庁や厚生省（当時）交渉
にゆきました。
出産・育児のよりどころだった母子保健センター
の廃止を神奈川県が打ち出したとき、存続を求
めて、父母のみなさんと「カンガルーの会」を結

私の政治家としての原点「カンガルーの会」

はたの君枝

検索

日本共産党

はたの君枝

元参議院議員

毎日がんばっている
ママとパパを
応援します！
一人で悩まないで
子どもたちは大切な宝もの。
子育ては、社会の責任で
支えるのが当然です。

子どもが認可保育園には

2人目の子どもが小学校にあがる春のこと。

いれず、一時保育のほかに
週３回預ける人を必死に探し

中耳炎にかかり、病院で初めて医療費を請求さ
れました。
子どもに「ママ、ごめんね。小学生になっちゃっ

ています。

たからお金がかかって。ごめんね」と…╋╋╋
お金の心配なしに安心して病院にかかれる

このままだとち ゃんと働け
るか不安だし、子どもの生活
が不安定で心配です 。認可

ように、子どもの医療費を無料にすることは切
実な願いです。

保育園をふやして～┠┠

【瀬谷区・40代ママ】

【鶴見区・30代ママ】

は保育所には入
横浜市、川崎市などで
全 国と 比 べ 多 く、 大
れ な い 待 機児 の 数 が
きな問題に。
に は、 子 ども の 出
待 機 児 をな くす た め
所増設計画をつ
生数にあわせ、緊急保育
稚園を国の責任で
くり 、必要な保育所・幼
つくり ます。

不足している産婦人

小学 校就 学前 の子 ども の医

所 得制 限な しで 無料 化す
確立します。

その共通の制度の上に、全
国に広がっ
た自 治体 独自 の助 成制 度を
さらに 前進
させます 。

育児休暇を1カ月とりました。
科・小児科を 増やし

その時しか見られない子どもの

、出
産費用の軽減、不妊
治 療 へ の 助成 拡 充
を
は
か
ります 。
妊 娠 し た ことが わ か
った とき か ら、 保 育
所、
福祉保育センターと
連携して妊娠・育児
相
談を
実施し、お母さん の
不安を解消します 。
ヒブワクチン、子宮
けいガンワクチンの
接種
は、無料で実施します
。

表情も見ることができ、妻も「助
かった」と喜んでいました。
ヨーロッパではあたりまえの
育児休暇。それがあたりまえの
も、 日本の教育予算
ＯＥ ＣＤ 加盟国と 比較して
大学までの教 育費の
は低 すぎ ます 。幼稚園から
高校授業料の無償化
無償化に全力をあげます。
金制度を 創設します。
をす すめ、返済不要の奨学
私学助成を拡充し ます 。
争教 育、 ふる いわけ
少人 数学 級を すす め、 競
の子どもに基礎的な学
教育を改めます。 すべて
輝く教育にし ます 。
力を 保障し、子どもの瞳が

年間５兆円の軍事費、ムダな大型公共事業を見直し、
共産党以外の政党が山分けしている年間３２０億円の
政党助成金などを削ります。大企業や大資産家への
ゆきすぎた減税にメスをいれれば、消費税の増税に

米軍基地問題でも、くらし・雇用の問題でも、アメリカ

頼らなくても子育て支援をはじめ、社会保障の財源は

と財界にハッキリものが言える日本共産党が伸びてこそ、

つくれます。

療 費を 、
る国 の制 度を

若い世代が希望の持てる政治をつくることができます。

社会にしたいです。
【保土ヶ谷区・30代パパ】

ひとり ひとり が大切にされ、男女ともに
安心 して子 育て できる ゆと りある 社会 に
します 。
短縮をすす
賃金引き上げ 、長時 間労働を 規制し 、時間
奨を やめさせ
めま す。妊娠・出産にとも なう解 雇・退 職勧
ます 。
得保障の
育児休業制度を改善し、 男性の取得促進、所
若い世代へ
増額を はり ます。住宅、 生活。出産費用など、
の支援を強めます 。

