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（趣 旨）  

私は ２ 歳 の子 を持 つ 母 であ り， 公立 学校 で教 員を して いま す。  

平成 25年 度， 平成 26年度の 認可 保育 所の 入所 につ いて 希望 をし まし た

がと もに 不承 諾と なり ，現 在認 証保 育所 に入 所さ せて 勤務 して いま す。

今後 も認 可保 育所 希望 者の 超過 が続 き， ３歳 児以 上と なっ ても 認可 保育

所へ 入所 でき なか った 場合 ，日 々園 庭の ない 室内 で保 育を 受け ，同 年齢

の集 団生 活に なれ ない まま 小学 校へ 入学 する こと にな って しま うな ど，

子ど もの 発育 にも 影響 が及 ぶの では ない かと 大変 心配 をし てい ると ころ

です 。  

慢性 的な 保育 施設 の不 足に より ，認 可保 育所 に入 所で きな い多 くの 就

業者 は大 変困 って いる こと から ，早 急に 保育 施設 を充 実 さ せて いた だき

たく 以下 の２ 点に つい て陳 情い たし ます 。  

 

１  就業 者全 ての 児童 に対 する 保育 施設 の入 所を 目指 し， 事業 予算 充実

を図 ると とも に， 待機 児童 の解 消に 向け た現 実的 な案 を早 急に まと め ,

市民 に開 示し てく ださ い。  

２  ３歳 児以 上と なっ ても 認可 保育 所へ 入所 でき ず， 認証 保育 所に とど

まら なけ れば なら ない 児童 が増 加す るこ とが 考え られ ます 。認 証保 育

所で の保 育環 境は 体力 の向 上， 小学 校へ の円 滑な 接続 など さま ざま な

心配 があ りま す。 対策 とし て認 可保 育所 の増 設は もち ろん のこ と， 認

定こ ども 園の 誘致 や開 設で 希望 者が 認証 保育 所か ら認 可保 育 施 設 に 漏

れな く転 入が でき るよ うに 対応 して くだ さい 。  


