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月の臨時議会で、那珂市

職員 の 給与 が 平均 で ６万 円引
き下げられました。特別職であ
る教 育 長や 議 員も 引 き下 げら
れましたが、木村静枝議員は市
職員 の 引き 下 げに は 反対 しま
した。
今回の 給 与引 き 下 げは 国家
公務 員 の人 事 院勧 告 によ る給
与改定に連動するものですが、
働く 人 の賃 金 がど ん どん 減り
続けています。働く人の賃金は
年間にわたって下がり続け
万円も減っています。その
一方 で 大企 業 のた め 込み 金で
ある 内 部留 保 は２ ４ ４兆 円ま
で積 み あが っ て空 前 の金 あま
りになっています。その結果、
家計、内需が低迷し、日本は「成
長が止まった国」になっていま
す。「労働者派遣法を抜本改正
し、最低賃金を引き上げ、人間

介護難民
保育難民
● 住民サービス低下
● 介護・保育の民間委託
● 公務員削減
● 公務員給与引き下げ

２.地域に根ざした産業振興への転換
４.住民の声がとどく議会への転換
１.福祉と暮らし最優先への転換
３.ＴＰＰ反対、農業再生への転換
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らしい労働を保障すべきです。

木村静枝の

一般質問

額田保育所なぜ民間委譲なのか

――公立では国の補助が得られない

「那珂市財政健全化プラン推進計画」

ご意見をお寄せ下さい。

日本共産党茨城北部地区委員会ホームページ http://www. jcp- net .jp/ ibaho ku/

に「額田保育所の民間委譲」があげられ

ています。

木村議員は「なぜ公立保育所である額

田保育所を民間に移すのか」とただしま

した。保健福祉部長は「保育所は民営化

したほうが国の助成が多く得られる。同

じ公立の 菅谷保育 所につ いては 中心保

育施設と位置づけ、市で唯一障害児保育

を実施し ていると いうこ とで継 続して

公立で運営していく」との答弁がありま

した。

額田保 育所 の民間 委譲 によ って ３３

５０万円 の予算削 減がで きると いう試

算もあるようですが、民間委譲の目的は

予算削減にあり、市が保育に責任を持た

ないということです。

自公政 権時 代２０ ０４ 年に 地方 交付

税の大幅削減と同時に、公立保育所の国

庫負担を廃止して、一般財源化したこと

によって、全国の６割を越す自治体が保

育予算を減らし、保育所廃止、民営化、

年間で全国の公立保育所が２

建設の抑制を進めてきました。

ここ

ています。

でも等し く保育を 受ける 権利が 奪われ

０１１か所も減らされ、全国どこに住ん
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みなさんと力をあわせて切実な要求を実現するため
四つの転換を目指し、今年もがんばります！

格差拡大

あわせて６つある保育 所のうち

います。那珂市では公 立・民間

まで定数オーバーが認 められて

の緩和策として定数の １２０％

なった時に、職員をど うするか

職員を増やすと後で施 設の減に

る。幼稚園の統廃合があるので、

ては適正ではないと認 識してい

総務部長は「職員比 率につい

業会計決算では、１億 ３３３８

て県及び企業局に対し て更に県

会を中心に関係市町村 と連携し

だ」とせまりました。

５つの保育所で定数オ ーバーと
という処遇の問題があ り、採用

万４千円の黒字になっていま

の水道値下げの要望を 実施して

現在待機児を減らす ため、国

なっています。保育士 の負担が
を控えている現状で、 必ずしも

す。木村議員は「黒字 分を市民

いきたい」と前向きな 姿勢を示

を取り戻すときです。

厚生労働省は1月11日、保育施設での死亡事故が2009年12月から１年

間で12件起きていたと公表しました。04年から09年までの死亡事故8.9

件に比べ増加し、事故件数に占める認可保育所での発生割合が増えていま

す。認可保育所での園児の死亡事故は「規制緩和」によって定員を超えた

園児の詰め込みがすすんだ01年以降激増しています。さらに無認可保育施

無認可保育所（同約23万人）は７人となっています。

年度の水道事

年が経過し、施設も老朽化

上下水道部長は「給 水開始以

那珂市の平成

来

もということであった 。今後と

も茨城県中央広域建設 促進協議

しました。

込まれる。また、人口 減少傾向

今後多額の起債借り入 れ等が見

木崎浄水場の更新計画 もあり、

てるので、道路沿いの 家の人々

たびにガタガタと大き な音をた

けられた側溝の蓋が、 車が通る

旧ニコン工場沿いの 道路にか

◆ 実現しました ◆

にあり、収入増が期待 できない

は大変困っていました。昨年

億円があるが、これで値

られました。

円なのに対し、県水は１９

上下水道部長は「ど うしても

てほしい」と要求しました。

県に安くするように要 求し続け

を今後も買い続けるのか。また、

す。木村議員は「那珂 市は県水

２円と非常に高くなっていま

で

っています。那珂市の 水が１㎥

那珂市は県から

％の水を買

下げは難しい」とかた くなに断

たが「先ほどの答弁と 同じで値

下げできないか」と追 及しまし

金約

木村議員は更に「内 部留保資

との答弁でした。

中での料金の値下げは 難しい」

し、更新に多大な費用がかかる。

したが、その結果、幾 分なりと

重くなっていて、更に 最近は０
いい状態とは思ってい ない」と

に還元できないか」と ただしま

民福祉の機関」であり、国の悪 水道事業は
１６０㎥前後の水が不 足するの
政の「下請け機関」で あっては
で県から購入している 」と答弁
１
億
３
３
３
８
万
円
の
黒
字
、
なりません。
し、市長は「県に陳情 とか要望
水道料を安くできないか

歳から１歳の低年齢児 が多く、
認めはしたが、改善す るとの答

した。

を増やし、保育士の配 置や保育

設では死亡事故が多く、認可保育所（利用児童数208万人）の５人に対し、

今こそ自治体に「福 祉の心」

障害児が増え、親への 支援も大
弁はありませんでした。

保育所と幼稚園をなく して「こ

保育ができるはずがありませ

施設の水準引き下げを するもの

<保 育 所死 亡事 故 12件 増 加傾 向 >

―― 値下げはむずかしい

変になってきていると のことで
額田保育所の民間委 託は市の
です。
「官から民へ」のかけ声で、

公共サービスを投げ捨 て、民間

諸外国と比べてみて も、職員

ども園に一本化すると ともに、

ん。保育士は乳幼児の 日々の発

です。保育への国と自 治体の公

40

す。
正規職員があまりにも 多いこと
保育所や学校給食、公 立病院な

責任をいっそう後退さ せるもの

です。菅谷保育所の場 合、職員
どの民営化や民間委託 、各種施

更に深刻な問題は保 育所の非

人 が 正 職 員 で他
設の指定管理者制度へ の移行な

人中

人は非正規職員です。非正規

ど、国と地方自治体の公的責任、

定数
人も

います。保育士からは 「もっと

に任せてしまうことは 許せませ

職員のうちパート職員が
いい保育をしたいけれ ど余裕が
ん。

民主党政権が打ち出 した「子

の基準数が少ない上に 、非正規

営利目的での多様な「民間参入」

達にかかわる専門職で あり、０

的責任を放棄し、保護 者に責任
と負担を押しつける大改悪で
何のための地方自治体なの

母との信頼関係、集団 としての
た雇用なくして本来の 役割は果

か、誰のための地方行 政なのか

す。

たせません。木村議員 は「非正

が問われています。自治体は「住

力量が求められており 、安定し

歳児から５歳児の保育 経験、父

職員が

％も占めていては良い

たら」との声が寄せられました。 ども、子育て新システム」は、

事をしたい。安心して 長く働け

ない。誇りを持って責 任ある仕
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規保育士の正規化を進 めるべき

の工事を望みます。

あと半分残っていま すが早期

になりました。

月にやっと工事が施さ れ、静か
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