６月議会で中村（市議）が、子ども子育て新制度、高槻市の就学前
の児童施設のあり方、新名神高速道路、高槻東道路についてなど一般
質問しましたので要旨を掲載します。

ができない状況もあり

ます。

私立保育所の園長会

「全国民間保育園 経営

研 究 懇 話 会 」 は、「 １

す。国基準の配置基準

士１人という基準での

上の子ども４人に保育

加配するため、国の基

はできないと保育士を

保育の規制緩和は大問題
待機児童問題を解
では保育できないの

準額では保育士の給与

歳児の６対１では保育

決 す る た め と し て、

保育でした。それを国

い」と、保育士の給与

で、国基準以上に加配

１才児４人に１人の

や配置基準の引き上げ

２０００年から認可保

さらに、国は３分の

保育士が、６人に１人

を厚労省に要望しまし

は上げることができな

られてきました。園庭

１は、保育士でなく保

になったことで、何の

た。民間保育所でも保

基準に変更しました。

がなくても認めるよう

育補助者でも良いと

影響もなかったと言い

しています。

になり、保育所の運営

し、高槻市でも条例が

り方は

大問題です。

ど、公立の幼稚園、保育所の役

は社会福祉法人だけで

域や保育の内容で選んでいるな

育士を増やしていま

いと経済的にいけない場合、地

きれるのか。フリーの

とになります。また、公立でな

変更されています。こ

割を担うとしています。公立の民営化に取り組む

なく、ＮＰＯや民間企

を想定し、公立の施設はその区域の核としての役

す。国が自治体独自の

れます。また、高槻市内を６区域に分けて必要量

保育士が１才児のクラ

適切な施設数に再配置するとあり統廃合が考えら

れ以上の規制緩和は許

基本方針には、公立施設の配置を見直すとし、

業でも出来るようにな

年 12 月には具体的な案が示されます。

基準にまで介入するや

も園にし、公立は６箇所しか、残さないというこ

育所の規制緩和が進め

の素案が提案され、市民意見の募集が行われ、今

スに、入らないと保育

「就学前の児童施設のあり方に関する基本方針」

されません。

統廃合や民営化ではなく、公立の
役割を果たせるようにするべき

りました。

公立幼稚園・保育所の

また、定員に上乗せ
市答弁
条例改正後も民間保
育所でも保育士の配置

保護者にとっても安

年前までは、国基準以

15

割は大きく大事な施設です。

して、保育を行える弾
力運用
「詰め込み保育」
を可能にしました。

め」と、国によるさら

心できる保育環境を維

を優先する。

なる規制緩和が発表さ

持する。

「待機児をなくすた

れました。自治体独自
の基準を国基準に戻せ

特に１才児は、子ど

再質問
高槻市では独自に朝

も６人に保育士１人と

という内容です。

人の保

いう国の基準に無理が

夕の時間帯に

育補助員を配置し、４

あります。高槻市も
員として配置していま

人を障害児保育の補助

19

です
告
報
政
市
NO. 174 2016- ８

☎ 685-6686
自 宅／古曽部町２丁目 15- ８-606
☎ 681-8480
発行：日本共産党高槻市会議員団 市会議員・中村れい子 事務所／〠 569-1114 高槻市別所中の町 3-7

このビラや市政へのご意見をお寄せください。
2016．８月号
「きずな」 Ｎｏ.174
（１）

日本共産党

国による保育士の配置基準の
規制緩和は大問題、保育士の処遇改善を

ともあります。公立の幼稚園、保育所を認定こど

る計画です。事業所内

育施設を５か所建設す

る、特定の保育所のみ

自事業を利用してい

準は、地方自治体の独

け、新名神の工事は一

神戸市の事故を受

神戸の事故は、現場

続きますので、どんな

す。これからも工事は

保育所待機児対策について
今年４月１日の高槻

保育所の建設も計画さ
希望している、求職活

時的に止められまし

で傾きが確認されてお

問題でも起これば、工

新名神の工事再開は
慎重に対応を

市の待機児は昨年と同

れています。小規模で
動 を し て い な い、 育

た。ネクスコ西日本は

り、工事をとめて点検

事をいったん止めると

延長された方、特定の

７

４

臨時保育室

２０

４

育児休養取得

７５

３３

３５９

２８４

０

０

域の工事現場では、ど

査はしたのか。高槻市

前倒しするとして、工

ては、完成時期を２年

高槻から神戸につい

のか、工事再開の条件
をお聞きします。

すべて事前に地盤調査

高槻市内の現場では

すが、高槻市の意見は

の環境測定は実施しま

新名神完成後、周辺

市答弁

を実施し、対応が必要

反映されるのか。

の工事でも徹底するよ

うにしてください。

す。完成後の環境調査

は実施されるのか。

象に基づく約２０００

所を通過しており、道

東道路とすべて高い場

域 は 現 名 神、 新 名 神、

て、梶原・萩之庄の地

高槻東道路につい

整している。

するため関係者間で調

之庄・梶原地区も実施

反映して実施する。萩

境調査は、市の意見も

インター完成後の環

市答弁

項目の点検リストを作

路に囲まれた地域で

管理基準、リスク事

を実施している。

成し点検を実施され

リート基礎などの工事

な 箇 所 に は、 コ ン ク

道路完成後も継続的に環境調査を

んな対策調査をされる

事を急がせたことも影

はなく認可保育所の建
児休業中などの条件

技術検討委員会で審議

していれば起きなかっ

いう慎重さが必要で

１０１

た。

様に国基準は０でし

設が必要です。
で、高槻市の隠れ待機

した結果、橋げたを支

た 事 故 で す。 し か も、

す。死亡事故まで起こ

ます。

５６

響していると思いま

た。

厚生労働省はこれま
人増え

える仮支柱が、地盤沈

箕面の事故は、事故報

したのですから、その

５７９８

再質問

保育所のみを希望され
で公表してこなかった
５ １ ７ 人 に な り ま す。

下で傾いたことが原因

告書には設計段階の

しかし、育児休業を

ているなど、入所でき
「隠れ待機児」
「潜在的
これからも待機児の解

だったと発表しまし

６０１７

人いると今年３月末に

利用者数

待機児童数（国基準）

保育所に入れなかっ

＊臨時保育室→市直営の年度途中でも預かる

児は昨年より

なかった人が増えてい
待機児」が全国で６万
消に向けた努力が必要

責任は大きいです。そ

に増。

高槻市では事前の調

チェックが不足となっ

６２２７

特定保育所のみ利用

時 間：朝 10 時〜昼 12 時まで
TEL ６８１−８４８０／自宅 TEL ６８５−６６８６

所：中村れい子事務所
別所中の町３−７

場

た。

・育児休業を延長した方３３人から７５人と倍以上

です。

ら３５９人に増。

発表しました。

・特定保育所（１箇所のみ）の希望者は２８４人か

た子どもへの対応とし

６５３４

就労支援預かり保育

毎月、第 2 土曜日です

中村れい子

のことは、高槻市域で

は５１７人。

88

申込者数

認定保育所（市独自）

2015 年
2016 年

市政相談日は

市会議員

ています。

厚生労働省基準の「隠れ待機児」
「潜在的待機児」

「隠れ待機児」の基

・今年４月１日の市の待機児は国基準は０ですが、

て、今年度は小規模保

高槻市の待機児の実態
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