文教委員会
平成31年度～5年間で5つの区立保育園
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です

区の導入計画と理由は
区の担当課長は文教委員会
で、民間委託計画について次
のように説明しました。
「現在、 の区立保育園の運
営 にか かる 経費 は 億 円。
そ のう ち人 件費 が 億 円。
国・都からの負担金が支給さ
れず、保護者からの保育料を
除き、区の一般財源で負担し
ている」「健全財政の維持及
び民間活力の活用という観点
から、区立保育園の民営化に
ついて検討する必要がある」
として、運営費、特に人件費
がかかっているので民間委託
するということでした。ちな
みに、民間委託すると区の持
ち出しは５０００万円程度で
済むと説明。このように経費
削減が本音です。
54 89

民間委託で実施している保
育 園は 区 でも 結構 あ りま

民間委託園は職員の入れ
替わりが頻繁
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ニュ ースを読 んでご

意見をお寄せ下さい。

区議会議員

南 恵子

民間委託する計画が判明

12月1日の文教委員会で、品川区が平成31度より毎年1園づつ区立保育園を民間に委託す
る計画があることを明らかにしました。驚きです。保育園入園の希望が大きく広がってい
る時に、この様な計画は理解できません。

す。
しかし、保育
士など職員の
処遇が悪くて
長続きせず、
入れ替わりが多いのが実態で
す。私ごとですが、孫が通っ
ている保育園も民間委託園で
す。保育士の方たちはみな真
面目に、明るく子どもと接し
ていますが、途中で止めた方
もいます。折角子どもがなつ
き喜んで通園しているのに、
また、親はその子供の姿を見
て安心して働けているのに、
突然、保育士が変わるのです
から、子どもにとって大きな
環境の変化で、「健やかな成
長」に反するだけでなく、就
労へのダメージも生まれます。

入れ替わりが激しいわけ
とは

何故、年度途中でも止めて
しまうのでしょうか。
体調を壊したり、所得が少
なくて続かないなどが主な理
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の保 育とお 金を 天秤 にか け
由といわれています。
多 くの民 間保 育園 の年 収 るものではないと思いま す 。
は、 ２００ ～３ ００ 万円 程 区は民間委託せず守って
度と言われています。また 、
きたこと評価
体調 を崩し たら 、休 職制 度
品 川区は 、こ こ数 年、 株
もな いよう な状 況だ と聞 き
ます 。だか ら辞 めざ るを 得 式会 社立の 保育 園や 福祉 法
なく なり、 入れ 替わ りが 多 人で はない 事業 所に よる 保
くな ってい るの では ない で 育園 など「 多様 な」 保育 園
をつくってきました。
しょうか。
区の 多くのところで 民間
様 々な要 求を 持つ 子ど も
に対 して、 しっ かり 応え ら 委託 を進め てい まし たが 、
れる ことが 保育 士と して 何 区は 民間委 託せ ず区 立保 育
より 重要で す。 それ だけ に、 園を 「守っ て」 きま した 。
健康 で明る く接 する こと が その 点は大 いに 評価 して い
求め られま すの で、 それ を ます 。運営 経費 の問 題が 委
可能 にする 労働 環境 が必 要 託す る大き な理 由に なっ て
です 。賃金 はも ちろ ん、 健 いるのは本当に残念です。
子 どもの 豊か な成 長を 守
康を 保って 保育 をす る。 そ
れら を本当 に維 持で きる の るという自治体の責任よ り 、
かは 経営者 の考 え方 ひと つ 経費を選ぶのですか
ら。みなさんはどの
です。
未 来の社 会を 担う 子ど も ように思いますか？

羽田新ルート増便計画に反対する住民
の会 を立ち上げたい！

１２月８日に開催した羽田問題の説明会（国交省主催）では
参加者から様々な意見が出されました。やはり一番多かったの
は「騒音が心配」というものでした。影響を受ける地域で、
「反対」の声を届ける必要がると思います。どなたでも参加で
きますので、呼びかけます。

１２月２０日（日）午後２時～
コミプラ八潮

呼びかけ人：暮らしの問題を考える会 代表・岩城津千子

毎月 第２水曜日 に生活相談会を実施しています。 気軽にご相談ください。
連絡先 南恵子区議会議員 電話 ３
(７９０ １)５２３
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