月

日︑木皿保育所で

19

日本共産党

の耐 震診断で耐 久性に問 題

北茨城市委員会

０１４年度 末廃止の検 討が

て新制度な どを理由に ︑２

建物の老朽 化や今後の 子育

も困 難であると の結論︒ さ

策を 検討したも のの︑ど れ

保育 所との統合 などの対 応

は︑ 建て替えや 移転︑関 本

らに ︑２０１５ 年度に本 格

提示されました︒

保護者説明 会がおこな われ ︑ があ るとされま した︒市 で

12
同保育所 は︑大震災 の後

毎週 日曜日 発行

市議会議員

鈴木やす子
42-2462

ています︒保 育所につ いて

の幼稚園はすでに廃園となっ

護者と しては︑唐 突で納得

経過を 知らされて いない保

たと言 われても︑ その途中

ま通所し ている子ど もたち

してもらえなかったのか﹂
﹁い

わかった 時点でなぜ 説明を

断で安全 性に問題が あると

２階に移り︑ そのスペ ース

変わりそうで す︒水道 部が

市役所の１階 部分が大 きく

ます︒来年春 には︑と くに

に行政機構が 見直され てい

行財政改革 で︑年度 ごと

た ち ︑ 特 に 若 者 の な か で ︑ たパンフレット﹃ 知って得

員会で ︑いま働い ている人

員は︑ 所属する産 業建設委

日本共 産党の鈴木 やす子議

ブラ ック企業と いう言葉

担当課で は︑茨城 県の労

して対応をただしました︒

が社会問題になっています︒ したパンフレットを例に示

が広が り︑違法な 働かせ方

す る ８ ヶ 条 ﹄ が あ る の で ︑ よう 要請する姿 勢も示し ま

か︑と北海 道函館市 が作成

いての対策 が必要で はない

会が あるので︑ そのさい に

ロー ワークの出 張授業の 機

さ らに︑地元 高校では ハ

いと答えました︒

内業 者にも改め て配布し た

担当課では︑
﹁まず最初の

で図るこ となく行政 の責任

の保育・ 教育は︑経 済効率

本共産党 市議団は︑ 乳幼児

目として あがリまし た︒日

のさいに︑入 居希望が 当初

すすんでいま す︒秋の 受付

３ケ所１１０ 戸分の建 設が

年３月入居を めざし︑ 市内

災害公営復 興住宅は ︑来

併せ ておこなっ ていただ く

中たい子県議 ︵ 当時︶が 提

案し ︑実現 さ れ

たも の︒ブ ラ ッ

ク企 業をな く し︑

ひど い働か せ 方

を改 善させ る た

めに ︑自治 体 と

して やれる こ と

があ る︒パ ン フ

もさ らに改 善 し

てい ければ ﹂ と

鈴木 議員は 語 っ

ています︒

北茨城民報 で検索できます。

も統廃合や民 営化など が議

のこと ︒少なくと もこれま

論されました が︑現在 まで ︑ できな い︑という のは当然
木皿・関本の２ヶ所とも存

での検 討した内容 などにつ
いても っと詳しい 資料や説

続されてきました︒
木皿保育所 での説明 会を

傍聴した鈴木 やす子議 員は ︑ 明があ ってしかる べき﹂と

がこのま ま卒所した いとの

に高齢福祉課と保健センター

労働基 準法につい ての理解

した︒

述べています︒

願いは聞 いていただ けない

の移設︑市民 まちづく り協

まずそれを 活用した いとの

﹁市が活用すると答えたパ

を明確に し︑施設の 統廃合

より大幅に増 加しまし た︒

います︒

について は父母︑関 係者の

市では︑磯原 町内で造 成地

働政策課で数年前に作成し ﹁労基法﹂についての学習を

のか﹂な ど︑不安や 疑問が

働課の併設な どが予定 され ︑ が薄ら いでいるの ではない

答え︒市の ホームペ ージか

ンフ レットは︑ わが党の 山

出されました︒

か︑市 としても労 基法など

ら印刷でき るように し︑市
としています︒
年前︵２００３

市立保育所・ 幼稚 園の統
廃合は︑

意見と合 意を尊重す るよう

を検討し︑１ 年以内に 完成
させたいとしています︒

にと要望をしてきました︒

年︶に市 の行財政改 革の項

本庁舎左側部分に福祉・保

話し合い なので︑今 後要望

についての啓蒙・ 周知につ

茨城県が発行したパンフレット（表紙）

などを聞き取っていきたい﹂ 健部門を集中させるとして

望どうり通るのか﹂
﹁耐震診

保護者からは︑
﹁転園は希

が説明されました︒

まく状況 が変わるこ となど

園できるなど︑保育をとり ﹁行政内部では検討をつくし

児が﹁ 認定こども園﹂に転

は︑これ までの保育 所対象

実施とな る子育て新 制度で

市政報告

市立の中郷・ 華川 の２つ

北海道函館市が作成したリーフレット（抜粋）

http://www.jcp-ktib.com/

本紙はインターネットでも ご覧いただけます。

ご相談は
お気軽に
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( 1 ) ２０１３年１２月２２日

