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? なぜ待機児童が出るの？
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複数の原因がありますが「保育士不足」が主な原因です。

保育士の待遇が良くありません。右表のように多くの保
育士の給与は、他の業種に比べて厳しいのです。思いが
あっても、仕事に見合った給与がなければ、疲れ切って
別の仕事に転職したり、保育士の待遇の良い他の地区
（例えば福岡市）
に移ったりします。
また、責任の重さや自身の健康、休暇等に関しても不安
や不満が大きいようです。

国の出すお金が少ないのが原因ですが、福岡市や北九
州市、久留米市、筑後市、行橋市、大牟田市、糸島市、宗
像市、朝倉市、直方市、嘉麻市などは、国からのお金とは
別に自治体独自の予算からお金を出しています。残念な
がら飯塚市は国からのお金以外には用意していません。

!

大きくクロ
ズア プされた保育園の待機児童
大きくクローズアップされた保育園の待機児童。
都会の話と思われがちですが、飯塚でも放っておけません。
今回は、
この問題について私たちの考えをまとめてみました。

511万9000円 42万6583円

公立保育所・こども園
（臨時職員）

190万6000円 15万8833円
311万円 25万9167円

私立保育園
（非常勤職員） 174万6000円 14万5500円
（出典：飯塚市資料より）

福岡市私立保育園正規職員

364万4400円 30万3700円

民間平均給与
（全職種）

415万円 34万5800円
（出典：福岡市資料・国税庁統計より）

保育士としての職業を希望しない理由
「保育士資格を有しながら保育士としての就職を希望しない求職者に対する
意識調査」
厚生労働省職業安定局
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保育士がいないことには待機児童の解消はありえません。待遇が良くなれば辞めていく保育士も
減りますし、資格は持っているけど仕事をしていない潜在保育士も保育の現場に復帰できます。
飯塚市は保育所の民営化を進め、平成21年以降10億円近くの財政効果を挙げています。
例えば、私立の保育士全員に月２万円の待遇改善を行うために必要な予算は約8700万円です。

飯 塚 市の現 状と私たちの考えを、

市の計画見直しと保育環境の調査を急ぎ行うべき!

わかりやすくお 伝えします！

市の計画と現状は大きく離れており、見直しが必要です。
そのためにも保育の現状を詳しく調べ直す必要があります。

? 飯塚市の待機児童、現在では116名！

飯塚市子ども・子育て支援事業計画の数字

月 額

保育士の待遇改善を進めるべき!

深 刻な「 待 機 児 童 問 題 」。

実際の数字

額

公立保育所・こども園
（正規職員）

私立保育園
（常勤職員）

? 保育士確保のための予算はないの？

この挑発的な言葉とともに

飯塚にも多くの待機児童 がいます。
平成27年度では4月当初の17人から3月
では116人と大幅に増加しています。平成
28年度は62人からスタートと、昨年と比
較すると3.6倍になっており、
このままでは
最終的に市の計画を大幅に上回る数字と
なる可能性があり、非常に不安です。

年

（各種手当等を含む） （年額÷12月）

? 保育士不足はどうして起こるの？

の活動と思いを報告します

保育園落ちた
日本死ね

※

平成26年度 飯塚市内保育所等
保育士賃金・給与調べ

（左：古本議員、
中央：江口議員、
右：瀬戸議員）
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保育園の経営者や実際に子どもに向き合う保育士、
保護者の方々から現場の意見を聴く場を早急に設けるべきです。
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飯塚市でもこれだけ
増加しています!
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※ 市も
「実質的待機児童」
と認めている
「私的理由による未利用者」
を指します。

0人
H28.3

現場との意見交換の場を急ぎ創るべき!

H28.4

H29.3

私たち市議も、
この問題を解決すべく
しっかりと考えていきます！
その他にもやるべき事がいっぱい! 続きは Webで♪

http://www.eguchi-tohru.com

一 般 質 問をしました！
ふるもと

としかつ

【一般質問とは】 本会議の中で、各議員が市政について質問できる制度。
市の方針や市長の考え、事業計画や効果など市民の生活に関わる様々な
分野について質問し、政策提案することが出来ます。
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古本 俊克

江口 徹

瀬戸 光

【所属】 経済建設委員会

【所属】 厚生委員会・議会運営委員会

【所属】 市民文教委員会
平成26年度決算特別委員会 副委員長
平成28年度飯塚市一般会計予算特別委員会 副委員長

Profile

Profile

●昭和23年6月11日 飯塚市西徳前生まれ
●昭和39年3月
飯塚市立二瀬中学校卒業
●平成8年 飯塚市議会議員初当選（6期目）
●平成19年 飯塚市議会議長就任
●趣味：ウォーキング・釣り
【信念】やさしさの中にも正義のきびしさ

Profile

●昭和41年1月23日 飯塚市柏の森生まれ
●立岩小・飯塚一中・嘉穂高校
横浜国立大学教育学部を卒業
●平成4年〜12年 飯塚市役所に入庁
教育委員会・総務部・会計課にて勤務
●平成12年 飯塚市議会議員初当選（5期目）
●趣味：読書、
水泳、
バイク

●昭和56年6月15日 飯塚市徳前生まれ
●飯塚小・飯塚一中・
藤蔭高等学校（野球部特待生）
を卒業
●平成27年 飯塚市議会議員初当選（1期目）
●趣味：ウォーキング、
ラジオ鑑賞、半身浴
【好きな言葉】
「洒々落々」
・
「寧静致遠」

２７年１２月議会 一般質問より

２７年6月議会 一般質問より

公共工事の品質確保のために
有資格者等適切な人員配置を。

伸び行くアジアと双方よしの関係に。 スポーツ振興・健康づくり支援を
市役所と企業をチームで売り込もう
！ 笠城ダム公園の整備を

【私の主張】

【私の主張】

庁舎建設工事の変更契約（杭打ち工事変更で約１億６千万円追加）に大

【私の主張】

アジアへ飯塚市が市内の企業とともに乗り込んでいってはどうか。

きな違和感があった。

具体的には、
どこかの都市と提携し、飯塚市は市内の様々な企業と共にそ

穂波東小中一貫校工事現場における事故や幸袋小中一貫校の工期延長

の都市の成長をあらゆる分野で支援を行ってはどうか。

も管理監督が不十分だったのではないかと考えている。
他にも、市立病院の設計変更、頴田小中一貫校プール建設工事の工期変
更、ダイマル跡地の解体工事、菰田保育所での軟弱地盤による契約変更
等々、近年は工事における問題発生が後を絶たない状況だ。管理監督体
制が機能していないのではないか。
学校や庁舎などの公共施設は、数十年にわたって市民生活を支える重要
な資産であり、
しっかりとした品質確保が必要。現場で監督業務を担当す
る技術者が不足していると聞くが、そうであればなおさら、経験・マネジメ

理由1 日本は人口減少社会だが、
アジアは人口も産業も成長段階。道路
や病院、学校等、
ありとあらゆる分野の企業、
とりわけ中小企業の
チャンスが生まれ、
飯塚の企業が稼ぐ場所を確保できる。
理由2 一都市を通じてだがアジアの成長に貢献しつつ、飯塚の役所や企
業をはじめ多くの場面での国際交流・人材育成が期待できる。
理由3 向こうの方々も働く場所や投資先を探している。企業が先方を支
援する中で、投資や働き先として大きくアピールできる。

ント力等を総合的に判断しながらも、資格に重点を置いて適切な人員配

このカタチなら、
海外進出したいけど不安という企業にとっても行政と組むこ

置をすべきだ。

とで取り組みやすいと考えられるし、
他の企業との相乗効果も期待できる。

お問合せ先

飯塚市幸袋781-96

T e l：0948-23-5522

お問合せ先

２７年９月議 会 一 般 質 問より

飯塚市鯰田2525-159

Tel：09 4 8 - 2 4 - 9 1 9 6

○飯塚市体育館の建替等は、市民各層や議会への十分な説明をした上で
進めるべきだ。
○県大会や全国大会などの開催は、市外から多くの人が訪れ、本市の浮
揚の一翼を担う。そのような大会が開催できる施設整備を。また、大会
出場費などの補助、活動場所の確保など、スポーツ振興の条件整備へ
の支援も充実すべきだ。
○学力向上も大切だが、子どもたちが人間として発達・成長し、創造的な
活動を行っていくためには体力は不可欠。子どもたちの体力の重要性に
関する普及啓発や運動、
スポーツに親しむ機会の提供など、体力向上や
運動部活動の支援も充実すべきだ。
○グラウンドゴルフを飯塚市の市民スポーツとして育ててはどうか。
○笠城ダム公園は、立地も良く休日などには利用者が多い。大型遊具や
キャンプ場の新設など大規模な整備を行ってはどうか。

お問合せ先

飯塚市西徳前13-4

T e l：0 9 4 8 - 2 1 - 8 0 1 0

