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１．報告事項
※冒頭、草加高校定時制を守る会会長の込戸さんより、署名の説明があります
→11 月に文化会館にてシンポジウムを行い、約３０００筆の署名が集まった。東部地区県立高等学校の具体的な統廃合の計
画がわかったのが１１月である。計画（案）では、草加高校にある定時制を廃止し、新たに吉川高校に設置される二部制に
よる定時制課程（パレット高校）に統合するとされている。この計画が実施されるならば、市内に一つしかない定時制が廃
止されてしまう。定時制草加高校は、様々な事情を抱えながら草加高校に通う多くの生徒たちにとって、大変に大切な学校
である。急なことなので、その後、県民の声を聞こうとシンポジウムや署名活動などを行っている。その結果、県全体から
187 通、草加市から 36 通の意見書が県に届けられている。現在県に再検討をお願いしている。現在署名は５０００筆を超え
ている。皆さんのご理解とご協力をお願いしたい。
（１）父母連としての活動報告
12/7（月）パブリックコメント提出
12/19（土）父母連事務局会（於：文化会館フリースペース）
12/19（土）第 18 回草加子育てのつどい実行委員会（於：文化会館フリースペース）
12/20（日）学童保育の会・NPO 法人草加元気っ子共催「子育てシンポジウム」出席（会長：髙山）
1/07（木）印刷作業（於：文化会館ワーキングルーム）※しんぜん保育園から 3 名のお手伝い参加、ありがとうご
ざいました
1/09（土）第 8 回代表者会(於：勤労福祉会館)
1/09（土）第 3 回会長会（於：市民体育館第一会議室）
（２）12 月議会における一般質問について
・次世代育成について斉藤議員が質問（12/10）
・パブコメの件数・主な内容➔答弁：約 150 件、保育園新設、保育士の確保等
・平日昼間保育、0 歳児保育➔答弁：待機児は認可保育園・家庭保育室・認定子ども園・幼稚園預かり
・家庭保育室について➔答弁：整備するとのみ
・夜間保育➔延長保育実施園の拡大、夜間保育は 0.8％のニーズ量だったため目標設定せず
・休日保育➔私立保育園での実施を念頭に
・病児保育・病後児保育等➔2 か所（ファミサポ、さかえ）
・保育について斉藤議員が質問
・父母連との懇談内容について➔市長答弁：待機児童がある場合は 0 歳児保育継続、施設に余裕のある
保育園の施設の弾力化・定員増をお願いした
・新設あずま保育園での 0 歳児保育園➔市長：地域の家庭保育室が 0 歳を担っている。その他（１歳児
等）を受入れ
・さかえ保育園での病児・病後児と 0 歳児について➔答弁：22 年度の 0 歳児は新園舎、既存の 0 歳児室
は今後病児・病後児保育で活用したい
・延長保育について実施の見通し➔公立園での実施
・保育園新設➔答弁：補助が受けられる民間で進めたい
・やつか保育園建て替えについて➔答弁：築 43 年、建て替え検討中、建て替え用地の見通しが立った場
合の準備金として予算計上、他の土地への移転の可能性大（一

時保育や地域子育てセンター併設を想定して）
、国道 4 号バイ
パスと東武線の間・川口草加線の南側で 1500～2000 ㎡を想定
２．協議事項
（１）現行保育制度を守る全国署名について
毎年取り組んでいただいている保育署名ですが、今年度は保育新制度が検討されていることを踏まえ、
「現行保育
制度を守り拡充していく」ことを焦点にして国会請願署名がおこなわれています。
この署名は 09 年 12 月 4 日、参議院本会議において、全会派一致で採択されました。署名に託した願い
が、国会（参議院）で認められたことになります。なお参議院に提出された請願は１５７本ですが、そ
のうち採択はわずかに１５本でした。しかし、参議院で採択された保育署名も、衆議院では審議されな
いまま国会が閉会しました。なお参議院で２０名（民主９、共産７、社民１、自民２、国民１）
、衆議院
で４９名（民主３５、共産９、社民３、公明１、国民１）の議員に紹介議員になっていただきました。
今までにない紹介議員の多さであり、全国各地域からのねばり強い要請の成果といえます。
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→保育部会：衆議院は通過していない。また国会が始まれば、検討されると思う。万が一今の公的保育制度が改悪されて
しまうと、自治体には保育時間のみを認定してもらい、あとは保護者自らで保育園を探すことになってしまう。国は選
択権が広がるので良いという言い方をしているが、利用者が施設に選択されるようになってしまう。あくまで認定時間
に応じた保育になってしまうので、保育現場でも集団の保育や行事などがスムーズになされるかとても不安である。今
でさえ汲々とした最低基準なのに、都市部の最低基準（一人あたりの床面積など）も緩和される危惧がある。既に公立
保育園運営費は一般財源化されているが、これからは民間保育園も運営費が一般財源化されてしまう恐れがある。公的
保育の後退で子どもたちの保育環境が大きく変えられてしまう恐れがある。皆で声をあげ、保育制度を守っていくこと
が大切です。
→中島：2013 年に障害者自立支援法が廃止される見通しとの報道があったが、現在提案されている新保育制度と似ている
ため、新制度も見直しがあると良いと思う。
→髙山：とかくマスコミは、最低基準が縛りとなって受入れ数や保育園が増えないのであれば、最低基準を緩和すれば、
待機児解消につながるので良いのではないか？というような安易な言い方をしている。しかし実際の保育現場は、その
ような緩和された状況では大変に困る状況となっている。署名で私たち現場の声を国会にしっかりと伝えていきましょ
う。
（２）第１８回草加子育てのつどいについて ※チラシ参照
■2/14（日）10:00～12:00 勤労福祉会館、保育はあさひ保育園舎を予定
■講演会：黛 秋代 先生（東久留米市保育園園長）
■子ども向け企画：猿まわし
※チラシは後援が確定次第、各代表者のお宅に EXPACK500 にて郵送する予定です（1 月下旬）
。到着後は各世帯
配布・ポスターの掲示等よろしくお願いします。
→場所の詳細など、今後若干の変更があるかもしれませんが、ご了承ください。
→やつか・やつかかみ・やなぎしま・しのは保育園父母会の皆さんに、つどい当日のお手伝いをお願いします。
やつか・やつかかみ・やなぎしま･･･当日９時に勤労福祉会館に集合。会場準備、駐車場へ誘導など→つどいに参加
しのは･･･つどいに参加後、片付け
（３）その他
・待機児の内訳（現状）をきちんと調査するよう保育課に要望する予定
➔待機児○○名とだけで、その待機児が現在どのような境遇にあるのか（家庭保育室に在籍しているの
か、認可外保育施設にいるのか、在宅なのか等）の内訳をきちんと調査し公表してほしいと要望して
いく
・市長懇談会回答書について、そろそろ回答が届くようだ（同時に 3 園からの質問状に対する回答もでる模様）
・２月代表者会会場
・2/13(土)氷川コミセン集会室（保育は第１第２和室）
・３月代表者会会場
・未定（どこもいっぱいで探している最中です）
・旧あずま園舎の活用に関しては、今年度春から父母連として要望してきたが、残念ながらすでに 12 月時点で解
体が始まってしまったため、断念した。取り組みの仕方を反省したい。

３．各園の父母会より
たかさご：保育図書の紛失があったため（約１００冊）
、貸出方法の変更をしたり、ラベルを貼りなおしたり、図書一覧を作
成したりした。返却が遅い場合には、イエローカード・レッドカードを出すなどの工夫をしている。
やはた：１１・１２月のバザーの売上が良くなくて、２万程度。お客さんも少なかった。反省を今後に生かしたい。
せざき：2 月にお楽しみ会がある。その行事用におみやげを購入予定だが、それでも父母会の予算がかなり余っているので、
父母会として購入したら良いものがあったら、他の父母会から教えていただきたい。
「子育てのつどい」への参加人数の目安を教えてください。
→事務局：つどいには、各園１０名を目標に最低５名の参加をお願いしたい。保育人数はチラシが全世帯配布された後、各
園から集約人数を連絡してほしい。父母会としての購入物については、父母会として園に必要なものを伺い、修理が
必要ではない子ども用の教材などを購入するのも良いのではないか？
ひかわ：役員会の回数が少なく、園の現在の様子や課題が見えにくい。年度初めの係決めなどの父母会では、皆さんの発言
が大変に少なく、なかなか活発な父母会活動になりにくい現状があるようだ。他園は、複数の方々が代表者会にも参
加されている。何かアドバイスがあれば、お願いしたい。
→他園・事務局：会長会アンケートまとめで、各園の役員会の回数や活動の内容などを参考にすると良いかもしれない。
やつか：最近の話題が、雨天の際の駐車上の問題。やつかは駐車スペースが３台分しかない。前のアパートの駐車場に止め
る方もいて、住民からクレームが来ている。メールで注意を呼びかけたり、アンケート調査を行い、共同で駐車場を
借りるか？現状維持で行くか？などの判断をする予定。
やつか父母会もひかわ父母会と同様に、代表者が交代で会議に出ているので、話の理解が断片的になってしまう傾向
がある。
こやま：来週役員会がある。園の横の畑の脇の道に止めたり、近くのアパートの大家さんが駐車スペースを提供してくれた
りして、朝５・６台は止めることができている。しかしマナー違反があったので、登録制にしてマナーが悪い場合に
は駐車場代が発生すると警告したら、マナーが改善された。
しんえい：セイムスから駐車スペースをお借りしていて、年に２回菓子折りを持って挨拶に行っている。駐車場の利用は、
登録制である。登録制にしてから、マナーが良くなった。
やつかかみ：特にないが、園の近くの駐車場を登録制でお金を出して借りている。しかし雨天の日は、登録者以外のマナー
違反しんえいと同様菓子折りを持って、おととしは１名の代表者だったが、私たちは慣れるまで一緒に代表者会に参
加しよう、ということになって、時間があれば、みんなで一緒に話を聞こうということになった。一人では厳しい、
という現状がある。配布作業も互いに分担して行えるので良い。複数参加の方が負担が軽くかえって良い。
しんぜん：下の子の保育申し込みに言ったところ、現在５００人近い申し込みがあると言われた。来年度保育園に入るのは
かなり厳しい状況である、と感じた。０歳児をかかえているのに、夫が自営業だと入園が厳しいと言われ、メモさえ
とっていただけない状況もあった、との話もきいた。来年度は入れるかどうか？
きたや：駐車場問題が一番の懸案。お楽しみ会ではプレゼントはあげず、修了式 子どもの避難靴を全員分、父母会で購入
したことがある。デジカメを購入したい。役員会は毎月行っている。代表者と副会長とが２名代表者会に出席してい
る。複数のメンバーで交代で出ているので、会議の内容をよく理解できるようができれば
→せざき：デジカメは、初めは購入せず、保護者からの寄付を募り、まずはそれを使用していた。今では、クラスに１台配
置している。
きたうら：輪番で代表者会に出席している。駐車場問題が起きており、マナーの問題がある。登録制にして、発券制にした
らどうか？との提案もある。朝と夜は８：３０と１６：３０の時間帯がとても混み、道路で車が渋滞してしまう状況
がある。その車の整理等に先生の手が取られて
やなぎしま：５人の運営委員が順番に代表者会に出ているが、毎回の担当者は一人なので、配布物の配布やアンケート集計
などがとても大変。父母会の予算が３万円余った。１万円はデジカメ購入、２万円はお楽しみ会の写真を業者から購
入に回した。また今後、父母会と保育園の先生方との協力体制をより改善していきたい。
→他園・事務局：園長先生を通して、父母会の掲示板を設置していただいたり、代表者としての仕事を複数で互いに協力し
あってできるような話し合いや提案ができると良いですね。
第２きたうら：１月下旬に懇談会に行われ、移園にかかわる詳細な話がある予定。３月の最後の週は仕出し弁当、椅子や机
もなくなってしまうかもしれない。最後の方の保育では無くなってしまう、との話で不安がある。子どもたちの保育
に支障が出ないよう園にお願いしていきたい。
あおやぎ：駐車場のマナーが悪い。年に何回か菓子折りを持って挨拶に行ったり、マナー違反するたびに、会長が謝りに行
っている。２／７にバザーを地域の自治会館で行う予定。収益を上げるためのアドバイスをいただきたい。→本日午
後の会長会で情報交換をする予定。

あさひ：代表者会には複数で出ているが、父母会の役員会にも、クラスごとに配布係を決めており、配布係が各世帯に入れ
ることになっている。アンケート集計もまずは各クラスで集計していただき、それを代表者がまとめている。バザー
の収益は人形劇に回しているが、他の保育園と協力して開催し、費用を安く済むよう工夫している。課題は、署名や
活動の大切さを全員の父母にわかってもらうか、である。
しのは：駐車場問題については、登録制になっているようだが、園の前や各クラスにマナーを促すポスターが貼られている。
デジカメのＳＤカードの寄付を募る予定である。
あずま：会議の時などに車使用の有無を聞くようにしている。複数で代表者会に出席し、そのうちの一人が
にしまち：子どもたちの年齢ごとの成長に合わせたトイレの改修が行われているのは、とてもありがたい。保育環境が設立
当時のままなので、駐車場係がいるので、システムがしっかりしていると思う。経験者がより良い方法を提案してい
るので、マナーは悪くない。学習会に参加して、今保育制度の上で、大変なことが起きようとしている、ということ
に衝撃を受けて、役員会でも皆さんに話をしたら、皆さん驚いていたようだ。勉強になった。
さかえ:新さかえ保育園は１０台分の駐車場を作っていただける予定。バザーの収益で人形劇を呼んでいる。４人体制で代表
者会に参加している。今後の課題は、２２年度から新さかえ保育園で１５０名に定員が増えるため、多くの父母に父
母会活動の内容や趣旨をどのように伝えていくか？などの問題がある。今後検討していきたい。
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