2010 年度 父母連第３回代表者会(７月)
2010 年 7 月 10 日（土）
司会：浜薗 記録：青木
【出席】
□あおやぎ □あさひ
□あずま
□きたうら □きたや
□こやま
□さかえ
□しのは
□しんえい □しんぜん □せざき
□たかさご □にしまち □ひかわ
□やつか
□やつかかみ□やなぎしま□やはた
□保育部会
□父母連事務局
【配布物】
①レジュメ
②父母連ニュース第３号（世帯分）
③育成保護者交流会のお知らせ（世帯分）
④保育合研申込チラシ（各園 2 部ずつ）
【提出物】
①父母連アンケート集計用紙（紙）
②父母連アンケート原本（各世帯より回収したもの）
③子育て環境の充実とゆきとどいた教育をすすめるための要望署名
１．報告事項
（１）父母連としての活動報告
６／２２（火）19：00～「民主教育をすすめる草加市民会議」担当者会 勤労福祉会館 第５会議室にて
６／２６（土）19：00～父母連事務局会 草加文化会館フリースペースにて
７／８（木）19：30～印刷作業 (父母連ニュース）草加文化会館ワーキングルームにて
＊あおやぎ父母会
あおやぎ父母会より
父母会より、
より、お手伝いの
手伝いの方
いの方３名が参加してくださ
参加してください
してくださいました。
ました。ありがとうございました！
ありがとうございました！
７／１０（土）
「第３回代表者会」草加市民体育館 第１第２研修室にて
（２）２０１０年度父母連アンケートの回収について
本日回収させていただきます。
※データ未提出園：ひかわ、やつかかみ、やはた
本日の提出物
①アンケート集計用データ（メール添付、メディアでの提出）
データの内容：アンケート集計結果、自由意見集計結果
②アンケート集計結果（プリントアウトしたもの）
③自由意見集計結果（プリントアウトしたもの）
③アンケート用紙（各世帯から回収した緑の用紙）
※本日未提出の園は、早急に集計をお願いします。提出は父母連メールからの添付でお願いします。

父母連メール info@soka-fuboren.org
＊Excel と Word の書式は父母連ホームページからも引き出せます！ http://www.soka-fuboren.org
今後の流れ
・今後集計作業に入り、９月に集計結果を一覧にまとめて全世帯配布、今年度の傾向を分析
・自由意見の集計結果を１０月に一覧にまとめて各園配布
・秋以降に行う予定の市長懇談会への要望項目として練り上げていく
（３）7/31 育成保護者交流会について チラシ参照
今年で４年目を迎えた、育成保護者のみなさんのための情報交換会です。人数が少なく、申請や更新等の手続き
も多いため、とかく一人で問題を抱え込むことが多くなってしまう育成保護者が横の連携をとり、必要なことは
保育課へ要望していくための交流会です。ぜひ各園でのチラシ貼りだしと周知をお願いします。
・学童の
学童の発達保障プロジェクト
発達保障プロジェクトが
プロジェクトが９月初旬に
月初旬にありますので
ありますので、
すので、それに先立
それに先立ち
先立ち育成保護者交流会を
育成保護者交流会を設定しました
設定しました
→7 月 31 日（土）10：
10：00~12：
00~12：00 文化会館音楽室（
文化会館音楽室（保育は
保育は託児室）
託児室）

※チラシについては 8 月に各園に代表者もしくは会長会宛てに郵送します。届きましたら配布をよろしくお願
いします。
２．協議事項
（１）２０１０年度代表者連絡網について
・本日、代表者会連絡網および会長会連絡網の 2 種類を配布しました。会長会連絡網について、各園の会長にお
渡しください。
・内容をご確認いただき、変更、修正が入ってある場合は父母連までご連絡ください。
・個人情報の関連で、変更があった場合についても修正版をお渡しせず、代表者会などで口頭でお知らせいたし
ます。
・近日中に、会長および代表者に父母連よりテストメールをお送りします。ご確認をよろしくお願いいたします。
（２）全国保育合研 in 岩手（8/7~8/9）参加にかかわる交通費・参加費補助について

案内チラシＷｅｂ http://www.hoiku-zenhoren.org/gouken/imgs/42th_go-ken_reaf.pdf
ぜひご参加ください！世界的にもまれな１５０００人規模の大会です。保育に関する情報も盛りだくさん！父母
連事務局から参加費と交通費に関しては一部補助が出ます！
日程：8/7 土～8/9 月
会場：盛岡市アイスアリーナ（岩手県）他
参加費：9500 円（資料代込）
＜補助申請の
補助申請の方法＞
方法＞参加された方の領収証を９月の代表者会に
御提出ください。一人当たりの参加補助は、父母連全体で何名が
参加証の下にある「領収書」を
参加するかにより、予算総額からの均等割りになります（予算額
９月代表者会にご提出ください
は 50000 円）
。各父母会で周知をお願いします。
（３）待機児対策・民間認可保育園新設についての状況の報告と今後の運動方針について
・６月議会における質問についてのやりとり（報告）
・飯塚議員への回答：国からの補所金（あんしん子供基金）を利用して民間計７か所開設。運営費捻出
（1 億 3 千万）のために保育料値上げ（平均 1500 円）or 子ども手当活用 or 公
立保育園１園閉園を検討
・大野議員への回答：公立年間 4 億 9800 万円、民間認可年間 1 億 3800 万円
・瀬戸議員への回答：認可外保育園と認可保育園との格差是正について。認可外の現状の負担を考える
と保育料の引き上げに応じてくれない保護者ではない。子ども手当の充当につい
ては、三方一両損の考えはその通りだと思う。
（市長）子育てに関する web ポー
タルサイトについては必要。
・
【提案】
提案】これらを受けて父母連としては…
① 人口動態の予測と保育行政」
② 待機児のとらえ方（認可外に通っている子どもを待機児ととらえ、草加市として認可保育園へ入
れることを基本とするのか）
」
③ 保育料の引き上げの実際（いつ・どんな段階がどの程度の引き上げになるのか？）
」
④「この問題のタイムリミット」
→これらを保育課に確認した上で、どう対応していくのかを煮詰めながら
市議会各議員会派と
市議会各議員会派と懇談会を
懇談会を設定して
設定して我
して我々の要望や
要望や疑問点を
疑問点を話し合っていく機会
っていく機会をもつ
機会をもつ
※具体的な日程が決定次第、父母の皆さんにお知らせ致します。
・須藤先生のお話
① 公立と民間の運営費の違いは何か？詳細が不明確である。
② 現状の保育士の内訳は、正規職員 213 人 臨時職員 282 人と臨時職員が上回っている。
③ 運営費の 80％は人件費である。臨時職員は時給 950 円である。
④ 保育園とは、児童福祉施設第 24 条で定められている福祉施設であり、国、地方自治体が整備する責任がある。
（４）その他
・第三次草加市総合振興計画基本構想 後期基本計画パブリックコメント募集について
→7/5
7/5～
7/5～8/3 まで広く市民からパブリックコメントを募集しています。父母連としてはアンケートで要

望の高い３項目（保育料引き下げ、病児・病後児保育の充実・完全給食の実施）や公立保育園存続等
について意見を挙げていこうと思っています。個人レベルでも意見をあげることができますので、ぜ
ひ多くの声を届けましょう。関連 Web サイトは以下の通りです

http://www.city.soka.saitama.jp/hp/page000018300/hpg000018255.htm
３．各園の父母会より
保護者から
・民間保育園の保育士の確保は市でやるのか？（現状は、市は介入していない。
）
・0 歳児の保育時間（～16:30）の見直しをお願いしたい。
・国がやっている少子化対策と市の政策に乖離があるのではないか？
→懇談会で議員さんの意見を吸い上げる必要がある。
保育部会
・民間と公立保育園の交流が無いため、民会の保育状況が把握できていない。
・現在、民間保育所は 4 園。公立保育園は 18 園であるため、少数派であったが、今後民間保育園が増えることで、民間と
公立の比率が４：６になる。
→現在は、1800 世帯の意見として市長懇談会などで
さかえ： 園庭が工事のため利用できないので、隣の栄小学校の校庭（雨天：体育館）を借りる予定であったが、
園庭の工事に向けて、7 月末に市の保育課と話あいを設ける予定である。
ひかわ： お楽しみ会で、ビデオ業者に発注する。
やはた： 夏祭りは７/１６（金）予定。
しんえい：夏祭りは７/１６（金）予定。園長からの依頼もあり、父母会の出し物の依頼あり。
せざき： 夏祭りは７/１６（金）予定。駐車場問題があり。7 月 1 日より近くの駐車場の利用が可能となった。アンケー
トの目的、この結果がどういったことにつながるかについて、連絡網にて回すことで対応した。
しんぜん：夏祭りは７/１６（金）予定。園児の避難用の靴を準備することを依頼されている
やつかかみ：夏祭りは７/１６（金）予定。
こやま： 夏祭りは７/１６（金）予定。模擬店は２０分ずつの交代制とする。
やつか： 夏祭りは７/１６（金）予定。１２/１１がお楽しみ会の予定ですので、代表者会は欠席
きたうら：夏祭りは７/１６（金）予定。本日 10：00～父母会の予定
やなぎしま：夏祭りは７/１６（金）予定。ゲームは先生方が考案（的中て、もぐらたたき） 初めてぱんを販売する。
あおやぎ：夏祭りは７/１５（木）予定。 アンケートの回収率 58％であり、強制ではないのでどこまでやったらいいか？
対策としてアンケートの成果を分かりやすくまとめて、掲示するなどやっていきた
あさひ： 夏祭りは７/１６（金）予定。初めておめんを販売する。
にしまち：夏祭りは７/１４（水）予定。
しのは： 夏祭りは７/１６（金）予定。不審者情報あり。現状、誰でも入室できるため、セキュリティ面で問題あり。
たかさご：１歳児にアレルギーがある子が多い。そのため、小麦だけを使ったパンの販売を行う。ホールが無い。
あずま：夏祭りは７/１６（金）予定。大規模園であるため、各クラス５名に協力いただく。
きたや：夏祭りは７/９（金）に無事終了。アンケートについては、回収率を上げるための工夫を実施（張り紙、連絡網 2
回）
４．今後の予定
・7/13 民主教育をすすめる
民主教育をすすめる草加市民会議
をすすめる草加市民会議への
草加市民会議への署名提出
への署名提出
・７月中旬～ 保育課訪問（
保育課訪問（現在の
現在の状況聞き
状況聞き取り）
・各議員会派との
各議員会派との懇談
との懇談について
懇談について連絡
について連絡・
連絡・調整
・7/21（
7/21（水）19：
19：30～
30～ 草加母親大会第１
草加母親大会第１回実行委員会（
回実行委員会（文化会館第１
文化会館第１研修室）
研修室） 事務局より
事務局より参加
より参加
・７月末 第１回草加子育てのつどい
回草加子育てのつどい実行委員会
てのつどい実行委員会 場所未定
・保育合研（
保育合研（岩手）
岩手） 8/7～
8/7～8/9 ※参加された
参加された方
された方には父母連
には父母連から
父母連から交通費
から交通費・
交通費・参加費について
参加費について補助
について補助があります
補助があります
・８月中 父母連事務局会 場所未定
・9/11 代表者会・
代表者会・会長会 文化会館第１
文化会館第１第２研修室（
研修室（代表者会 10：
10：00～、
00～、会長会
～、会長会 13：
13：00～）
00～）

