2010 年度 父母連第４回代表者会報告(９月)
2009 年 9 月 11 日（土）
司会：阿部 記録：青木、中島
【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４号（世帯分） ③草加母親大会のお知らせ（世帯分）
④父母連アンケート集計結果（世帯分）⑤民主教育を進める草加市民会議から署名（世帯分）
１．報告事項
※はじめに民主教育を進める草加市民会議の金井さんから署名のお願いがあります。
来年度は 1、2 年生は 35 人学級になる予定。全てのクラスで 30 人の学級にしたいとい要望をあげていくため、署名活動
の協力をお願いしたい。
事務局からのお願い：筆数を県議会用と国会用で集計してほしい。10 月の代表者会で提出をお願いする。

（１）父母連としての活動報告
７／３１（土）10：00～育成保育保護者交流会（於：文化会館音楽室）
８／１９（木）19：30～草加母親大会実行委員会参加（事務局：青木）
８／２６（木）17：00～保育課訪問（会長：高山、事務局長：浜薗）
８／２７（金）19：30～日本共産党草加市議団予算要望集会参加（会長：髙山）
８／２９（日）19：00～父母連事務局会（於：文化会館フリースペース）
９／５（日）13:00～「発達の気になる親あつまれ～清門学童発達保障プロジェクト」
（谷塚文化センター）参加
９／６（月）19：00～草加母親大会実行委員会参加（事務局：青木）
９／９（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
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９／１１（土）
「第４回代表者会」草加文化会館 第１第２研修室にて
９／１１（土）
「第２回会長会」草加文化会館 第１第２研修室にて
（２）２０１０年度父母連アンケート集計結果について
ご協力ありがとうございました。詳しくは別紙集計用紙と父母連ニュースをご覧ください。またニュースには父
母連アンケートの意義やこれまでの成果を掲載しました。ぜひ各園にて理解・啓発をお願いします。
今回父母からの意見として、
① 毎年同じような要望項目でアンケートしているが、どうしてでしょうか？
→経年による傾向をお把握するため。データとして蓄積する必要があるため。
② 毎年要望しても実現しないことが多い。アンケートとり続ける意味があるのでしょうか？
→毎年粘り強く要望を上げ続けることが、実現していくものであると考えているため。
今後の予定
・今後自由意見の集計作業に入り、１０月以降に集計結果を一覧にまとめて各園に 2 部配布します。1 部は父
母会、1 部は園長先生にお渡しください。
・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
延長保育の拡充は、毎年 1,2 園ず増えている。
（３）7/31 育成保護者交流会報告 ニュース参照
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。育成保育の保護者は人数が少なく、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。
延長保育や土曜保育が実施されていない、加配の先生の問題、小学校などの進路に向けての相談など、活発な交
流ができました。今後も交流会を続けていきたいと思います。
（４）8/26 保育課訪問報告
・参加：髙山、浜薗、萩原課長、藤田課長補佐
・民間認可保育園新設の予定については、ニュース参照 ②についは①の分園となり、②には延長先生が常駐し
ない。
・公立園の閉園については現在白紙の状態だが、今後は公立での建て替えは厳しくなるかもしれない
（民間運営に差し替える）とのこと（公立 1 園の運営費で、民間 4 園の運営費相当となる。
・今年度の新設（３園+１分園）で現在の弾力化（全園で約 200 人）がほぼ解消できる見通し
ただし、待機児解消と弾力化解消配分比率については明言していなかった。
・公立・民間の保育の質に差を生まないために
これまでは…・年２回、公立・民間で合同研修会（ただし悉皆参加ではない）
・園長会議には民間の園長も参加している
・民間保育園の年長クラスの遠足に、バス費用を補助
今後は…・伝染病等の医療情報を民間保育園にも伝達する
・保育展への参加（今年度は場所の都合で声かけせず、２年前は民間１園参加）
父母連としては「これだけしかやっていない」という印象。うちは公立に入れてよかった、ということでは
なく、今後保育の質に差が出ないように、要望を伝えていく必要がある。
・家庭保育室について
・今のところ増やす予定はない
・家庭保育室の保育士が公立園で実習研修する取組みが一部で始まった（谷塚地域）
・公立園の看護師が地域の家庭保育室と連携する取組みが一部で始まった（ひかわ保）
民間の認可園を作るにあたり、家庭保育室整備計画が全くストップしてしまった。家庭保育室の方も困惑
している状態である。
・待機児について
・草加市の「待機児」はその年度に一度でも申込に来ていて、認可保育園に入れていない児童がすべ
て含まれている（認可外・家庭保育室・幼稚園等にその後入っていてもカウントされている）
・また現在求職中で申し込んだ場合も、待機児としてカウントされている
→これらについてきちんと数え直すことはしていないとのこと
→父母連としては、待機児の正確な把握のために今後ぜひ行ってほしいと要望
小泉内閣時代に、求職中は待機児としてカウントしないという方針になったが、草加市はカウントしてく
れているのでそこはよいが・・・・
・育成保育について
・現在民間認可保育園での在籍は０人、受け入れは行っていない。今後についても保育課としては公
立でやっていきたいという雰囲気が感じられた。→保育課：10 月の育成申込時期までに決めたい。
・父母連からは、障がいのある児童についてはより身近で保育が受けられることがありがたいという
観点で、民間での受け入れも今後検討してほしい旨を伝える。
・また育成保育申込に当たっては、より丁寧な情報提供をお願いしたい旨を伝えた（市内の育成保育
の状況等を申込者に丁寧に伝えてほしい等）
。
今後公立をなくして民間にしていくという方向が見えている中で、民間では育成はやらないということは育
成保育のしりすぼみの危機を感じている。ぜひ民間の受け入れも検討してほしいと伝えた。
・その他保育部会から情報など
・シルバーによる技能員来年から 2 園。

・さかえの空いた部屋に育成のお子さんを集めて保育するという計画がある。
（さかえ父母会：部屋が空いてい
るという感覚はない）現場の園長らも反対している。情報を早くおろしてほしいと要望。来年度はやらない。
・
・さかえ別棟で 0 歳児保育をやる場合、離乳食対応のための調理師を増やしてほしい、時間外を 0 歳児クラスで
できるように保育士を増やしてほしい、看護師が行き来するのが大変なので増やしてほしい、といった要望
を出している。
・公立園の老朽化により、統合廃園をする可能性があるとのこと。今いる子どもたちは大丈夫（5 年間）という
市長の答弁があり。やるとしても、第 2 きたうらのように段階的にやっていく。
・民間認可保育園の運営費の財源を取るために、
「保育料の引き上げ」
「子ども手当を各家庭に配布せず、運営費に
あてる」
「公立保育園の廃止」などの案が、議会で出ている。0・１歳児募集がかからなかったら、危ない？
・学童も NPO 元気っ子の公設民営クラブに子育て支援課からアンケートを取るようになった。

（５）草加母親大会について
・9 月 26 日（日）開催。於：勤労福祉会館
①記録係：
（お手伝い園：あずま・たかさご・せざき）
②会場設営係：
（お手伝い園）
（お手伝い園）
③大会宣言係（事務局：青木）
・時程
１０：００～会場設営（お手伝い園には、１０時から手伝っていただく）
１２：００～受付
１２：１５～分科会
１４：１５～１６：００ 全体会
「学校・地域でいま、子どもたちは…」鎌倉博さん
ぜひご参加ください
（６）その他
・保育合研 in 岩手に参加された方がいる園については、領収書をご提出ください（交通費の補助があります）
２．協議事項
（１）市長不信任案可決にかかわる、草加市議会の今後の動向と市議候補者アンケートについて
既報の通り、9/2 に草加市議会にて市長に対する不信任案が可決され、9/10 に市長が議会を解散しました（この
不信任案は有罪判決が確定した元助役について非がなかったという趣旨の会見やコメントを掲載したことによ
り、議会に提出されたものです）
。これにより、最短で 9 月 26 日告示、10 月 3 日投票で市議選が行われます。
→当初 11 月に予定されていた草加市議選が早まる形となりましたが、父母連では昨年の市長選と同様、市議会
議員選挙立候補者に対する「子育て政策に関するアンケート調査」を行いたいと思います。
（資料参照）
→今後の予定（9/26 告示、10/3 投票となった場合のスケジュール）
・選挙管理委員会に問い合わせ、立候補者のリストアップ（
）
・アンケート送付、アンケート回収（9/15 水頃送付、回収〆切 9/21 火）
・アンケート集計（～9/23 木）
、印刷作業（9/24 金頃）
・各代表者へアンケート集計結果を発送（9/27 月）←代表者の自宅か保育園に送る。または、取りに来ていただ
くことになることもある。
（２）市長懇談会について
・上記のように現在草加市議会が解散され、選挙がおこなわれる見通しだということ、その選挙の結果次第では
市行政も先行きが不透明なことからしばらくは市議選等の動向を見守り、懇談会要望の提出時期を見極める予定。
（３）その他
３．各園の父母会より
＜たかさご＞アンケートの回収率が低いと感じているので工夫が必要。
＜きたうら＞駐車スペースの利用で一部ペンキで描いているがはみ出る人がいるので、ひとつなくした。アンケートを
取って今後対応。完全給食については 9 月まで。問題なし。
＜あずま＞駐車スペースの件で 4 月に話し合い、役員が交代で立っている。
＜やつか＞老朽化として名前があがっている。年長の水道がひと月以上使えない状態になっている。もしかして…直ら
ないのかな？？心配。
→父母会から園長に伝えていくとよい。

＜さかえ＞役員会で、駐車や駐輪の違反がある。連絡網などで啓蒙しているがなかなか改善しない。近隣の方から苦情
が絶たない。 0 歳児の件で、父母会と園長で話し合った。0 歳児は別棟になることを確認した。
（12 月の広報で知
らせると保育課が言っていた）給食・時間外などに対応できる人員増を保育課にお願いしていると確認。父母会は
知っているが、全父母は知らないので、掲示などで知らせていきたい。
→例年市長懇談会で要望を伝えているが、今年は懇談会が開催できないので、父母会から要望を紙であげてい
くとよい。
＜きたや＞駐車場問題がある。団地内のため、駐車場がない。UR にも交渉しているが駐車スペースを貸してもらえない。
市役所からは園庭を開放して駐車場に、という案も出されたが園長が却下してくれた。きたやは遠くから来ている
人が多い。
→父母会レベルではなく、市から UR 等に交渉してもらった方がよい。今まで手を尽くしてきたことを伝えて、
具体的な数字も出した方が説得力がある。
＜しのは＞駐車問題でマナーの悪い方がいる。デジカメ化について検討中。
＜あさひ＞駐車問題なし。災害時の避難靴について検討されている。アンケートの重要性を確認した。回収方法を工夫
したい。
＜やなぎしま＞アンケートをチェック式にしたが、思ったよりも回収率がよくなかった。次回のアンケートは回収前に
掲示をして意識づけたい。
＜にしまち＞父母会費の徴収に苦労している。知らない父母からの催促によりトラブルになったりしているので、クラ
スの顔見知りの役員から声をかけてもらうようにした。アンケートの回収も、同じようにしたらよいかな？
＜せざき＞駐車場、やまとの湯に借りている。11 月にバザーがある。ゲームをお金や人手をかけずにやりたい。
＜しんぜん＞災害時の靴ない。はけなくなった子供靴を回収する。7 月から発熱・嘔吐増えて、アルコール消毒を行っ
た。長い時間外に出していることでクレームが多く出た。
＜しんえい＞父母連アンケート前に連絡網で回していたが、クレームが多く今回やめたところ、回収率が下がった。太
鼓の修繕が 4 年に 1 度。
→父母会の中で決められていることならば、園長等に訊いて、慣例を変えてもいいのでは？
＜やはた＞11 月にバザー。駐車場、先生が立ってくれている。パチンコ屋の駐車場を借りているが鍵係が必要で、当番
を決めるのが大変。
＜こやま＞運動会のおみやげや父母席について検討中。
＜ひかわ＞駐車場は何人かで借りている。
＜あおやぎ＞運動会の見学のマナーが悪い。
→クラスによって区分けがある園が多いので参考に。
＜やつかかみ＞運動会の時に駐車場の苦情があった。近隣の施設に止めたりしている。マイクでナンバーを発表したり
したが、それもどうか・・・・

５．今後の予定
・９／26 草加母親大会 勤労福祉会館（
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せざき）
・10 月代表者会 10/16 土 勤労福祉会館 視聴覚室（
視聴覚室（保育は
保育は第３会議室）
会議室）※第 3 土曜日です
土曜日です、
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・11 月代表者会 11/13 土 氷川コミセン
氷川コミセン集会室
コミセン集会室（
集会室（保育は
保育は第 1 第 2 和室）
和室）

