2010 年度 父母連第 5 回代表者会(11 月)報告
2010 年 11 月 13 日（土）
司会：
記録：
【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給食だぁ～いすきまつりチラシ（世帯分） ③保育署名（世帯分）
④市長選挙立候補者アンケート用紙
【提出物】
特になし
１．報告事項
（１）父母連としての活動報告
9/24（金）草加市議会議員選挙立候補者アンケートを各候補者へ送付
9/26（日）子育てのつどい実行委員会（於：勤労福祉会館）
、父母連事務局会（於：勤労福祉会館）
10/5（火）草加市議会議員選挙立候補者アンケート集計印刷作業（於：文化会館ワーキングルーム）
10/5（火）同アンケート集計用紙各園に配布（於：文化会館ワーキングルーム）※お忙しい中お集まりいただき
ありがとうございました。
10/14（木）19：30～印刷作業 文化会館ワーキングルームにて※
※きたや保育園父母会
きたや保育園父母会からのお
保育園父母会からのお手伝
からのお手伝いありがと
手伝いありがと
うございました。
うございました。
10/16（土）代表者会中止に伴う配布物・資料を各園に配布（於：文化会館フリースペース）※お忙しい中お集
まりいただきありがとうございました。
10/19（火）民主教育をすすめる草加市民会議出席（会長：髙山、於：勤労福祉会館）
10/31（日）父母連事務局会（於：文化会館）
11/11（木）草加母親大会実行委員会出席（事務局：青木）
11/12（金）19：30～印刷作業 文化会館ワーキングルームにて※
※さかえ保育園父母会
さかえ保育園父母会からのお
保育園父母会からのお手伝
からのお手伝いありがと
手伝いありがと
うございました。
うございました。
11/13（土）
「第 5 回代表者会」氷川コミュニティセンター集会室にて
（２）市長懇談会開催について
現在市長が失職中で、業務は副市長が行っている状態。市民相談窓口の「いきいき市民相談担当」からは「副市
長との懇談会」も提案されたが、父母連としては新市長が決まり次第早急に懇談会を開催していきたい旨を要望。
（３）給食だぁ～いすきまつりについて
配布資料参照。ここでいう給食は、いわゆる学校給食であるが、地産地消や地域の商店からの材料調達等、草加
の給食の良さを再確認できるイベント。父母連も協力団体としてかかわっている。保育園保護者には直接関係し
ないが、卒園後すぐに学校給食とかかわることになるのでぜひ多くのご参加を呼び掛けてください。
（４）父母連アンケート自由意見について
先月の代表者会中止の際に、資料として各園 2 部ずつ配布した。1 部は父母会閲覧用として、もう 1 部は園長に
お渡ししながら、園と保護者との話し合いのきっかけとしてください。
（５）草加市による保育料滞納処分（差押え）実施について
草加市ホームページにある通り、9 月に保育園保育料の滞納による預貯金の差押えが市によって行われた。
以下、ホームページからの引用。
平成 22 年 9 月に保育園保育料
保育園保育料の
保育園保育料の滞納処分として
滞納処分として、
として、預貯金等の
預貯金等の差押えを
差押えを実施
えを実施しました
実施しました。
しました。
滞納となった保育料は、市民の皆さんから納めてもらった市税で補填されます。
このことは、他の事業に活用できる財源を目減りさせ、全市民が享受するサービスを低下させること
につながるため、決して許されません。そこで、今後
今後も
今後も、給与や
給与や預貯金、
預貯金、生命保険等の
生命保険等の差押えを
差押えを継続
えを継続
して実施
して実施します
実施します。
します。未納の保育料を一括で納付することが困難な場合は、分割での納付も可能ですので、
直ちに保育課へ問い合わせてください。
これだけの文面からは、詳しい状況が分からないため、父母連事務局としては判断しかねるが、行政からの情報
としては、情報不足で不親切であると言わざるを得ない。特に支払いが困難な世帯については以下のような減免
措置があるはずであり、そのことをもっと広く市民に情報提供することも必要ではないかと思われる。

草加市保育料徴収に関する規則(保育料の減免)
第 4 条 市長は、保育料負担者又は同居の保護者が災害その他やむを得ない理由により保育料の全部
又は一部を負担することができないと認めるときは、保育料負担者及び同居の保護者の負担能力の程
度に応じてこれを減額し、又は免除することができる。
2005 年の父母連と市長との懇談会において、この制度を「積極的に活用してください」と要望した父母連に対
し、当時の木下市長は「必要であれば適用するのが市の姿勢」と明言している。これらの情報提供がきちんと行
われた上での差押えなのかどうかについても、今後の市長懇談会等で質していく必要がある。
（６）田中候補と市議２３人に対する要望懇談会について
12 月 12 日投開票の草加市長選挙に立候補を予定している、田中かずあきさんと田中さんを支持する草加市議 23
人から「学童保育の会と合同で父母連からも要望を聞き取る機会をもちたい」との打診があった。父母連事務局
としては市長候補に私たちの要望を聞いてもらえる機会があればどの候補の企画であれ、積極的に参加していく
ぜひ多くの
ことが大切と考え、参加を了解した。個別の
個別の園が抱えている事情
えている事情も
事情も聞かせてほしいとのことなので、
かせてほしい
園からも参加をして、実情や要望を訴えてください。
日時：
日時：2010 年 11 月 30 日（火） 19:00～
19:00～ 草加文化会館第 1 会議室（
会議室（3F）
3F）
※当日保育の予定はまだありませんが、託児室は使えるように確保していただけるようです
なお父母連としての要望項目は、先の草加市議選での質問項目に準じて以下の項目を中心に当日までに練り直す
予定です。①待機児対策と公立保育園存続 ②公的保育の重要性の確認 ③保育料引き下げ ④完全給食の実施
→質問：保育はありますか？
→まだ未定、決まり次第メール等で連絡します
２．協議事項
（１）保育署名について
保育部会、須藤先生より説明。
「この制度を検証すればするほど、良いことは何もない。資料にある通り、既にスケジュールが組まれている。
国会にかけられる準備もされている。細かなすり合わせが無く、法案だけが作られようとしている。今回はそう
いう事情があるのでぜひたくさんの方の署名をお願いしたい」
。
保育部会の
保育部会の学習会 １２／
１２／１火 高砂コミセン
高砂コミセン 18:00～
:00～ 有識者を
有識者を呼んで新
んで新システムについて
システムについて学習
について学習する
学習する。
する。ぜ
ひ参加を
参加を。
毎年取り組んでいるこの署名は、毎年国会で全会一致で採択されている。今年は「子ども・子育て新システム」
が進められ、保育園・幼稚園の区別をなくし、幼保一体化の「子ども園」を 10 年後をめどに作ろうとしている。
これまでの保育園・幼稚園のニーズや内容の違いを考慮せず、安易な一体化については反対の声を上げていき、
公的保育を守っていく取組みとしてぜひ多くの署名をお願いします。
（２）草加市長選挙立候補者政策アンケートについて
※別紙資料参照。市議会議員選挙の結果を受けて 10/27 に市議会が招集され、即日市長不信任案が提出→可決さ
れました。これにより市長は自動的に失職し、市長選挙が 12/5 告示、12/12 投開票となりました。父母連とし
ては前回の市議会議員選挙時と同様に、今回の市長選挙立候補者についても政策アンケートをとり、集約してい
く予定。ただし今回は個別・具体的な保育政策については問わず、子育て政策を
市政の重点項目として取り上げていくことを公約として挙げてもらうことを目的としていく予定です。
（３）第１９回草加子育てのつどいについて
■2/20（日）10:00～12:00 ※会場は未定
■講演会：小松崎春代さん（元東久留米市立保育園長） ■子ども向け企画：未定
（４）その他
・12 月代表者会日程・開始終了時刻変更について
12 月の第 2 土曜日は、お楽しみ会開催園が多いため、第 1 土曜日に変更したいと考えています。なお
開始時刻・終了時刻が通常と異なっているのは会場使用時間との兼ね合いです。
日時：
日時：12/4(土
12/4(土) 11:15～
11:15～12:45（
12:45（開始・
開始・終了時間にご
終了時間にご注意
にご注意！）
注意！）
場所：
場所：草加文化会館 第 1 第 2 研修室（
研修室（保育は
保育は託児室）
託児室）
・１月の代表者会・会長会会場・開始終了時刻変更について
・AM 代表者会：1/8(土)文化会館第 1 第 2 研修室（保育は託児室）11:00
11:00～
11:00～12:30
・PM 会長会：1/8(土)文化会館第 1 第 2 研修室（保育は託児室）13:15
13:15～
13:15～14:45
３．各園の父母会より
あおやぎ

昨日父母会があった。12 月第 2 週お楽しみ会。昨年から 2 部制。客席は 1 部制の途中から整理券を配る。その
ために乳児クラスが並べない。園長と協議の結果子どもたちにくじびきをさせて順番を決めた。他園の工夫を聞き
たい。
しのは
お楽しみ会 2 部制。年長は最後の年なので前列等会場がクラス別に仕切られている。妊娠中の方は椅子席等の配
慮がある。先月運動会実施。その際の連絡網は電話番号がつながらない・届くのが遅い場合がある。メアド等を連
絡網に使っている園があれば教えてほしい。
やはた
連絡網は電話だけ、お楽しみ会は 2 部制で年長は優遇等の配慮あり。ビデオ席は最後列。譲り合ってやっている。
運動会は雨の日にやったためクレームがあった。中止の連絡もなかったので役員も混乱した。お弁当は自由に食べ
た。12 月 5 日バザー。
やなぎしま
お楽しみ会についてはよくわからない（初年度なので）
。連絡網は電話のみ。人数が少ないのでトラブルなし。駐
車場問題にトラブルあり。
こやま
お楽しみ会は事前に子どものくじ引きで順番決め。運動会については問題なく行われた。連絡網は電話のみ。車
上荒らしがあった。
たかさご
お楽しみ会は特に何もしていないが、年功序列。年長と年中の部屋がホールになるので、雛段をつくってくれる。
運動会は先生から個別に連絡が回ってきた。連絡網はメアドで。駐車場問題があり、それがきっかけで駐輪場のマ
ナー等が噴出している。迅速な対応で何とかなっているが、長引くとこじれそうな雰囲気。
にしまち
お楽しみ会は 2 部制。乳児クラス前半。運動会は一週間延期、園長からお詫び手紙あり。
あずま
お楽しみ会は特になし、ビデオ撮る方は両脇で。運動会は一週間延期。連絡網電話のみ。先月末駐車場待ちして
いる車を避けるために自転車で転倒事故を起こした方がいた（たかさご保護者）
。駐車場を 4 台に増やして対応。
やつか
お楽しみ会は特に問題なくやれている。運動会一週間延期。連絡網は電話とメアド。連絡網はラインを４つ程度
に分けてスムーズにいくようにしている。駐車場は近隣に４～５台スペースとスーパーの駐車場（黙認状態：スー
パー側は了承）
。4 月入園児と 7 月に駐車場マナーのチラシ。
しんぜん
連絡網は電話のみ。クラスの代表者から３つのラインで回す。兄弟のいるクラスは重複しないように明記されて
いる。短縮の工夫あり。お楽しみ会 2 部制。年齢ごとに園庭に整列し、その順番でホールに入る。乳児クラスも一
度出て並びなおす。特にトラブルなし。9 月末にホール改修があり、バザーが延期された。防災用のくつを募集し
ている。
きたや
お楽しみ会は 2 部制だが、明確な区切りは無い。昨年から保護者のビデオ撮影禁止で業者を入れている。ほしい
方は個別に DVD を購入する。座席は区切りなし。大きなトラブルなし。バザーは見送り（駐車場問題やバザーの意
義について検討中のため）
。
やつかかみ
運動会は一週間延期、連絡網を使って連絡。連絡網はしんぜんと同様。お楽しみ会は 2 部制、各クラスの座席区
切りあり。ビデオは最後列で撮っている。来週バザー開催予定。駐車場は民間 4 台と朝のみドラッグストア 3 台
（夕方は買い物することで止められる）
。トラブルは民間駐車場を申請していない方が止めているというもの。駐車
券をもらっていない人にも説明が必要。
さかえ
連絡網は電話とメアド、緊急時以外はメアド使用。お楽しみ会 2 部制、席順は年功序列、クラス内は先着順でト
ラブルなし。来年度の 0 歳児クラス場所についてまだ人員が未定。要望書・署名をいきいき市民に提出予定。
あさひ
連絡網は電話のみ。時間掛からずにできる。各クラスごとにメアド連絡網を作っているクラスもある。お楽しみ
会は 2 部制。各クラスごとの区切りあり。ホールは平面なので後ろの列は見づらい。運動会・バザー終了。避難靴
を集めていて来週仕分け。大型絵本を父母会費で購入し、保育園に預けている。

しんえい
連絡網電話のみ。一列 4 人程度、トラブルなし。連絡網回してもつながらない場合あり。お楽しみ会は 2 部制、
クラスごと区切り、譲り合って使っている。市道に路駐していたが、苦情が増えて、朝はドラッグストア、夕方は
ドラッグストアにも断られている。少し離れたところに借りられたがどうしてもドラッグストアに止めてしまうの
で困っている。
ひかわ
運動会予定通り開催。連絡網電話とメアド。実際に使用する際はメアドの方が多いようだ。お楽しみ会 2 部制、
保護者席区切りあり、年功序列。カメラ・ビデオは最後列となっているが、守られていないので問題となっている。
今年はビデオ業者を入れて希望者購入。駐車場は周りに止められるところが無いので苦情が多い。
きたうら
運動会一週間延期、連絡網電話のみ。お楽しみ会は 2 部制、先生が入場の整理をしてトラブルなし。ビデオ・カ
メラ全面禁止で業者が入っている。駐車場は敷地内７～８台、登録制。マナーを守られていない方もいる。守って
いない車にシール張りすることも検討。一日保育体験もしている。一日 1 人～２人。参加して良かったという意見
もある。
せざき
お楽しみ会 2 部制、整理券はなし。トラブル特になし。ビデオ業者を入れるかどうかは検討中。連絡網は電話と
メアド。基本的にはメールが多い。個人情報なのでメアド明記は任意。先月バザー、土曜日開催。70000 円の収益。
５．今後の予定
・11/16（
16（火） 民主教育を
民主教育を考える草加市民会議
える草加市民会議 19：
19：00～
00～20：
20：00 於：勤労福祉会館
・11/17（
11/17（水） 給食だぁ
給食だぁ～
だぁ～すきまつり実行委員会
すきまつり実行委員会 19：
19：00～
00～ 於：中央公民館
・11/2７
11/2７（土） 給食だぁ
給食だぁ～
だぁ～すきまつり 10：
10：00～
00～15：
15：00 於：高砂小学校マルチルーム
高砂小学校マルチルーム
・11/30（
11/30（火） 市議と
市議と田中候補への
田中候補への要望
への要望懇談
要望懇談（
懇談（学童保育の
学童保育の会と合同）
合同）19：
19：00～
00～ 於：文化会館第１
文化会館第１会議室
・11 月下旬 事務局会・
事務局会・第 1９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（
実行委員会（場所未定）
場所未定）
・12/４
12/４（土） 第６回代表者会 11：15～
15～ 於：草加文化会館第
草加文化会館第 1 第 2 研修室（
研修室（保育は
保育は和室）
和室）
・1/8
、PM
1/8（土）AM 第７回代表者会（
回代表者会（文化会館）
文化会館）
、PM 第３回会長会（
回会長会（文化会館）
文化会館）

