2010 年度 父母連第 6 回代表者会(12 月)
2009 年 12 月 4 日（土）
司会：浜薗
記録：中島
【出席】
□あおやぎ(欠) □あさひ
□あずま(欠)
□きたうら □きたや
□こやま
□さかえ
□しのは
□しんえい(欠) □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(髙山・浜薗・中島・段)
【配布物】
①レジュメ ②父母連ニュース市長選アンケート集約号(世帯配布) ③田中候補との懇談会資料(各園 2 部)
【提出物】
保育署名
１．報告事項
（１）父母連としての活動報告
11/17（水）給食だぁ～いすきまつり実行委員会（事務局：阿部）
11/27（土）給食だぁ～いすきまつり協力団体として参加 於：高砂小学校マルチルーム（事務局：阿部、青木）
11/28（日）第 19 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
11/28（日）父母連事務局会 於：文化会館フリースペース
12/1（水）保育部会主催保育新制度についての学習会於：高砂コミセン※ご参加されたみなさんご苦労様でした
12/3（金）印刷作業 於：文化会館ワーキングルーム ※しのは保育園よりお手伝いいただきました
12/3（金）23 人の議員の会主催「田中候補との懇談会」 於：文化会館レセプションルーム ※ご参加ありがとう
ございました
12/4（土） 第 6 回代表者会 11：15～ 於：草加文化会館第 1 第 2 研修室
（２）市長選アンケート集約について
父母連ニュース参照。市長選は 12/5 告示、12/12 投開票となります。現在のところ 2 名が立候補の予定との
ことで、2 名にアンケートを取りました。どちらの候補も子育て政策を重点課題にあげていることがうかがえま
す。しかしその内容にはいくつか違いがあります。今回のアンケートでは、あえて具体的な個々の課題について
質問しませんでしたが、逆にどのような内容を課題としてとらえているかが表れています。
内容
田中かずあき候補
木下博信候補
待機児童解消
○
○
公立保育園での 0 歳児保育実施
○
言及なし
延長保育
○（全園実施）
○（実施園拡大）
公立保育園存続・保育園民営化
言及なし
言及なし
病児・病後児保育
言及なし
○
子ども手当への賛否
見直し(運営費・保育所整備に使う) 見直し(運営費・保育所整備に使う)
保育料引き下げ
言及なし
言及なし
完全給食
○
言及なし
このアンケートを投票行動の参考にしてもらい、投票日にはぜひ投票に行きましょう。私たちの一票で草加の
子育て環境をより充実したものにしていきましょう！
・12 日の選挙の参考になるように、確実に配布していただきたい。
・選挙の公約とつながってしまうので、今回は細かいことは質問していない。木下全市長は今まで父母連の要望
について、全てを聞き入れて下さってはいない。田中さんは、４党５会派の推薦があるので、細かい答えについ
て明言できないし、望まない方針を後押ししてしまう懸念もあった。
（３）給食だぁ～いすきまつり参加報告
11/27（土）10:00～高砂小学校マルチルームにて行われました。父母連も協力団体としてブースをひとつ担当し
ました。今年度は年度途中から参加要請があった関係で、各園への分担はありませんでしたが、来年度以降も参
加していく方向で検討していますので、来年度は各園の役割分担の一つとして組み込んでいく予定です。
・来年度以降もぜひ父母連の参加をということなので、役割分担を来年度からお願いしたいと思っている。

（３）保育部会主催 新制度についての学習会報告
12/1（水）18:00～高砂コミセンにて行われました。参加されたみなさんご苦労様でした。
「新システム」につい
て、その問題点を非常に分かりやすく解説していただいた講演でした。直接契約、自治体の保育責任がなくなる
こと等、他人事ではないと改めて考えさせられた学習会でした。
・昨年、父母連でも学習会を行った。昨年度問題とされていたことが、民主党政権になっても何もかわっていな
かった。資料参照（朝日新聞切り抜き）父母連として危惧することも加えたので、父母会でも見て下さい。

（５）23 人の議員の会主催 田中候補との懇談会報告
資料参照。12/3（金）19:00～文化会館レセプションルームにて行われました。参加された各園のみなさん平日
のお忙しい中ご苦労様でした。父母連は合計 30 分の時間をいただき保育行政全体の部分、さかえ保育園 0 歳児
園舎について、その他各園からという流れで懇談を行いました（詳細については口頭で報告）
。
・父母連から４つの要望。さかえ保育園から０歳児保育の安全な存続についての要望。浜薗から育成保育に関す
る要望と、子育て支援センターの利用方法についての要望を伝えた。
（６）2011 年度新設の民間認可保育園について
共産党の斉藤議員からの情報提供。下図参照。これまでも父母連ニュースでお伝えしていましたが、具体的な内
容が分かってきましたので一覧にしました。
2011(平成 23)年度開設予定の民間認可保育園
そうか
保育園名
さくらの実
さくらの実
草加なかよし
けやきの森
草花保育園
(仮称)
保育園
保育園分園
保育園
清門町保育園
NPO 法人
NPO 法人
医療法人社団
社会福祉法人
社会福祉法人
運営法人
さくらんぼ
さくらんぼ
理趣会
わかば会
けやき会
対象年齢
56 日～5 歳
56 日～5 歳
56 日～5 歳
1 歳～5 歳
1 歳～5 歳
(予定)
産休明け保育
産休明け保育
産休明け保育
受入人数
36 人
29 人
90 人
80 人
80 人
(予定)
住吉 2-10-17
場所
氷川町 2116-20
谷塚町 530
谷塚仲町 353-1
清門町 590
中央公民館向かい
今後はこうした民間の認可保育園が増えていきます。民間に通う子どもたちや保護者の要望・要求をどう救って
いくのか、父母連としても今後の課題と考えています。
・新設保育園の申し込みも広報に掲載されている。
・移園についても可能かもしれないので、各園で希望の方は確認してみてください。
・合計３００名程度。草加の待機児が４００名程度なので、大分解消されることが想定される。
・保育事業が初めての法人もあるようなので、ノウハウがないのでは？公立の質の高い保育が草加全体で保たれる
ように要望を出していっている。公立と民間認可の交流会（学習会）が１～２回しかない。
・民間保育園は父母会組織がない。父母の要望を上げる手段がないことも危惧している。
２．協議事項
（１）12/18 街頭一斉署名活動について
※保育部会須藤先生より提案。
日時：12/18（土）15：00～16：00 草加駅西口にて
内容：全国 500 万署名活動
・
「子ども・子育て新システム」が１月の国会で提出される予定。直接契約制度・保育認定・
「応益負担」
・給食、土
曜保育などのオプション などの説明。行事ができなくなる、登園降園の時間チェック、保育料の徴収問題 などなど。
・多くの市民にこのことを知ってもらうよう、署名活動を行うので協力してほしい。
・｢幼保一体化｣による不安。規制緩和の危機。
・各園から１名以上はお願いしたい。

（２）第１９回草加子育てのつどいについて
■2/13（日）10:00～12:00 高砂コミセン・あずま保育園
■講演会： 小松崎 春代 先生（元東久留米市保育園園長）
テーマ「みんなで子育て ママ・パパひとりでがんばらないで」
■子ども向け企画：劇団風の子「風の子バザール」
（民族民話を歌と生演奏で行います）
■入場無料・保育あり ※子どもを企画に預けて、親はぜひ講演会にご参加ください
・お手伝い園 やつか・やつかかみ・やなぎしま・たかさご
・チラシとポスターを１月中に郵送予定。各園から５名程度出席していただけたらと思っています。
（３）その他
・１月の代表者会・会長会会場
・代表者会：1/8(土)11：00～12：30 文化会館 1・2 研修室（保育は託児室）
・会長会：1/8(土)13：15～14：45 文化会館 1・2 研修室（保育は託児室）
・２月代表者会会場
・2/19(土)勤労福祉会館視聴覚室（保育は第４会議室）
＜質問＞
・子育てのつどいの駐車場→市役所の駐車場を借りられないかお願いする。
・子育て支援センターで療育を受けている（きたや）→今まで中川の郷などを利用していると断られる。新規だと OK?
保育園児は受け入れてくれなかったりする。他の療育と併用ができない。
３．各園の父母会より
＜やつか＞
＜たかさご＞人形劇をどこにお願いするか。去年お願いしたところがリアルで怖かった。
きたや（大道芸：トムさん）
＜こやま＞
＜にしまち＞
＜やなぎしま＞
＜きたうら＞
＜ひかわ＞今年からお楽しみ会のビデオと写真を業者に頼む。問題が色々ある。
→金額は事前に知らせた方がよい。業者との打ち合わせ・年長はビデオ可にするかなど、園長と相談した方が
よい。業者のあたりハズレもあるので、会長会で情報交換をしていくようにします。
＜やつかかみ＞父母連のホームページの更新がどうなっているのか。メールが送信されなかった。
→つながらないときは、直接電話でもよいので・・・・
＜せざき＞役員の任期が２年になっている。
１年にした方がよいという意見があった。
１年になった時の仕事の引き継ぎ。
→会長会で情報交換をします
＜須藤先生＞各園で保護者との勉強会を行おうという話になっている。ぜひよろしくお願いします。
＜髙山＞はがきを郵送した時点でホームページを更新するように徹底しますので、すみません。

５．今後の予定
・12/18（
12/18（土） 全国一斉街頭署名、
全国一斉街頭署名、15：
15：00～
00～草加駅西口
・1 月代表者会：
月代表者会：1/8(土
1/8(土)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）11:00～
11:00～12:30
・1 月第 3 回会長会：
回会長会：1/8(土
1/8(土)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）13:15～
13:15～14:45
・第 19 回草加子育てのつどい
回草加子育てのつどい：
てのつどい：2/13（
2/13（日）高砂コミセン
高砂コミセン・
コミセン・あずま保育園
あずま保育園 10：
10：00～
00～12：
12：00
・子育て
子育て団体交流会：
団体交流会：2/13（
2/13（日）高砂コミセン
高砂コミセン 13：
13：30～
30～15：
15：30
・2/19（
2/19（土）第 8 回代表者会 10：
10：00～
00～勤労福祉会館視聴覚室（
勤労福祉会館視聴覚室（保育は
保育は第４会議室）
会議室）

