2010 年度 父母連第 7 回代表者会(1 月)報告
2011 年 1 月 8 日（土）
司会：重松
記録：髙山
【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（各園 2 部） ②子育てのつどいチラシ未確定版（各園 2 部）
③父母連ニュース（世帯配布）
【提出物】
とくになし
１．報告事項
（１）父母連としての活動報告
12/4（土）市長選挙アンケート集約・配布
12/21（火）民主教育をすすめる草加市民会議担当者会出席（於：勤労福祉会館、会長：髙山）
12/26（日）父母連事務局会（於：文化会館フリースペース）
12/27（月）いきいき市民相談担当へ市長懇談会要望書提出（会長：髙山）
12/27（月）保育課訪問（副会長：中島）
1/6（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のお手伝い参加、ありがとうござい
ました
1/8（土）第 7 回代表者会(於：文化会館第 1 第 2 研修室)
1/8（土）第 3 回会長会（於：文化会館第 1 第 2 研修室）
（２）第１９回草加子育てのつどいについて ※チラシ参照
■2/13（日）10:00～12:00 高砂コミセン、保育はあずま保育園舎を予定（駐車場を近隣地で別途申請中）
■講演会：小松崎 春代 先生（元東久留米市保育園園長）
■子ども向け企画：劇団風の子『風の子バザール』
※チラシは後援が確定次第、各代表者のお宅に郵送する予定です。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。
２．協議事項
（１）市長懇談会について
父母連の要望については 12 月の田中候補（当時）との要望懇談会で一部伝えているが、正式な市長懇談会を申し
入れていく必要があり、12/27（月）いきいき市民相談課に改めて市長懇談会の開催要望を申し入れした。
・開催の日時等
「土日祝日」or「平日金曜日の 19：00～」
、保育も同時にお願できる場所でお願いをした。ただ現在市長は
非常に多忙で、しかも議会が年度末まで詰まっている関係で、現段階ではいつ開催できると明言できないと
のことだった。
・主な内容はどうするか？
・0 歳児保育存続→0 歳児保育施設の整備方針や家庭保育室とのからみも考慮して新市長がこの問題をどの
ように考えているのかを問いただす必要がある。
・公立保育園の存続意義と今後の建て替え対応等→特にやつか保育園のことが気になる状況
・完全給食実施→この問題をどの程度認識・把握しているかも未知数
・延長保育の全園実施→公約だったのでこれは大丈夫かと。具体的な時期等について確認
・保育料の引き下げ→この問題については公約にはなっていない。今回の選挙戦で支持した会派の中にも保
育料引き下げには抵抗感のある会派も多そう。難しくなるかも。
・病児・病後児保育→現在はファイミサポ（ぽかぽか隊）のみ。今後の見通しについて確認したい。
※その他、民間保育園と現存の保育園との情報交流・共有などはどうなるのか？
※民間保育園の保護者ニーズや思いがつかめない。 → これからは保育に関する市民のニーズを、市はど
のように吸い上げていくのか？できれば民間保育園へは、アンケートを市が行ってほしい。他自治体の状

況を参考にしたり、学童・子育て支援課のスタンスなどを参考にして検討していく。実態の把握無くして、
保育の改善はあり得ないと父母連では考えるが…。
※本来父母連アンケートもどのように実施していくか？本来なら、市が市民ニーズを把握するために行って
も良いのでは？長い目で検討していく。
※子育て支援センターはうまく機能しているのかについても実態を把握し、
今後の方向性を質す必要がある。
（３）その他
・CAP 補助金について（次年度各園役員への申し送り事項）
【ＣＡＰの
ＣＡＰの開催園への
開催園への援助
への援助の
援助の詳細について
詳細について改
について改めて告知
めて告知します
告知します】
します】
＊大人ワークショップ、子どもワークショップに対して交通費補助があります（各 5000 円）
。
＊ただし複数園合同開催の場合は、大人ワークショップについては 1 園分のみの補助となります。
例）２園合同のＣＡＰワークショップ開催の場合の父母連からの補助金
大人ワークショップ交通費 5000 円＋子どもワークショップ 1 回分の交通費 5000 円×２園分
＝15000 円なので、各保育園７５００円の補助となります。
＊補助金は CAP 開催を証明するもの（領収書等）の写しをご提出いただいてから支給となります。
※CAP（Child Assault Prevention）
「子どもへの暴力防止プログラム」の略。虐待や性暴力に対して、子ども自身が実践できる護身術として、アメリカで考案されたもの。全米 200 以上の
都市で幼稚園から高校までの授業に採り入れられ、100 万人以上の 子どもたちが学校のＣＡＰプログラムに参加したと推定される。1986 年にはヨーロ
ッパに伝わり、1988 年には中南米でも活動が始まり、現在では日本をはじめ世界 16 カ国に広がっている。
（NPO 法人・CAP センターJAPAN http://www.cap-j.net/）

・須藤先生より
保育署名にかかわり、1 月下旬の通常国会への新制度案が提出される見通し。制度の改悪が心配。ニュ
ースにも情報提供がのっている。見てほしい。名称は「子ども・子育て新システム」
。直接契約制度等抜
本的な変更、現行制度の良さが失われる危惧。働きながら園を探す、認定時間以上は自己負担等のこと
を考えると現実的には難しい。それでも国会に提出されるとのこと。
明るい兆しとしては、日本保育協会（自民党系）も新システム反対の決議書を提出した。各園の先生方
には各園での学習会を開催するよう要請済み、保護者からも働きかけを。
３．各園の父母会より
※土曜日の父母会開催園から、時間や工夫等をきいていく。
しんぜん
父母会は平日夕方に園内で開催。父母会開催については前回の父母会で日程調整し、掲示板でもお知らせ。今月お楽
しみ会終了。上のクラスは父母がいっぱいで部屋がギューギューづめで外から見学する方もいた。
あさひ
父母会は毎月第 3 土曜日、10:00～1 時間くらい。連絡は各役員のポケットやメールで。各クラスから毎回必ず出席し
ている。場所は保育園内。保育は別保育、保護者が面倒みる。次回のお楽しみ会のため欠席。
きたや
父母会は平日 16:30～18:00。場所は園長から園外で、といわれたがコミセン等でやった時期もあった。ただ苦情も多
かったので現在はまた園内でやっている。園からは 18:00 までは困るといわれている。連絡はメールで。出席率は高
い。
きたうら
土曜日 10:00～12:00、月 1 回もしくは 2 カ月に 1 回。開催日時は行事等を勘案して前回の父母会で決定。出席率は 6
割～7 割。一週間前に会長・副会長からメールで連絡。各クラスの集約をしている。レジュメも事前配布している。
場所は土曜日に使っていない２階を使う。保育は父母で。
やつかかみ
父母会は年間スケジュールで決まっている。月に１回程度。金曜日夜１９:００～２１:００、園外で部屋を取って行
う。出席率は７～８割。その際に次回案内をする。場所取りが直前にならないとできないので、取れ次第メールで連

絡。子どもも一緒に参加して DVD 等を見せている。お楽しみ会無事終了。各園に伺いたいこととして、デジカメ撮影
について。園に預けているデジカメが２台のみ、１台は年長専用（アルバム用）
、もう１台で他の全クラスを使って
いる。案として全クラスにカメラ配置する予定。他園の状況を教えてほしい。
やなぎしま
父母会は土曜日９:００～１１：００、園内で。子どもは隣の部屋で遊ばせている（子どもたちのみで）
。出席率は行
事前は良いが、終わると７割程度。園からは「土曜保育のこと混じらないように、目を離さずに、終了時間を守る」
という約束。デジカメは機種が古くなってきているのでデジカメの寄付を募っている。台数が足りなかったりする問
題はある（全クラスにはない）
。各クラスの写真係がいて年間３回くらい現像・販売。
やはた
父母会は水曜日１７:００～１８：００、場所は園内、保育は時間外保育で。連絡はメールで出席率高い。デジカメ
は先生の持ち出しでとっていると話を聞いている。バザーが終了（場所を借りて大規模にやっていたが…）
、採算が
とれないので次年度からはやめていく方向性で話し合い。代替のイベントについては別途検討中。
さかえ
父母会役員会は土曜日午前中１０:００～２時間くらい、連絡はメールで。デジカメは各クラス１台ずつ預けて写真
係が販売。バザー存続についてはアンケートをとって再検討中。
あおやぎ
金曜日１６:３０～役員会を行っているが出席率が低くて、土曜日に移動しようと検討中。呼びかけはメールで。１
６:３０～の開催について厳しいという意見が多い。カメラについては今年度デジカメ１台買い替え。一眼レフ（フ
ィルム）もある。行事については業者に撮影をお願いしている。
にしまち
役員会は平日夕方１６：３０～、事前にポケットに手紙が入る。場所は園内、園長と確認してルールを守ってい行っ
ている。出席率８割。カメラは先生方にとってもらっていて、年間数回現像・販売。１２月にお楽しみ会終了、反省
アンケートを集約中。
ひかわ
役員会は２カ月に１回、土曜日ＡＭ、連絡はメール連絡、出席率は７割。カメラは各クラス１台、先生方に撮影して
もらい、定期的に係が回収して現像・販売。今回はじめてお楽しみ会に業者入ってもらう。撮影のみ、現像・販売は
父母会で。繰越金が増えてきていて（２０万）それの解消が問題。
あずま
月に一回土曜日、園内で。会長からのメール連絡。出席率は８割、保育は役員が交代で行っている。カメラはフィル
ムカメラ、デジカメに移行しようという話が出ている。
しのは
役員会は土日、土曜日だと保育園で、日曜日だとコミセンで、いずれもＡＭ。出席率は５割程度で低い。デジカメは
１～２台。メモリーカードは各クラスにある。こまかなトラブルは少しずつ改善している。前回の署名の回収率が悪
かった。他園で回収率を上げるための工夫をどうしているか、全世帯への周知方法は？
→名簿等を作った：７～８園、強制的だという批判があった園：１園
→手書きポスターを作った、連絡網を回した：しんぜん
→会長が噛み砕いて説明したメールを流した：せざき
→紙芝居もあるので（新制度について）活用を：せざき
こやま
役員会は土曜日ＡＭ、日程は年度初めにみんなで決める。出席は欠席する人が決まってくる印象。人手が必要な時に
は別途連絡している。デジカメは各クラスにある、写真係が定期的に回収・現像・販売。利益も出るので父母会の会
計に戻入。
せざき
役員会は第４土曜日ＡＭ、場所は近隣のコミセン。決めることが多いと３時間くらいだが平均２時間くらい。年間行
事予定と役員会の日程表が配られる。出席率は８割くらい。デジカメは何台かは不明だが、各クラス３回くらい販売
している。日常の撮影は１枚５０円、今月２９日にお楽しみ会。
やつか
役員会第３土曜日ＡＭ、年間１０回、園内で。保育は土曜保育に入れてもらっているが、多い時は保護者で。デジカ
メはクラス１台は無いが、全体で２台。卒園児については重点的に撮っている。年間６回くらい現像・販売。１枚５
０円。
しんえい

役員は土曜日ＡＭ、次回の日程はその時に決める。出席率５～６割。保育園のホールの片側で子どもが遊び、もう片
方で役員会。デジカメは卒園児用１台、その他２台くらい。それできちんと機能しているかどうか確認したことない
ので確認したい。運動会が午後まであるのでみんなお弁当つくるが、雨天時等の対応が大変。次年度以降は午前中の
みにするかどうか園長から意向調査がある。他園はどうか。
→午前のみ：３園程度、大きなトラブルないようだ
たかさご
役員会は土曜日ＡＭ、無料で借りられる施設で。保育は父母で対応。出席率は高い（係連絡でトラブルないように代
わりに出席してくれる体制もできている）
。土曜開催は今年度からだが、大きなトラブルない。平日参加が難しいと
いう意見が多くて変更した。平日の場合は、１８時までで保育が切られてしまう（子どもを預けていても戻される）
。
デジカメは台数が足りないが、まめに撮ってくれてトラブルない。先生方の工夫があって。写真販売の利益が大きい。
今回運動会に写真業者を入れて、インターネット販売をしてもらったが、業者の手違いで 全ての写真がアップされ
ていなかった。デジカメの寄付は募っている。バザーは収支がプラスになっているので継続の予定。役員で産直野菜
を扱ったりといった工夫をしている。
５．今後の予定
・1/16（
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13:00～学童保育の
学童保育の会・NPO 草加・
草加・元気っ
元気っ子クラブ共催
クラブ共催「
共催「子育て
子育てシンポジウム」
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・2/13（
2/13（日）第１9 回草加子育
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てのつどい（高砂コミセン
高砂コミセン・
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・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
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3/12（土）第 9 回代表者会 10：
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00～勤労福祉会館第 1 会議室（
会議室（保育は
保育は和室）
和室）

