2011 年度 父母連第３回代表者会(７月)
2011 年 7 月 2 日（土）
司会：髙山
記録：阿部
【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：須藤先生
□父母連事務局：髙山・段・阿部
欠席園：しんぜん
【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）
④6.29 保育事業説明会資料（各園 2 部ずつ）
⑤代表者会・会長会連絡網（各園 2 部ずつ）→会長会連絡網は各園の会長さんへお渡しください
⑥保育合研チラシ（各園１部ずつ）
※代表者連絡網の訂正あり･･･きたや“飯山さん”eri-f.f-8@ezweb.ne.jp（誤） → eri-9.f-8@ezweb.ne.jp（正）
【提出物】
・各園献立表（25 部）→各園分を持ち帰り
１．報告事項
（１）父母連としての活動報告
６／２１（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
６／２９（水）19：00～平成 23 年度保育事業説明会 市役所西棟 5F 会議室にて
６／３０（木）10:00～自治体キャラバン参加 中央公民館にて（事務局・浜薗）
※草加市の保育料が高いことについてのやり取りあり。後日改めて報告予定。
６／３０（木）19：30～印刷作業 (父母連ニュース他）草加文化会館ワーキングルームにて
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７／２（土）
「第３回代表者会」勤労福祉会館第１会議室にて
（２）新システム反対の陳情書について
・６月市議会に提出するも、共産党以外の会派から賛同が得られなく、意見書をまとめるまでには至らなかった
→今回については、新システムへの認知がすすんでいなく、なかなか賛同を広げられなかった。国会
の動きをにらんでのタイミングだったため、提出した意義はあった。今後世論や国の動向を見極めた
上で、今後の運動については検討していきたい。
（３）平成２３年度保育事業説明会について
・詳細は父母連ニュース、保育事業説明会資料参照。保育課からは４点にわたって説明があったが、主な話題は
完全給食実施についての話となった。保育課の説明を受けての参加者からの質問・意見等の質疑応答を行い、
完全給食実施については、以下の点を確認することができた。
①完全給食実施は市が推奨して実施について推し進めている事業であり、決して父母会がやりたいから勝手にや
っているわけではない。
②保育料に上乗せして主食代を徴収することは制度上簡単にはできず、また現在保育料を徴収していない世帯(住
民税非課税世帯や生活保護世帯)の扱いが難しい。そのためにまず完全給食を実施するにあたって父母会が主食
代を徴収することになった。
③全園で完全給食が実施できるよう、炊飯器は購入してある。一方食器については保管場所等の問題があり、全
ての園で充足できてはいない。ただし、食育の観点等からも毎日ワンプレートや丼物といった形にすることはなく、
食事の取り方の指導等も各園の工夫で行っていく。
④今回の完全給食導入にあたっては、市として説明が不十分であったため、各園によって伝わり方のニュアンスが
違っていたり、園長等による説明が二転三転したりといった不手際があった。そのために誤解や導入にあたっての

不安視する声が広がっている、と市側は認識し、課題意識をもっている。今後は市として書面等で説明していく。
⑤市としては、各園父母会がこの問題で苦労していることは認識しており、できるだけ多くの園で完全給食を実施で
きる方向で、保護者と一緒に導入していける方策を考えていくという方針である。
※これらに加え、6/6 の市議会一般質問に答弁した広瀬子ども未来部長の発言の要旨は以下のとおり。
・食器は市で対応可能、給食の質が低下することはない。
・説明の一部に誤解が生じている。今後は内容を正確に伝えていく。
・できるだけ多くの保育園で実施を選択してもらえるよう厨房機器等の環境整備に努める。
ニュースにもある通り、現在は父母会が主食代を徴収することはやむを得ない状況だが、それに対する保護者の
不安や懸念、また実際に起きているトラブル等は保育課にきちんと伝えることができ、それに対して保育課が憂
慮していることもわかった。一部実施が難航している園に対して、市側からアクションを起こしてほしいという
要望もあげたので、今後の動きを関心をもって見守っていきながら、さらに各園同士の情報交換をしていきまし
ょう。
※放射線量の測定を保育課として実施しています！
（父母連ニュース第３号を参照／データは草加市ＨＰを参照）
水道水は基準値以下で安全である。毎日水道水を使用して水を入れ替えしているため、プールの使用もＯＫ。
（４）7/30 育成保護者交流会について チラシ参照
今年で５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配布と周知をお願いします。
２．協議事項
（１）２０１１年度代表者連絡網について
例年各園に配布しています連絡網です。父母連の各種会議等の開催通知はメールにて行いますので、必ず届いて
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（２）全国保育合研 in 群馬（8/6~8/8）参加にかかわる交通費・参加費補助について

案内チラシ
案内チラシＷｅｂ
チラシＷｅｂ http://www.hoiku-zenhoren.org/gouken/imgs/43th_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：8/6 土～8/8 月
会場：ALSOK ぐんまアリーナ（群馬県）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）その他
■保育部会より：やつかかみでも７月から完全給食が始まった。食器を殺菌する機械や保管庫の容量の関係で、ご飯茶碗
を入れることができないため、ランチ皿にご飯を盛った。家庭から持参するご飯の量より多めだったので、その辺を栄養
士さんに伝えた。子どもたちはとても喜んで食べていた。
民間保育園が９園になったが、草加市全体の保育の質を守っていきたい、と考えている。
「保育士会」という組織がある
ので、是非そこに所属してほしい、と考えている。民間の保育士さんたちにもお声かけしたので、保育士会主催の講演会
には、９園中５園の保育士さんが参加された（参加費 500 円）
。とてもうれしい。6 月に実施された埼玉保育問題協議会総
会の記念講演は「放射能について」であった。大変に勉強になり、是非父母連にもお勧めしたい。子ども・子育て新シス
テムについては、
関連法案が近々国会に提出される見込みである。
草加市では市としては国基準以上の基準が既にあるが、
今後 2 年間の間に各自治体で最低基準を決める方向に向かっている。

■会長より：完全給食については、長年父母連としてお願いしてきた願いであり、今実現に結びついてきたばかりなので、
実現を喜ばしく受け止めるとともに、拙速に評価することなく、少しずつ改善していくことが大切。保育課の説明があ
ると、先行実施ということで夏場だけ 4 ヶ月間実施するという園もあるが、その後も希望があればそのまま継続して完
全給食が実施できるので、意見を募ってほしい。
３．各園の父母会より
※今回は完全給食についてを中心に、状況報告や他園の献立表を見た感想等をお願いします。
たかさご：7 月～9 月実施。アンケート実施で賛成が過半数であったため、完全給食を実施した。丼物が多いのが少々気に
なる。
あずま：7 月から完全給食実施。過半数の賛成があったが、不満をもつ保護者もあり、ご飯茶碗は全て園児分そろってい
るが、全園児分ご飯を盛ると乾いてしまうのでは･･･という意見もあり、今後問題があればラップをかけるなどの工
夫もしていくかもしれない。今月下旬もしくは 8 月下旬に再度保護者アンケートを実施する予定である。
しんえい：7 月～9 月の 3 ヶ月間試験的に実施予定。昨日はジャージャー麺だったが、子どもはとてもおいしかったとのこ
と。今後も期待していきたい。
きたうら：昨年度は 6 月～9 月完全給食であったが、今年度は 7 月～9 月完全給食となった。給食のメニューはさほど今ま
でと変わることないようだ。今後も子どもや保護者の感想を聞いていきたい。
会長：先駆けの園として、他の園の相談にも乗ってほしい。
あさひ：まだ実施していない。現在アンケートをとっている最中だが、アンケートの中には反対意見も多いようだ。おか
ずが減るのでは、完全給食になることで保育の先生の手が取られて質が落ちるのでは･･･という意見もあるようだ。
賛成が多ければ 8 月～9 月に実施予定である。
やつかかみ：7 月～9 月実施。5 月にアンケート実施し、80％の賛成があったが、給食費の徴収の問題、お知らせが急であ
ったことなどの問題もあったが、献立も今までとほぼ変わることなく完全給食が進んでいるようだ。今後様々な意
見を集めていきたい。
会長：市が進めていく事業の一環として捉えていただき、
各園がバックアップしていく感覚で進めていければ良いと思う。
やなぎしま：反対意見もあったので、今回は完全給食は見送った。実施園の状況を参考にさせていただきながら、今後検
討していきたい。市からの説明会がないと実施が難しい状況にあった。
会長：父母会で何とかしようと負担に感じることなく、市や園長に相談しながら少しずつ進めていくと良いと思う。
ひかわ：アンケートを実施したが、回収率が悪く、反対意見も多かったので、7 月だけ実施して再度アンケートを実施す
ることになった。献立は 1 品減ることもなく、ほぼ今までと同じ。
せざき：7 月～9 月実施する。夏場だけできるという 2/3 以上の賛成があった。反対の方には園長から説明をしていただい
た。反対意見としては、高い保育料の他に、兄弟がいると、給食費を支払う費用がかかる、なぜご飯を持参できな
いのか？い案でさえぎりぎりの生活なのに、衛生面を考えてクーラーＢＯＸを準備するなどの工夫もできるのはな
いか？などの意見もあった。試しで行ってみて、またアンケートを実施する予定である。
きたや：7 月～9 月実施。5 月のアンケート結果では、8 割が賛成。しかし反対の方もいるので、意見を聞きながら集金の
問題と（毎月か？まとめて徴収か？）１８００円徴収となった。夏場と 12 月～3 月の冬場だけの完全給食の実施は
どうか？第 2 週～サンプルを出す予定。ご飯茶碗ではなく、ワンプレートにご飯も盛られている。
やつか：この 4 月から前向きに園長からも完全給食の件について話があったので、アンケートの回収率も良かった。一番
の心配事は、食器の問題や人手の問題であり、その件については解決方法についてアンケート実施に先駆けて保護
者に周知できたので、賛成がほとんどだった。
父母会費の封筒に１８００円を入れてポストに入れていただくことにした。月～金で支払う日を決めて先生方がい
る時に徴収するようにしたい。将来的には、銀行振り込みしたいと考えている。
会長：にしまち父母会のみが、父母会費が振り込みになっている。
やはた：8 割が賛成。来週の役員会で話し合う予定。はやた園としては、試しではなくて、やるのであればやるのであれ
ば実施していきたい、との確認を以前から園長と行っていたので、その辺はどうなのか？
会長：以前は完全給食の試し実施が無理との話があったが、現在は試し実施ができるので検討すると良い思う。
にしまち：アンケート回答９７％賛成が６８％であった。7 月～3 月実施。停電があると心配だ、質の低下、保育に支障、
子どもの食べた量がわからない、などの反対意見もあったが、その旨を周知したうえで、実施した。振り込み希望
が多かった。短期払いと一括払いを選択をしていただき、振り込みにしていただくことにした。
さかえ：7 月～実施。大きな混乱はない。食器も補充なしでできる。父母連会費と一緒に給食費を支払うことになってい
る。
会長：新しい園は、特に献立の面でも支障なく実施されていますね。

こやま：反対意見が全く出ていない。給食費の徴収は、7 月は 1 カ月分徴収である。今後どのように徴収するのか？今後
実施に伴って、検討していく。
しのは：父母連事務局の方がいるので、事前にしっかりと園長や他の父母に完全給食の件を伝えることができたので、記
名アンケートで全部回収することができたので、ほとんどが賛成で、スムーズに実施できた。日にちを決めて 2 日
間夕方４：３０～役員が直接徴収して前期分給食費の徴収を行い、１００％の徴収ができた。
（以前、父母会費の徴
収の件で、他の保護者と会費を入れた入れない･･･でトラブルがあったので、それ以来、直接徴収を行っている。
「）
給食はワンプレートで出されている。
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