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2011 年度 父母連第 5 回代表者会(10 月)報告
2011 年 10 月 15 日（土）
司会：浜薗 記録：高山
【出席】
□あおやぎ □あさひ
□あずま
□きたうら □きたや
□こやま
□しのは
□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

□さかえ

【欠席】 しんえい
【配布物】
①レジュメ（各園 2 部） ②家庭保育室まつりチラシ（各園 2 部）
③埼玉子育て・保育のつどいチラシ（各園 2 部）
【提出物】
①父母連アンケート集計用紙・自由意見集計用紙（各園 1 部ずつ）
②30 人学級署名（袋等に筆数を記入して提出）
１．報告事項
（１）父母連としての活動報告
9/9（金）市議会答弁についての佐藤議員からの電話ヒアリング対応（会長・高山）
9/20（火）民主教育をすすめる草加市民会議参加（19：00～於：勤労福祉会館、出席：会長・髙山）
9/25（日）草加母親大会（於：勤労福祉会館、第 2 分科会を担当）お手伝い：たかさご、あずま、せざき
10/2（日）
「我が子の成長が気になる親、あつまれ！！」
（於：文化会館第１第 2 研修室、出席：事務局・浜薗）
10/7（金）市長懇談会開催要望書提出（草加市いきいき市民相談担当へ、会長・高山）
10/7（金）保育課訪問（会長・高山）
10/10（月）父母連事務局会（於：文化会館フリースペース）
10/15（土）
「第 5 回代表者会」氷川コミュニティセンター大会議室にて
（２）草加母親大会報告
・9 月 25 日（日）開催。於：勤労福祉会館
お手伝い園：あずま・たかさご・せざき。主に会場設営や資料準備、また最後の大会宣言を担当して
いただきました。ありがとうございました。
分科会では、主に子ども・子育て新システムについての話を助言者の須藤先生から丁寧にしていただ
きました。わかりやすい紙芝居があることも紹介されましたので、ぜひ各園でもご活用を。
→分科会後の参加者からの提案を受けて、父母連 HP に全保連（全国保育問題連絡会）作成の「新シ
ステム反対チラシ（PDF 版）
」へのリンクを貼りつけました。ぜひご覧ください。
（３）
「我が子の成長が気になる親、あつまれ！！」報告
学童保育の会の中での「発達保障プロジェクト」が中心となって毎年企画している会です。今年も父
母連事務局から実行委員会に参加しました。当日は埼玉県立三郷特別支援学校の元教員の藤家先生や
学童指導員の榛名先生、また三郷特別支援の保護者 2 名から特別支援学校の現状や課題等についてお
話をいただきました。育成保育対象の保護者向けのこうした企画も今後も継続して取り組んでいきま
す。
（４）家庭保育室まつりについて（チラシ参照）
今年度初めて、家庭保育室連絡会が主催して開かれます。当日は草加ふささらまつりが開催されています。会場
は草加駅近くの「せんちゃま家庭保育室」です。楽しい催しもあるので、ぜひご参加ください。
（５）市長懇談会開催要望書提出・保育課訪問について
今年度も市長懇談会の開催要望書を提出してきました。概要は以下の通りです。
時期について
時期について
平成 23 年 11 月以降の（土）
（日）
（祭日）もしくは平日の夜
＊候補日：平日はなるべく参加のしやすい金曜日を希望
主な懇談項目
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待機児童対策について
公立園における 3 歳児クラス以上の完全給食実施のあり方について
適正な保育料設定について
公立園・私立認可保育園における保育内容の充実について
提出と同時に保育課へも訪問して、開催要望書を提出した旨を報告してきました。当日は会議中で石垣課長とは
あまり話はできませんでしたが、完全給食の主食代徴収方法については、議会答弁（※報告（６）参照）通りに
父母会負担にならない方法を検討してもらえるようお願いしてきました。
（６）市議会における保育行政に関する一般質問・議会答弁報告
共産党草加市議団の佐藤のりかず議員が保育行政について 9 月議会にて一般質問をしました。具体的には完全
給食と新システムについて質問され、それについて子ども未来部長から答弁がありました。詳しくは議会 HP か
ら録画中継が閲覧できますので、ぜひご覧ください。
【概要】
①完全給食の主食徴収について
→答弁：父母会の負担を軽減できるよう検討していく
②主食代の無料化について
→答弁：引き続き負担をお願いしたい。ちなみに公立園の主食代無料化には約 70～80 万円が必要。保
育料負担 0 円世帯のみの無料化を行うには月 7 万円程度の予算。
→市長答弁：非課税世帯の主食代無料化については検討したい。
※ちなみに私立認可保育園における主食代負担額は月額1000～2000円程度とのことが答弁で明らかに
なりました。
③新システムについて
→答弁：国の動向を見極め、必要な時期には提言等していく。保育の質は現在でも国基準を上回る質
（面積・職員配置）を確保している。今後仮に基準が示されても引き続き現在の水準を維持し
ていく予定。
※補足：市長答弁にもある通り、
「市長懇談会で約束した」と述べているように、市長懇談や父母連アンケート
は大変重要な取り組み。数字が出てしまうので直接園長等にも知ってもらえるもの。回収率があまりに低いと園
長等にも訴求力がなくなってしまう。ぜひ回収率アップにご協力いただきたい。
草加市議会中継（録画） 完全給食についての一般質問（佐藤議員）
http://gikai02.kaigiroku.jp/dvlhttp://gikai02.kaigiroku.jp/dvl-soka/2.html
（７）その他
・保育部会：須藤Ｔより。10.30 自治研集会開催のお知らせ、11.3 新システム反対集会のお知らせ。また各園の
先生方が、勤務時間終了後に門前に立って新システム反対のチラシを配布する予定。街頭ポスター貼りもやって
いこうと話し合っている。
２．協議事項
（１）埼玉子育て・保育のつどいについて
・チラシが全園で配布された（チラシ参照）
日時：12 月 11 日（日）9：40～15：00 場所：獨協大学 35 周年記念館
参加費：1500 円、保育料：1 人 300 円 ※上履き持参
※事前に
事前に埼玉保問協に
埼玉保問協に申し込みが必要
みが必要。
必要。→各園ごとに
各園ごとに団体申
ごとに団体申し
団体申し込みが可能
みが可能、
可能、申し込み用紙は
用紙は次回代表
者会にて
者会にて配布
にて配布
・参加費の補助の方法について
【代表者会で確認済み事項】
・各園上限 10000 円補助、一人上限 1000 円補助
・各園最低 5 名は参加、10 名以上の場合は均等割りで補助金を使う
・
【提案事項】
・支払方法：各園ごとに参加者の領収書を提出してもらっての事後清算
→理由：仮に事前に 10000 円渡して、参加者が集まらなかった場合に返金が生じるため
・保育料が 1 人 300 円、振り込み手数料がそれぞれ別途かかるが、その負担方法
→保育料については希望者負担、振り込み手数料は父母連補助金（上限 10000 円）内で
・当日日手伝い（交通整理等）は事務局含めて 9 名。つどいお手伝い園（やつか・やつかかみ・やな
ぎしま各 3 名）※各お手伝い 3 名は、各園参加者最低 5 名にプラスして参加をお願いする。
→お手伝いの 3 名についての保育料はかかるかどうか別途確認する
→学生 1000 円の範囲内
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・
【今後確認すること】
・当日申しみの可否、保育料・弁当代のキャンセル時の返却が可能かどうか
３．各園の父母会より
きたうら
アンケート集計について、集計時間がかかったため、簡便にできるものにしてほしい。
やなぎしま
完全給食について、実施できなかった園なので来年度に向けて動き出す時期を模索している。
こやま
保育のつどいについて、細かな提案でどう出てくるかは心配。
あさひ
完全給食になっていないが役員会が 2 カ月に一回なのであまり集約できない。新システムについて、皆さんの理
解度が低くてどう説明していけるか、そういう場を設けてほしい。
しのは
駐車マナーが低下している。ここ２・３年は特に悪い。園から、父母会から注意喚起しているがなかなか改善し
ない。今後も続くと掲示を続けるしかない。
ひかわ
特になし。
やつかかみ
園庭が個人の駐車場に隣接しているが、駐車場から虫が飛んでくる（ゴミの不法投棄）
。
やはた
特になし。アンケート回収率が悪かった。今後対策を検討したい。
やつか
アンケート集計について、集計が大変だという意見。10/6 に車上あらしにあった。貴重品取られた。
たかさご
アンケート集計、時間がかかり集計が大変だった。保育のつどい、参加者がいないと大変。
せざき
アンケート回収、メールだけで周知したが皆さん提出してくれた。
にしまち
アンケートは以前は、出して下さいというだけだったが、連絡網等で告知して向上した。
さかえ
主食費徴収について、後期の徴収は役員が対面で集めることになった。役員の負担が大きい。9 月までの集計で、
一人 600 円の過剰金が出た。返金の手間が負担。
あおやぎ
アンケートの回収率が６５％に向上した。提出時の◎つけ、達成できたことを貼りだした。駐車場問題は近隣住
民に通報されてしまった。駐車場係がクレーム処理をしている。8 時から 9 時半コーンを立てている。
しんえい
アンケートで園の建物が古いということで心配の声があがった。
きたや
回収率はあまり高くないと思う。アンケートの集計は運営 5 人が 1 時間半かかった。集計は大変だった。
あずま
特になし。完全給食月 600 円の内訳で、少しでも安くしてもらいたいが園は 600 円使いきりたいという思いがあ
るようで、献立変更があるようだ。父母会と話し合いをしている。
しんぜん
主食代について、月 600 円で相当あまりが出るようだ。その余剰金をどう処理するかを検討している。

５．今後の予定
・11 月代表者会 11/12 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）
・1２月代表者会 １２/
１２/１０土
１０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
保育は和室）
・1 月代表者会・
月代表者会・会長会 1/1４
1/1４土 文化会館（
文化会館（保育は
保育は託児室
託児室）※代表者会は
代表者会は１・２研修室、
研修室、会長会は
会長会は第 2 会議室

