2012 年度 父母連第４回代表者会(９月)
2011 年 9 月 8 日（土）
司会：芹澤
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草加母親大会のお知らせ（世帯分）
③民主教育を進める草加市民会議から 30 人学級署名（世帯分）
【提出物】
①父母連アンケート集約用紙
１．報告事項
※はじめに民主教育を進める草加市民会議の金井さんから署名のお願いがあります。
事務局からのお願い：
：筆数を
筆数を県議会用と
県議会用と国会用で
国会用で集計してほしい
集計してほしい。
してほしい。10 月の代表者会で提出。
※草加子ども連携推進委員会報告（中島）
小１プロブレム、中 1 ギャップを乗り越えられるよう、学校間の連携をとろうという趣旨。アンケートを委員会とし
て実施。小 1 プロブレム１５％、中１ギャップ 10％未満というアンケート結果。指導者不足が実態として浮き彫りに。
今後はアンケートをまとめて市民に公開。今後は３～４年かけて連携の在り方を模索。
（１）父母連としての活動報告
７／１７（火）19：00～民主教育をすすめる草加市民会議参加（会長：髙山）
８／２８（火）日本共産党草加市議団予算要望集会参加（会長：髙山）
９／２（日）19：00～父母連事務局会（於：文化会館フリースペース）
９／９（土）
「第４回代表者会」文化会館第１第２研修室にて
９／９（土）
「第２回会長会」文化会館第１第２研修室にて
（２）２０１２年度父母連アンケートの集約状況について
アンケートの回収・集計ご苦労様でした。現在の集約状況は以下のとおりです。
【9/7（金）現在のメールによるデータ提出済み園】
たかさご、
たかさご、やつか、
やつか、せざき、
せざき、きたや、
きたや、しのは、
しのは、しんぜん、
しんぜん、こやま、
こやま、きたうら
【9/7（金）現在、メールによるデータが未提出の園】
あずま、
あずま、さかえ、
さかえ、あさひ、
あさひ、やなぎしま
やなぎしま、
ぎしま、にしまち、
にしまち、しんえい、
しんえい、ひかわ、
ひかわ、あおやぎ
父母連 info メール（info@soka-fuboren.org）へ Excel データの添付送信をよろしくお願いします。
（３） 草加母親大会について ※詳細はチラシ参照
【日時】10 月 14 日（日）
※例年だと以下のような係り分担がある。 当日お
当日お手伝い
手伝い園：あずま・
あずま・たかさご・
たかさご・せざき各
せざき各１名
①記録係 ②会場設営係
③大会宣言係
【時程】※あくまで現在の予定です
１０：００～会場設営（お手伝い園には、１０時から手伝っていただく）
１２：００～受付
１２：１５～分科会
１４：１５～１６：００ 全体会
（４）子育て関連法案（子育て新システム）の状況について
8 月 10 日に参議院で子育て関連法案が可決・成立した。これを受けて、消費税率が 10%に引き上げられる 2015
年 10 月以降に、この法案が施行される見通しとなっている。ポイントは以下のとおり。
①認定こども園を始め、家庭的保育や小規模型保育、事業所内保育、居宅訪問型保育、幼稚園等々実に様々な形
態の施設によって保育が提供されることになった。規制がより緩和され、さらに低い保育水準で保育ができるよ
うになってしまった。
②市町村の「保育義務」が残ることになった。しかし保育時間認定も残ることになったため、パートタイマーの
家庭については「短時間（4 時間）保育についてのみ」保育義務があることになる（認定時間を超えた部分につ
いては保育義務が発生しない）
。
③幼保連携型認定こども園については、株式会社の参入を認めない方針となったが、従来の幼稚園型・保育所型・
認可外施設による地方裁量型については規制がない。
④子ども・子育て支援法の規定に従った保育認定を受け直す必要があるため、現在保育園に通っている世帯につ
いても、市町村に支給認定を申請する必要がある。認定により、これまで 8 時間保育を受けていた世帯が半日の

4 時間保育になる可能性も出てくる。
⑤公私連携型保育所が法定され、市町村が特定の民間法人と協定をむすぶことで、時価より安い公有資産である
保育所を貸し付けたり譲渡することができることになった。これにより保育所の民営化が一層進む懸念。
（５）その他
・保育部会より
・保育合研 in 兵庫に参加された方がいる園については、領収書をご提出ください（交通費の補助があります）
２．協議事項
（１）市長懇談会に向けた父母連要望のとりまとめにむけて
報告事項にあるとおり、8/28 に行われた共産党草加市議団の予算要望集会に、父母連としての要望を提出した。
これまでの運動内容をまとめたものだが、これと今回のアンケート結果を踏まえて、今後は市長懇談会で提出す
る要望書をまとめていくことになる。開催時期は、11 月以降の開催で市に日程調整をお願いする予定。また要
望内容については、現在のところ、その概要を以下の６点に絞り込んでいる。
【父母連要望書の骨子】
①「待機児解消のために
待機児解消のために、
のために、引き続き保育園の
保育園の新設や
新設や建て替え等をすすめてください」
をすすめてください」
→今年度で新設の計画は終了。市はニーズ調査をして今後の方策を考えるとしていたが進捗は？
②「老朽化した
老朽化した公立保育園
した公立保育園は
公立保育園は、ぜひ建
ぜひ建て替えや移転等
移転等を行い、廃園にしないよう
廃園にしないよう予算措置
にしないよう予算措置をお
予算措置をお願
をお願いします」
いします」
→市議会議員さんからの指摘で「きたや保育園が UR 都市公団の建て替え計画で、H26 年度に立ち退
きになると思われる」とのこと。市としてどう考えているか？父母連としては代替地に建て替えを求
めていく。市所有地が近隣にあるとのことなので、そこへの移転を念頭に要望していきたい。
③「草加市の
草加市の保育内容のさらなる
保育内容のさらなる充実
のさらなる充実のために
充実のために、
のために、公立・
公立・私立の
私立の枠を超えた研修等
えた研修等を
研修等をすすめてください」
すすめてください」
→ここ数年毎年お願いしている要望だが進捗はどうか？
④「育成保育であっても
育成保育であっても時間外保育
であっても時間外保育や
時間外保育や土曜日保育を
土曜日保育を保障するための
保障するための保育士加配
するための保育士加配をお
保育士加配をお願
をお願いします」
いします」
→昨年は課長が状況を把握しきれていなかった。今年度は実態は把握しているようだが、現状は難し
いとのこと（H23 年 2 月市長懇談会にて）だったが。
⑤「新システムの
システムの導入後もこれまでの
導入後もこれまでの草加
もこれまでの草加の
草加の質の高い保育を
保育を、今後も
今後も維持・
維持・向上に
向上に努めてください」
めてください」
→8 月 10 日に成立。市は「導入されてもこれまでの質は維持する」と約束しているが、関心をもって
見守る必要あり。
⑥「保育サービス
保育サービスの
サービスの向上のために
向上のために、
のために、ぜひ保育士
ぜひ保育士の
保育士の数と市の職員数を
職員数を増やしてください」
やしてください」
→保育士増はこれまでも主張してきた。また草加市は全国でも有数の「人口比の職員数」が少ない自
治体。特に業務が多岐に渡る保育課では少ない職員で保育行政を取り仕切っている現状で、連日深夜
に及ぶ残業を余儀なくされているとのこと。保育課窓口へ相談に行っても、業務の多忙さから十分な
対応が望めない。職員数の増加でぜひ充実した保育サービスの実現を。
（２）保育部会共催の学習会について
・子育て関連法案が可決されたことで、
子育て新システムが導入されることになる
（おそらく2015年10 月以降）
。
そこで新システムについての学習会を保育部会との共催で開催してこのシステムの問題点等について考える機
会としたい。
【日時・場所】11/16（金）19：00～ 勤労福祉会館視聴覚室（保育は第２会議室）
【講師】実方伸子氏（全国保育団体連絡会事務局長）
※大変大切で貴重な学習会になると思われます。当日は保育部会との共催ですので、保育園の先生方も多数参加
します。ぜひ
ぜひ各園
ぜひ各園 2 名以上の
名以上の参加をお
参加をお願
をお願いします。
いします。
（３）育成保護者交流会について
・10 月 27 日（土）谷塚文化センター第２学習室 10：00～開催 ※託児室予約は？
今年で 6 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。延長保育や土曜保育が実施されていな
い、加配の先生の問題、小学校などの進路に向けての相談など、活発な交流を予定しています。ぜひ同じクラス
等に育成保育の保護者がいる場合にはお誘いをお願いします。
３．各園の父母会より
やつかかみ
防災ずきん購入を検討している。アンケートで決めたい。
やなぎしま
今年防災ずきんを個人で購入するかどうかを検討。父母会費では賄えないとのこと。来年度はどうするか？全園で
統一できないかと思う。父母会では管理は無理と判断。小さい子で買ったものは大きくなると使えない。年長は小
学校で使えるものを買えるが…。2000 円～3000 円。

にしまち
防災関係では、避難靴を父母会予算でそろえようかと思っている。
しのは
来月の役員会で防災ずきんについて検討。予算的に一度にそろえるのは難しい。段階をふんでそろえるとなると優
先的に使うのはだれか等で難しい。園は窓ガラスの飛散フィルム等はしてもらっている。施設自体は心配ないのか
は不安。代表者会での話題をどうやって保護者に伝えていくかは課題。
せざき
9 月役員会がまだないので報告特になし。飛散防止フィルム実施済み。防災ずきん配布済み。
きたや
再来週役員会あるのでまだ報告なし。役員会で立ち退きについては報告したい。
やはた
防災ずきんはまだ話題に出ていない。避難靴についてはそろえている。お楽しみ会の撮影業者がせざきからの紹介
で決まった。各自の撮影も OK にして導入する予定。DVD を全家庭に配布することにした。CAP をやめて、バザーを
復活させて費用をねん出したい。
やつか
特になし。
さかえ
特になし。
たかさご
避難靴は保育園から各自で用意するよう要望あった。防災ずきんは昨年度父母会費で購入。駐車場問題は、好意で
貸してもらっていた園前の駐車場がなくなることになってしまった。これから問題が出ると思う。道が狭いので大
きな重機が入るので心配。
こやま
防災関係、今年から避難靴購入。避難靴を持ち帰って洗って返却としているが、返却前に地震があったらどうする
かという話題になった。防災ずきんは特に未検討。
あおやぎ
今夏園舎の屋根と廊下の補修。防災ずきんの話題は出ていない。次回話題にしたい。
しんぜん
バザーの話がたくさん出た。昨年は園長から一週間早くやってほしいという要望が急に出たのであまり収益出なか
った。商品集めは全員かならず出すように変えた。
あずま
防災ずきんの話題は出ていない。連絡網について、今年かららくらく連絡網メール（Web から一斉送信）に変えた。
あさひ
本日役員会が行われている。防災ずきん等については、本日検討。避難靴も全員分を用意していない。
ひかわ
防災ずきんは用意できていない。避難靴は父母会費で発注。
きたうら
避難靴が古くなり、園児が増えたので追加購入。連絡網、役員間はメーリングリストを利用しているが、関係ない
役員にまで流れてきて大変。
しんえい
園側と役員側がやりとりうまくいっていない。園長が父母会活動について様々注文をつけたり、ダメだししたりし
て困っている。
４．今後の予定
・10/
10/１４（
１４（日）12：
12：00～
00～草加母親大会 勤労福祉会館（
勤労福祉会館（お手伝い
手伝い園：あずま、
あずま、たかさご、
たかさご、せざき）
せざき）
・10/２
10/２７（土）10：00～「育成保護者交流会」
育成保護者交流会」谷塚文化センター
谷塚文化センター第
センター第２学習室（
学習室（保育は
保育は託児室）
託児室）
・11/１６
11/１６（
１６（金）19：
19：00～「
00～「子育
～「子育て
子育て新システム学習会
システム学習会」
学習会」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２会議室）
会議室）
・１0 月代表者会 10/20（
10/20（土）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３会議室）
会議室）※第 3 土曜日で
土曜日で
す、御注意を
御注意を
・11 月代表者会 11/10（
11/10（土）１０：
１０：００～
００～ 氷川コ
氷川コミセン大会議室
ミセン大会議室（
大会議室（保育は
保育は和室）
和室）

