2016 年度 父母連第 2 回代表者会(6 月)
2016 年 6 月 18 日（土）
司会：中島 記録：芹澤
【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
②
③
④
⑤

「レジュメ」
（各園 2 枚）
父母連ニュース第１号（各園世帯数分）
オリエンテーションレジュメ 1（草加の保育・父母連・
「代表者」について）
（各園２部）
オリエンテーションレジュメ 2（こんにちは父母連です！）
（各園２部）
待機児童解消のための請願署名（各園世帯数×2 部）

【提出物】 父母連会費、印刷代の領収証
はじめに
一年間どうぞよろしくお願いします。みなさんにはここで草加市の保育の現状や課題について情報の共有と合意形
成をしていただき、それを各園に持ち帰って報告していただきたいと思います。各園役員会等での周知徹底をお願
いします。
１．オリエンテーション ＊「オリエンテーションレジュメ」及び「こんにちは父母連です」を参照
（１）草加の保育・父母連・
「代表者」について（担当：中島）
※法律用語としては「保育園」ではなく「保育

（２）草加市をとりまく保育行政の現状について（担当：中島）
所」ですので使い分けています
・現在草加市内にある保育施設は大きく分けて４つ
「公立認可保育園：18 園」→私たちが通わせている保育所
「私立(民間)認可保育園：16 園」→認可施設として、入園希望時に公立と同等に扱われている。
「小規模保育施設」
：5 園 →2015 年よりスタートした子ども子育て支援新制度による認可施設。定員 20 人ま
で。A 型 B 型 C 型。今年度は新たに 1 園が家庭保育室より移行。
「家庭保育室：14 園」→0・１才児対象の施設で草加市から認定を受けた保育室が運営。
「認可外保育施設」→保育環境・条件等が国の認可保育所の設置基準に満たない施設(ただし市には指導・監
督の義務がある)。認可保育所ではないので、運営に公的な補助金が導入されていない。
「認定こども園」→ 幼稚園と保育園を併せ持った性質を持つ園。草加には 2 園ある。
※父母連は公立園だけでなく、草加市の保育施設全てを対象とした活動を目指しているが、公立園以外の保育
施設には父母会組織がなく、一緒に活動していくことができないのが現状。
・2008 年度から市が「民間認可保育所の整備」をすすめている。民間認可園を設立するときには、国と県から合わ
せて約 9 割ほどの補助金が出る。
市の負担はわずか 1 割。
公立保育園を設立する場合は市の 10 割負担となるため、
新しい園は全て民間保育園となっている。
・2010 年の草加市議会において「民間保育所の整備に伴い、老朽化した公立保育園１園を閉園する」旨の発言を市
側がしている（平成２２年６月定例会,06 月 11 日-03 号）
。現在のところ具体的な動きはないが、このことに関し
ては父母連としては重大な関心をもっている。現在の待機児の状態では、公立保育園を閉園する理由はどこにも
見当たらず、今後も市の動向を注意深くチェックしていく必要がある。
・2012 年４月からは公立の全園において完全給食の実施と主食代の無償化が実現。
（民間には補助金給付）
・2010 年、2011 年に計 7 園の民間認可保育所が新設されるも待機児童増加。
・2014 年 4 月、民間認可保育園が 1 園開園。
（にじいろ保育園）
・2015 年 4 月、民間認可保育園が 3 園開園。
（じょうえん保育園、さくらんぼ保育園、草加松原どろんこ保育園）
・2015 年 4 月、子ども子育て支援新制度スタート。小規模保育による乳児クラスの待機児童緩和が主な意図か。
・2015 年度より、保育園舎の耐震工事順次スタート。
・2016 年 4 月、民間認可保育園が 2 園開園（ほっぺるランド草加谷塚、けやきの森保育園西町）

（３）草加市職員労働組合保育部会より
須藤先生：公立保育園の定員割れが 94 人。保育士は 5 人減（4 月時点）臨時職員の辞める理由、都内の正規職員が
4 人、川口市の臨時職員に数名。
（臨時職員でも退職金が出る。
）足立区では臨時職員は本当に補助的なお仕事しか
していないし休憩もきちんととれる。草加市では正規となんら変わらない仕事をしている。休みも取れない。
臨時職員の待遇を川口や足立区（東京都）並みにしてもらうように数年前からやっている。
看護師は 4 人確保したが、2 名が辞退した。看護師の時給が 1030 円。これでは来ない。
正規職員でも、週に 2 回早番や遅番などの変則勤務が必要になっている。これでは体がもたないので正規職員も入
れてほしい。
東久留米市が公立保育士の全園廃止を 3 月議会で決定。
大阪のとある市では、600 人超えの認可保育所（こども園？）を立てるらしい。

２．報告事項

（１） 待機児童数等（平成 28 年 5 月 1 日現在）
園数

定員

在籍児童数

待機児童数
（草加市基準）

待機児童数
（国基準）

公立保育園

18

1,865

1,790

252

49

民間認可保育園

17

1,228

1,170

157

28

小規模保育

5

78

76

16

0

認定こども園

2

101

60

7

1

合計

42

3,003

3,096

432

78

（２） 父母連としての活動報告
５／０９（月）
「平成 28 年度保育事業説明会」中央公民館にて
５／２２（日）
「第１回代表者会」谷塚文化センターにて
５／２２（日）
「第 30 回草加市保育園父母会連合会総会」谷塚文化センターにて
５／２２（日）
「学童保育の会総会」出席(芹澤) 谷塚文化センターにて
５／２２（日）
「草加元気っ子クラブ総会」出席（芹澤）谷塚文化センターにて
５／２６（木）
「母親大会実行委員会」欠席
６／１１（土）
「父母連事務局会」氷川コミュニティセンターにて
６／１８（土）
「第２回代表者会」勤労者福祉会館にて
６／１８（土）
「第１回会長会」勤労者福祉会館にて

（３） その他
・
「ちいさいなかま」年間購読について、希望する園があれば受け付けています。
・
「合研Ｔシャツ」購入希望の方はまだ受け付けています。
・まだ数名、父母連メールの受信を拒否している方がいらっしゃいます。受信設定をお願いします。
３．協議事項

（１） 8/20(土)～22(月) 保育合研 in 島根について
今年は島根県開催（昨年は東京都）
。保育に関する多様な分科会や学習会が開催されます。参加された方は、交通費
と参加費の補助が父母連から出ます（予算の範囲内で参加人数によって均等割します）
。ご希望の方は事務局までご
相談ください。

（２） ２０１６年度 市長懇談会について
昨年と同じく、今年も 8 月に行うことにしたいと思います。また、例年の市長懇談会との違いは以下の通りです。
従来
昨年度
開催場所
高砂コミセンなど
市長公室
参加人数
約 50 名（各園 1 名以上）
最大 15 名程度（希望者）
懇談形式
保育課も交えた対面式
市長室にてざっくばらんな懇談
保育
あり
なし
開催時間
平日夜（19:00～20:00）
平日夜（45 分だけ）
一昨年までは、各園 1 名以上の参加を要請し参加していただいていましたが、今年は昨年と同様、全員が参加する
ことはできませんので、希望者のみ参加することになります。
園へ持ち帰っていただき、市長へ直接言いたいこと、聞きたいことがあるかどうか各園父母会で話し合っていただ
き、来月の代表者会までに参加表明をお願いします。
もちろん、
「言いたいことは特にないけど参加してみたい」
「市長と話してみたい」
「市長に個人的に言いたいことが
ある」の参加も大歓迎です。
事務局より：実際に困っている人が来てくれると市長に訴えることができる。病児病後児保育施設が草加にないた
め、さいたま市まで預けに行っているという声もある。二重保育や延長保育。

（３） 待機児童解消のための請願署名について （学童保育の会 ）
先日、学童保育の会から連絡がありました。学童での待機児童もうなぎ上りとなっていて、特に高学年はほとん
ど入室拒否されているとのことです。学校の敷地外で民家を借りている学童クラブもあるそうです。そこでそうし
た現状をなんとかしようと、草加市議会に請願することになったそうです。
（ただの署名ではなく、正式な請願とし
て議会に諮ってもらう。
）数が多ければ多いほど良いので、父母連にも署名の協力依頼がありました。私たち父母連
としても、保育園を卒園したら学童に通う世帯も多いので、是非とも協力したいと考えています。よろしければ今
日配布し、次回の 7 月代表者会で回収したいと思います。
本来なら民間認可保育園の保護者にも配布したいのですが、私たちのような父母会組織がないので協力してもら
う術がありません。ここらへんが父母連の存在意義と思います。
署名の注意点（各世帯へお伝えください。
）
・住所や氏名欄には「〃」は使えません。ご面倒でも全員の住所をお書きください。
・本人以外の方でも代書が可能です。別居のご家族の方などが本請願の主旨に賛同しているのならば、あ
なたが代わりに氏名・住所を書くことが出来ます。
・0 歳児の名前を書いてもかまいません。
・用紙が足りない場合は未記入の用紙をコピーしてご使用ください。未記入の用紙がない場合は父母連 HP
からもダウンロードできるようにしておきます
来月の代表者会にて提出する際、
『筆数』をメモして提出してください。
（筆数とは、署名の数です。
）
9 月議会が 9 月 1 日より始まるので、8 月中には回収、提出しないといけない。
草加の保育は、他地域からも羨ましがられるくらい保育の質が高い。子ども子育て支援新制度が始まって基準が下回ることに
なってしまう。

（４） その他・保育部会より

４．各園の父母会より

今日の感想とか。
□あおやぎ
3 人目で 2 回目の役員。じょうえん保育園ができたこともあり世帯数が減っていると感じる。じょうえん保育園は父母
会がないので負担がないので戻ってこない人が多いと思う。
□あさひ
保育の質が高いというのを感じた。当たり前に預けていたけど、今までの運動のおかげだと初めて知った。
□あずま
初めての代表。草加市の保育について理解していなかったが、近隣にないというのを知った。今後も運動をやってきた
いとおもう。
□きたうら
代表者 2 年目。自分の周りでも困っている人がいるので、解決していければと思う。
□きたや
建て替えがメイン。移設までの耐震診断がみんな気になっている。
育成時の将来が心配。→育成保護者交流会を紹介。
□こやま
保育参観。保育の内容が少し見直していてほしい部分もある。年長さんは雑巾がけをしているが、今の時代にはそぐわ
ないのではないかと思うので見直してほしい。
□さかえ
初めの子供で初めての参加。草加市の保育園を卒園した。父母連の活動のおかげで主食提供になったことを知った。ほ
かの園の方との交流ができるのは貴重。
□しのは
初めて参加。今まで何も草加市のほかの保育園のことを知らなかったので今後も参加して勉強していきたい。
□しんえい
アベさん。旦那さんが参加。話だけ聞こうと思って来たが、オリエンテーションにもあったが、そもそも父母連が何な
のかわかっていなかった。今日は代理で来たが、来てよかった。父母会からお便りが来るが、目を通すこともさ
らっと流していた程度だったが、今日聞いたようないろんな話で決まったことがあったんだなとしる。今後はき
ちんと目を通すようにしたいと思う。保育園に持ち帰ってみんなに知らせないと、ここの会議の意義が薄れてい
ってしまうと思う。

□しんぜん
上の子が小学 2 年生。
保育園に 7 年通っているが初めて代表者会に参加。
家庭保育室や転勤で大阪に行ったこともある。
そこで感じたのが、草加の質が高いと感じた。大阪に行ったとき、草加のイメージで行ったら給食とかで少し違
うと感じた。今日参加してみて、理由が分かった。
□せざき
保護者が共通の認識を持ってやっていけるのはありがたいと思った。父母連さんから情報はいただいていたが、読めて
いなかった。
耐震が気になる。

□たかさご
事業説明会に行った。保護者がこんなに意見を言っていいかのと知った。あのあと、役員会でも話し合って、今後を検
討していくことになった。

□にしまち
初めて参加。保育部会とか学童の話をきけて、いろいろ大変なことがあるんだなと知った。
1 歳、2 歳は足立区にいた。質の違いを感じる。いいところもあり、わるいところもある。
□ひかわ
夏祭りのセキュリティをどうするか。リボンをつけているようにしているが今年に入って、セキュリティーカードをぶ
ら下げてはどうかと園長から提案があった。
→やなぎしまはイベント時はもちろん、お迎えの時にも掲げるようにしている。父母会主導でやっている。
→にしまちは各家庭 1 枚カードを持っているが、3 年くらいやっているが、チェックする人がいないので、意味がある
のかと役員会で話であった。
→しのはは先生が主導でやってくれている。
→たかさご。夏祭り時、去年まで一人ひとりチェックしているが、入口が二つあるので、受け付けはやめて、つけてい
るかどうかを目視するだけにした。

□やつか
たかださん。初めて参加。保育部会の話の職員の 6 割が臨職ということにびっくりした。1 日保育士をやったが、本当
に休憩がないことに本当にびっくりした。今日の話を聞いてそれがつながった。今日聞いた話を保育園に持ち帰
って共有することが大事だと聞いた。
昔せざきの役員をやっていた。せざきの役員会では第三町会を借りていて、やつかは、園内で面倒を見てくれていたが、
園長が変わってそれがなくなった。
□やつかかみ
（休み）
□やなぎしま
去年の会長。やなぎしまの耐震工事が完了した。ありがたい。去年一年間、ほかの園と共有できてよかった。ほかの園
には申し訳ないが、きれいになったりしてうれしかった。公民館に仮移設していたとき駐車場が無料だった。今
まで有料で借りていた。車通勤に慣れてしまったためか、6 割の申込者が 8 割になった。近隣から苦情が出るよ
うになった。
引っ越し時、土曜保育ができなかったので、やつかかみをお借りした。
保育士の先生が引っ越しで大変だったらしい。ありがたい。

□やはた
役員 2 回目だが、代表者は初めて。自分の園だけではなく、ほかの園のことも知れるのでよかった。
駐輪で近所から苦情が出ている。何か問題あったら相談したい。

５．今後の予定

・６／１８（土）10：00～12：00「第２回代表者会」勤労者福祉会館（保育は和室）
・６／１８（土）13：00～15：00「第１回会長会」勤労者福祉会館（保育は和室）
・７／２３（土）10：00～12：00「第３回代表者会」谷塚文化センター お手伝い園＝きたうら
・８／未定 市長懇談会
・９／０３（土）10：00～12：00「第４回代表者会」会場未定 お手伝い園＝きたや
・９／０３（土）13：00～15：00「第２回会長会」谷塚文化センター
・９／０４（日）13：00～15：00「草加母親大会」勤労者福祉会館 お手伝い園＝あさひ、しんぜん、やはた

