2016 年度 父母連第 3 回代表者会(7 月)
2016 年 7 月 23 日（土）
司会：浜園 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 レジュメ（各園 2 部）
② 草加母親大会チラシ（全世帯配布）
③ 市長懇談会 要望書（各園 2 部）
【提出物】請願署名
１．報告事項
（１） 待機児童数等（平成 28 年 7 月 1 日現在）
園数

公立
民間
小規模保育事業
認定こども園
合計

18
15
5
2
42

定員

在籍児童数

1,865
1,228
78
101
3,272

1,805
1,171
76
64
3,116

待機児童数

待機児童数

（草加市基準）

（国基準）

255
173
19
8
455

51
25
1
1
78

（２） 父母連としての活動報告
6/22（木）草加母親大会実行委員会：芹澤 - 欠席
6/23（木）民主教育をすすめる草加市民会議 総会：芹澤
7/11（月）広聴相談課、保育課訪問：芹澤
7/21（木）草加母親大会実行委員会 ：芹澤
7/23（土）
「第３回代表者会」谷塚文化センター
（３） 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。

（４） 草加母親大会について（チラシ参照。
）

【日時】
9 月 4 日（日）勤労福祉会館 12:00～16:15
【スケジュール】
会場設営 ：10:00 ～ 12:00（お手伝い園のみ）
受付
：12:00 ～ 12:15
分科会
：12:15 ～ 14:15
全体会
：14:30 ～ 16:15
【保育】
保育あり。あさひ保育園ホールにて 11:45 より受付。直接あさひ保育園に行ってください。保険料とお
やつ代で 200 円がかかりますが、受付にて『父母連です』とお声掛けください。保育料 200 円を父母連
で負担いたします。
【参加】
参加要請はありませんが、多くの方の参加をお待ちしています。
【お手伝い園】
あさひ、しんぜん、やはた 各園最低１名以上
当日、お弁当が出ます。お弁当注文の関係上、 ８月 19 日（ 金 ）までに参加人数をお知らせください。
会場設営のほか、父母連事務局員と分担して、分科会の記録係や司会、全体会での大会宣言をしていた
だくことになります。
10 時～12 時の保育はありませんので、子供と一緒に会場設営することになります。
【その他】
あさひ保育園を保育施設として利用しますので、あさひの代表者様には、
「施設利用許可申請書」の記入
をお願いします。詳しいお話をしますので、代表者会終わった後に来てください。

２．協議事項
（１） 2016 年度市長懇談会について
先日送付した通り、以下の日程で市長懇談会を開催いたします。
【日付】2016 年 8 月 19 日（金）
【時間】18:50 集合
【場所】市役所本庁舎 ロビー集合
【保育】なし
【要望内容】別紙参照
【注意事項】正面玄関は閉まっているため、裏口（警備室があるところ）から入ってください。
開催今年の要望内容をお手元にお配りしています。このほか、市の保育全体に関することがありましたら、ご提
案をお願いします。
また、市長懇談会に参加したい方がいらっしゃいましたら、何名くらい参加するのかを把握したいので、8 月 8
日（月）くらいまでに、参加者の「園名」「氏名」「（あれば）市長への要望内容」をご明記のうえ、
info@soka-fuboren.org のメールアドレスまでお送りください。

しんぜん保育園
病児保育 – 1 時間数百円。働く時給よりも高くなる。以前住んでいたところは 1 日何千円だった。
さかえの代表者。利用したことある。ファミサポは助かるが、両親が近くにいないのでファミサポを利用せざるを得ない。
平日は１時間７００円。休日は９００円。料金の検討をしてほしい。
あおやぎ保育園
年中・年長のバス遠足が同じ場所だった。園長先生と市が決めたことなので変えられないと担任にいわれた。
保育部会より：バスに長時間乗せるわけにもいかず、いい場所を市で考えている。バスに乗って、いつもと違う環境でお
弁当を食べるという環境があるだけで子供たちは喜ぶ子が多い。去年と同じだったからつまんないという子はあまり聞か
ない。
遠足の場所って何園くらいあるのか？→清水公園。ふれあい公園。ほか。いくつもあると思う。
やなぎしまも去年と今年同じ場所だった。元淵江公園。去年の１１月と今年の６月。どっちも雨で子供たちもつまらなか
ったといっていた。

遠足に行く場所が掲示されたのが２週間前。そこで、去年と同じじゃんとなっても遅い。いつ頃場所は決まるのか。
事務局より：市長さんではなく、課長懇談でよさそうなので、課長さんに聞いてみる。
せざき
・減免措置。高熱で長期間休むことがある。１か月休むことがあっても免除されることがないと園長から言われた。
→保育課に聞いてみる。
・0 歳～２歳の一時保育。予約も早い者勝ち。月ぎめのように大きいお子さんが予約してしまっている。本当に使いたい
方が負けてしまう。もう少し枠を増やしてほしい。
やつか
時間外保育が１８：３０まで。市の園によって延長保育にばらつきがあるのは不公平。全園１９：００までしてほしい。
延長保育をしていない園もある。
→おととしあたりに要望した。今年も要望に入れたい。
参加希望
やつか。せざき。こやま。

（２）その他・保育部会より
須藤先生より。
ニュースを２部。保育部会ニュースとめだか（臨時職員）
。時間外と給食補助。
臨時職員さんが社会保険に加入することになった。加入したいという人もいるが、夫の扶養内でという人もいたり、もう
そろそろ退職なのでいまさらという人もいる。時間外の臨職さんは足りない。強制的に加入であればやめるといっている
人もいる。
時給１０６０円になったが、一日の労働時間が８時間から７．５時間になった。日給としたら微増なだけ。そもそも昼休
みが取れない。
日中の保育士は昨年より 9 人減っていて、ここ３年では３２人減っている。臨時職員さんの離職が多い。東京都にも近い
し、川口市では退職金が出る。２０年で３００万とか。足立区は臨職さんにはきちんと昼休みを取ってもらっている。仕
事内容も掃除などの補助だけやる。草加は違う。やはりそっちに流れる。

３．各園の父母会より
□あおやぎ
駐車場が３台しか借りていない。あとは路駐している。向かいが倉庫。停めてはいけない場所に停めてしまっていて、係
で順番で見張りを立てることになってしまった。シルバーさん等に依頼できないものか。
□あさひ
自分の保育園と違うことが多かったのを知った。
□あずま
父母会で大きな問題はない。ほかの園の話を聞いて、活用していければ。
□きたうら
写真の販売方法。ネット閲覧を利用しているかどうか。ネット販売と併用している。園長会で、ネットをアップすること
をやめてほしいと決まったらしく、きたうらにもやめてくれと言われた。
ネット販売：写真屋がネットで公表している。ID、PASS。番号でチェックして、
そのほかの利用園：たかさご – 顔がわかってしまうのでやめてくれと先月、市から言われた。ネットを使わないで従来
通り園に掲示する方法を。
しのは – 前はやっていた。今でもやっているかどうかは写真係じゃないからわからない。
ひかわ – おととしくらいにネットでやっていたけど、写真係が変わってから従来通りになった。
こやま – 今年入ったばかりなのでわからない。

□きたや
特になし
□こやま

とくになし。

□さかえ
他の園の課題とかを聞くことができて有用。役員の体制を変えようとしている。不足している。係全体も全部見直そうと
考えている。
父母会費も見直す予定。
仕事を書き出してまとめをしようとしている。
□しのは
住宅街の中にあるので駐輪場は近隣の方のご厚意で借りているので１００円徴収して菓子折り配っている。
。
耐震工事も工事車両が入れないのでそこが心配。

□しんえい
前回も出て、今回も出たけど、振り込みの件などびっくりする話もあった。遠足の件も周りに話してみようと思う。
□しんぜん
皆さんの話が聞けてためになった。
３台駐車場を借りている。待機しているが、雨の日はすごい並ぶ。近隣の方が車を出そうとして邪魔になってクレームに
なる。
自転車のスピードを出す人がいるので、ママ同士がぶつかってしまう事故もあった。
□せざき
父母の会の会費の徴収方法は？オールドな封筒での徴収方法と思う。振り込み制にしてはどうかという意見が出た。効率
的な徴収方法があれば教えてほしい。
一括払い限定：４園ほど
振り込み：にしまち 手数料等は各保護者負担。一括か、年２回かの選択。
振り込みだと回収率は悪くならないか？ →未納の方は払いたくないのではなくて、手紙が入ってなかったり、振り込み
忘れなことが多い。手間はない。口座に振り込み。
今日の感想：耐震に興味ある。部分的な補強はしているが、果たして大丈夫か心配。少しづつ前進してはいるが心配。

□たかさご
市長懇談会での要望について役員会で話があった。自転車置き場に屋根がほしいという声があった。

□にしまち
父母会費の振り込みがにしまちだけだったのにびっくりした。ほかは特になし。
□ひかわ
自転車置き場があること自体にびっくり。
□やつか
去年も市長懇談会に出た。出入り口の砂利道の件についてすぐ対応してくれた。
□やつかかみ
特になし。
□やなぎしま
自転車置き場。職員のほうは屋根がある。保護者のほうはない。布団乾燥機のせいでつけられないと聞いたが不便。
□やはた
パチンコ屋を駐輪場として借りている。停めてはいけない場所に停めてしまっているので父母会で喚起していく。

４．今後の予定
・８／１９（金）18：50～19：45「市長懇談会」市役所本庁舎
・９／０３（土）10：00～12：00「第４回代表者会」中央公民館第１講座室 お手伝い園＝きたや
・９／０３（土）13：00～15：00「第２回会長会」中央公民館第１講座室
・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
・10／１６（日）10：00～12：00「第５回代表者会」氷川コミュニティセンターお手伝い園＝さかえ

