2016 年度 父母連第４回代表者会(９月)
平成 28 年 9 月 3 日（土）
司会：根岸
記録：芹澤
【出席】
□あおやぎ
□しのは
□やつか
【配布物】
①
②
③
④

□あさひ
□あずま
□きたうら □きたや
□こやま
□さかえ
□しんえい □しんぜん □せざき
□たかさご □にしまち □ひかわ
□やつかかみ□やなぎしま□やはた
□保育部会
□父母連事務局
レジュメ（各園 2 部）
「請願項目の修正と請願提出のご報告」
（全世帯）
「市長懇談会要望について」の回答書（各園 2 部）
「３０人学級実現署名のお願い」
（説明用紙各園２部＋署名用紙全世帯） -金井さんから一言

【提出物】
① 特になし
１．報告・連絡事項
（１） 待機児童数等（平成 28 年 8 月 12 日現在）
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（２） 父母連としての活動報告
７／25（金）署名実行委員会（会長：芹澤）
７／26（火）民主教育をすすめる草加市民会議（会長：芹澤 – 欠席）
８／17（水）署名実行委員会（会長：芹澤 – 欠席）
８／19（金）平成 28 年度市長懇談会 – 後述
８／22（月）保育課訪問（会長：芹澤 - 保育課懇談：後述）
８／23（火）民主教育をすすめる草加市民会議（会長：芹澤）
８／25（木）草加母親大会実行委員会（会長：芹澤）
８／27（土）父母連事務局会
９／03（土）
「第４回代表者会」中央公民館にて
９／03（土）
「第２回会長会」中央公民館にて
（３） 請願署名について
皆様のご協力のもと取り組んでくださった署名が、保育園だけで 4,414 筆、全体で現在 23,561 筆ほど集まりま
した。ご協力ありがとうございました。
議会に請願をかけようと各会派の議員さんに事前にすりあわせを行ったところ、このままでは通すことができな
いという声が大多数となりました。この文面にて賛成してくださった皆様方には大変申し訳なく、苦渋の決断で
したが、請願を通し賛成可決していただくことが、署名をしてくださった皆様方の意思であると信じ、署名内容
を別紙資料のように変更いたしました。その結果、全会派から紹介議員を出して頂くことが出来、9 月議会では
賛成多数で可決される予定です。

（４） 市長懇談会について
8 月 19 日（金）
、19:00～19:45 の日程で、市長との懇談会を開催しました。参加者は、全部で 10 名となりまし
た。45 分という時間は非常に短く、あっという間に終わってしまいました。
要望に対する回答書も頂きました。各園 2 部ずつお渡ししますので、役員会等で回覧してください。極秘資料

というわけではなく、公開された公文書ですので、どなたに閲覧してもらっても構いません。父母連 HP でも閲
覧出来るようにしておきますので、ご興味ある方はダウンロードしてご覧になってください。
（５） 保育課訪問について
市長懇談会の報告と、7 月代表者会で出た件について、1 時間ほどなごやかな雰囲気で懇談しました。
（外は台風
で大雨でしたが）新しい庁舎で、快適そうでした。
・年中と年長クラスのバス遠足が同じ場所であった件について。
・同じ場所であっても、昨年度にできなかったことができるようになった喜びを感じることができるの
ではないか。
（触れなかった虫に触れるようになったなど）
・バスに乗ってどこかに行くこと自体に喜びを覚える。
というようなことを言われていたので、子供たちの実際の声として、同じ場所でつまらなかったという
声も聞くので、やはり別の場所に行ってほしいと思っていることを伝えました。
昔は震災で茨城のほうまで行っていたが、最近は近郊になっているという話も聞きました。
・1 か月以上休んだのに保育料減免ができなかった件について
・1 か月以上のお休みによる保育料減免というのは、連続した 1 か月のことで、例えば、熱で 1 週間休
んだ。インフルで 1 週間休んだ。の累計が 1 か月になったというのは該当しないとのことでした。
今回のせざきのケースもそれに該当するので申し訳ないですが、
、
、とわざわざ調べてくださいました。
正式な回答は、後日文書でいただける予定です。

（６） 草加母親大会について
【日時】9 月 4 日（日）勤労者福祉会館 12:00～
当日お手伝い園：あさひ、しんぜん、やはた各園１名以上 （10 時に現地集合）
① 記録係 ②会場設営係 ③大会宣言係 → 諸事情により父母連が担当から外れました。
【スケジュール】
会場設営：１０：００～１２：００（お手伝い園には、１０時から手伝っていただきます。
）
受付
：１２：００～１２：１５（保育あり。
「父母連から」と言えば保育料は父母連負担となります）
分科会 ：１２：１５～１４：１５
全体会 ：１４：３０～１６：１５

（７） その他
・保育合研 in 鳥取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）
・保育部会より
時給１００円上がったということだが、これにはからくりがあって、実は３０円しか上がっていない。今
までは時給９６０円で８時間勤務だったが、時給１０６０円で 7.5 時間になった。もらえる日給は時給３
０円分だけしか上がっていない。
実態は７．５時間というわけにはいかず、昼休みも取れない。昼休みをきちんと取っていこうということ
を組合としては進めていこうと思っている。
公共施設等総合管理計画について。
２０年～３０年後、公民館や保育園の公共施設の数は合っているかということを国が出させている。草加
市は人口が減るということを想定し、公共施設を減らすことを想定している。
組合として社会保険加入問題をやっている。国が１０月から短時間の臨時職員であっても社会保険に加入
しなければならないという話がある。臨時職員は全員該当する。民間だと５００人以上の事業所。
臨時職員と朝の調理補助が該当する。
組合のほうで聞いたところ、何人かは入りたくないと言っている。ご主人が企業勤めなので扶養の枠内で
働いていた。ほかにも、もうすぐ定年だからとかそういう理由で。
入らなければならないのならば辞めるという人が数名いる。
今でも時間外の保育士が足りないので、辞められると困る。
国の制度だからと言って、ホイホイ導入するのはやめてくれと思っている。経過措置とかを考えてほしい
と思っている。
今は１３０万円。
「１か月が週２０時間以上、１年以上勤務する予定。５０１人以上の事業所。
」になる。

２．協議事項
なし。

３．各園の父母会より
□あおやぎ
特になし。
□あさひ
特になし。
□あずま
特になし。
□きたうら
７月１５日の夏祭り。
□きたや
特になし。移転は平成３２年ごろになるということでいいのか。いい・
駐車場問題。駐車禁止の切符を切られる。

□こやま
特になし。
□さかえ
特になし。
□しのは
耐震工事について。しのはは住宅街にあるし、古いので、耐震工事を早くしてほしい。
しのはの付近で、仮園舎を探しているとの回答が市からあった。

□しんえい
特になし。
□しんぜん
特になし。
□せざき
７月１５日に夏祭り。毎年赤字なのでどうにかしないといけないと思った。経費に対して売り上げが少ないのが理由。

□たかさご
耐震のことについて。耐震の話をするとき（保育課事業説明会）をやるときに設計士が同席してくれるといいのではない
か。
園の敷地内にある自転車置き場雨除けがほしい。

□にしまち
保護者が参加する行事。夏祭り。運動会。お楽しみ会がある。
セキュリティの問題。ほかの園はどうしているか。
きたうら：首から下げるカードを作っている。児童１人付き２枚赤いカードを配り、卒園まで持つ。おじいちゃんお

ばあちゃん用には青いカードを何枚ほしいかを聞き、前日までに配る。当日回収。小学生も青いカードを装着
義務あり。
セキュリティ委員がいて、交代制でやっている。
あずま：同様にセキュリティカード。
せざきとやつか：セキュリティには厳しくない。他の保護者からはあまり苦情はない。
お楽しみ会の席順はどうしているか。くじ引きやあみだで１番～２０番を割り当てたりしているが、１番が端っこなのは
どういうことか、という苦情が出たりしている。
きたや：ホールが狭いが、運動会やお楽しみ会でスペースが区切られている。おばあちゃんや親せきは一番後ろ。お年寄
り専用の椅子はある。
ひかわ：子供がくじを引いている。
さかえ：子供がくじを引く。席番号にしていたが、人が多く結局来た順になってしまっていて、苦情になった。ロープを
張るなどいろいろ考えたが、くじだから運としてやってもらった。

□ひかわ
特になし。

□やつか
耐震補強の件。木造だからできないと聞いた。建築関連の仕事をしている。木造だから耐震工事ができないのは違うと思
う。

□やつかかみ
特になし。

□やなぎしま
特になし。

□やはた
特になし。

４．今後の予定
・09／04（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：さかえ）
・12／03（土）10：00～12：00「第６回代表者会」場所未定（お手伝い：ひかわ）
・01／22（日）10：00～12：00「第７回代表者会」場所未定 （お手伝い：せざき）
・01／22（日）13：00～15：00「第３回会長会」場所未定
・03／04（土）10：00～12：00「第８回代表者会」場所未定（お手伝い：）
・04／15（土）10：00～12：00「第９回代表者会」場所未定（お手伝い：）
※お手伝い園には、代表者会の約 1 週間前に行われる事務局会議への参加と、当日の準備作業をしていただきます。代表
者会に参加される方がお越しください。

