平成 28 年度 父母連第 8 回代表者会(3 月)
平成 29 年 3 月 4 日（土）
司会：中島
記録：芹澤
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⑦
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レジュメ（各園 2 部）
こんにちは父母連です（各園 2 部）
会長会アンケート用紙（各園 1 部）
父母連役員告示（各園 6 部）
各園世帯数＆ダブり調査表（各園 1 部）
平成 29 年度年間予定表案（各園 2 部）
父母連アンケート結果-回収率ランキング（各園 2 部）
父母連アンケート結果-自由意見（各園 2 部）
草加母親大会からの脱退について（各園 2 部）

【提出物】
① 特になし
1. 報告事項
（１） 待機児童数等（平成 29 年 1 月 1 日現在）
園数

（２）

（３）

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

18

1,866

1,806

435

77

民間

17

1,228

1,176

269

49

小規模

6

97

88

37

9

こども園

2

101

72

11

3

合計

43

3,292

3,142

589

138

父母連としての活動報告
2/09（木）子ども子育て会議(於：子育て支援センター)：根岸副会長
2/14（火）子ども教育連携推進委員会(於：高砂小学校)：中島副会長（欠席）
2/25（土）父母連事務局会(於：文化会館)
3/04（土）第 8 回代表者会(於：氷川コミュニティセンター)
父母連アンケートの結果について
ご協力ありがとうございました。1014 件の回答をいただきました。うち 6 件は民間園でした。昨年の回収数は 797
世帯でした。お陰様で昨年より件数は増えました。実際には今年から世帯数ではなく園児数での集計となっていま
すので、増えるのは当然なのですが。
（きょうだいがいる場合は複数回回答）
。
やはり集計は非常に楽ですので、今後もネットでのアンケート続けていきたいと思います。詳細の集計結果は近
いうちに集計いたしますが、今回は回収率ランキングと自由意見部分だけまとめましたのでご覧ください。
自由意見の中で、スマートフォンからだと見づらいという意見もありましたが、海外製の無料のアンケート作成
サイトを使っています。使い勝手の良いサイトをご存知でしたらぜひ教えてください。
回収率アップについて
きたうら：メールでアンケートのお願いを流した。クラスによっては LINE。父母連からの速報値を添付した。改め
て依頼をした。回答した人のチェック表も作った。
さかえ：各クラスリーダーからメールにて配信。各クラスの掲示板に掲示した。2 月半ばの速報値は 50%未満だった

ので各クラスの懇談会後の役員会のときに、その場でアンケートをしてもらった。
（４）

その他・保育部会より
須藤先生：
自己紹介から。
高砂コミセンで 100 人の方、子供の発達の勉強会。
来年度：4 月から公立保育所では 6 園で 120 人の定員割れ。ざっくり 500 人くらいの待機児童が出る。保育士の採用
は 7 人。17 名が退職予定。
さかえときたうらでやっている一時保育と子育て支援を閉鎖する。
臨時保育士がやめる。
小規模保育が 10 か所増える。うち、5 か所が家庭保育からの移行。新規が 5 か所。これにより、市内全体で小規模
A 型が 4 か所。小規模 B 型が 11 か所になる。
C 型は市がやらないと言っている。
民間認可保育園は再来年度（2018 年 4 月）に 1 園出来る予定。
国が保育内容に口をはさむのはおかしい。

2. 協議事項
（１） 父母連役員（事務局員）の選任について
このたび、しのは保育園の藤家さんから父母連役員になりたいという申し出がありました。事務局としては大変
ありがたい申し出で、是非とも受け入れたいと思っています。
父母連規約 8 条二項により、この代表者会で 4 分の 3 以上（14 園以上）の賛成で承認されます。ご協議、ご決議
をお願いします。
第 8 条（役員）
二． 事務局員に限り、代表者会の出席父母会の４分の３以上の賛成により役員となることができる。この
場合の任期は次の総会までとし、総会で新たに承認を受けることにより再任することができる。
→賛成多数で可決

（２） 各父母会総会資料（こんにちは父母連）について
毎年各父母会の総会資料の最終ページに父母連紹介を挟みこんでいただいています。来年度もよろしくお願いし
ます。各園に 2 部ずつ配布しています。この原本をコピーして各園総会資料にお使いください。印刷費用は領収書
と引き換えに代金をお支払いしますので、後日申し出てください。
（経費節約のため、輪転機のご使用にご協力くだ
さい。
）また、原本を父母連ホームページでダウンロードできるようにしておきます。
なお、印刷の都合上、レシートや領収書が発行できない場合は、請求書のようなものでかまいません。
その際、各園の会計さんがそのレシートや請求書を保管しておきたいということであれば、父母連へは原本では
なくコピーされたものでかまいません。

（３） 会長会アンケートについて
新会長さんにお渡しいただき、ご回答の上、30 部を印刷して 5 月の総会時にお持ちください。
こちらも「こんにちは父母連」同様、コピー代金は父母連で負担いたします。レシート原本の保管についても「こ
んにちは父母連」同様原本でなくてかまいません。
（４） 平成 29 年度父母連役員告示について
父母連では規約に則り、以下の日程で父母連役員の募集告示を行います。各園の掲示板に掲示をお願いします。
父母連の活動に興味のある方、お待ちしています！

【告示期間】
平成２９年３月６日～平成２９年４月３０日
【定員】
会長１名、副会長若干名、事務局長１名
事務局員若干名、会計２名、会計監査２名
※本来、現役の役員・事務局員が最低でも 6 名程度必要ですが、3 名しかいない状態が続いています。残るは OB
の皆様に善意でやっていただいています。皆様の周りで、父母連活動にご興味ある方を是非ご紹介ください。昨年
度より、大半の園では、役員や係りが免除されています！！
→5 月や 6 月で世帯数が増えても、請求額は固定。世帯数が減った場合は応相談します。
→子供の名前じゃなく、名字だけでも OK

（５） 各園世帯数＆ダブり調査表について
来年度の父母連への会費納付や、各資料の世帯数配布時に使う『各園世帯数』を毎年 4 月に調査して提出して頂
いています。各園の世帯数を記入し、他園（公立保育園に限る）にきょうだいのいる世帯がいる場合、その世帯の
お子さんの登園状況を記入してください。どの世帯が当てはまるかは園長先生にお問い合わせください。
（毎年恒例のことなので、園長先生も分かっていると思います。
）
次のいずれかの方法でご提出ください。
・WORD ファイルを父母連ホームページでダウンロードして、電子データを父母連 info メール宛に送信
・手書きして携帯電話で撮影したものを父母連 info メール宛に送信
締め切りは 4 月 14 日（金）までです。ご協力よろしくお願い致します。
（６） 父母連総会資料の製本作業について
毎年父母連総会前に、資料の印刷と綴じ込みのお手伝いを各園にお願いしています。
（資料の枚数が膨大なため）
。
日時：5／7（日）9：30～11：30 頃「父母連総会資料の製本作業・各園持ち帰り」
場所：中央公民館 第１会議室（保育あり）
備考：各園ホッチキス本体と持ち帰り用の袋を持参の上、各園最低１名の参加をお願いします。父母連総会資料
はそのまま各園で世帯分を持ち帰って配布して頂きます。ホッチキスの芯は事務局で用意します。

（７） 父母連総会資料印刷について
上記製本作業の前に、資料を印刷する必要があります。15 ページほどの資料を 1800 部ほど印刷します。
（A4 用紙
が約 17,000 枚必要です。
）いつもは事務局員が行っていましたが、ご存知の通り、人手不足ですので、代表者の方
にお手伝いいただこうと思います。
日時： 5 月 2 日（火）19 時～21 時頃
場所：草加市文化会館ワーキングルーム（保育無し）
お手伝い園：たかさご、あずま、こやまの各園 1 名（子育てのつどいのお手伝い園）
（８） 草加母親大会からの撤退について
私達父母連は、長年、草加母親大会に参加していました。しかし、事務局員不足により、また、父母連規約第
13 条に抵触する活動を行っていると判断し、来年度以降、草加母親大会から撤退しようと考えています。別紙参
照。ご協議、ご決議をよろしくお願いします。
なお、来年度の草加母親大会の第 1 回実行委員会は 4 月 4 日（火）19:30 より草加市文化会館にて行われます。
→賛成多数で可決
（９） その他

・平成 29 年度草加市保育事業説明会について
開催日は未定。保育課と日程等の確認を行います。例年４月下旬～５月初旬に行われています。
（平日夜、保育あ
り）
。来年度もその形でお願いしていく予定。
3.

各園の父母会より

□あおやぎ
園長組の遠足の場所。年中組は足立区の生物園。その直後の年長さんで同じ場所に行った。
20 分かけて青柳中学校の演奏に行ったが、真冬で雨が降っていた。非難靴で裸足で行った。真冬に外に行くときは靴下
を履かせてほしい。草加市の保育は裸足保育をうたっているが、使い分けをした方がいいと思った。
足がカサカサになる子から、医者から裸足はとめられているので保育士に相談したら自分では決められないと言われた。
□あさひ
アンケートが昨年はびりだったので、今年は細かい声掛けをしてよくなった。来年度も続けたいと思う。
移園があるので駐車場係を作ろうかという話も出ている。今後の役員会でも続いていくと思う。
今回初めて参加して、須藤先生のお話を聞けて、現状を知った。役員会でも伝えていきたいと思う。
□あずま
アンケートのやりかたを参考にして来年度に活かしたいと思う。
□きたうら
アンケート結果を読んで。色々な考えの人がいるんだなと知った。園の役員会でもよくよく考えないといけないと知っ
た。
写真販売がアナログというアンケートについて。
給食も園によって違うとかいうのを初めて知った。
□きたや
アンケートの結果が半分以下だった。運営役員が少なかった。懇談会の後にやってもらうというのは良いと思った。
建て替えが進んでいるので、事務局員
□こやま
アンケートがここ 3 年ほぼ最下位なので、いろいろと工夫していきたいと思う。
□さかえ
アンケートの各クラスリーダーからメール配信してもらうにあたって、アンケートをお願いしますだけではなく、父母
連の意義や活動内容を説明した。0 歳児保育の件や主食無料化の件など。そういうことを添えれば回答率が上がるのか
なと思った。
駐車場問題。夕方は混雑している。保育園も気にしてくれている。園長先生が混んでいると放送を流してくれたりして
促してくれる。
役員の引き継ぎ。会長から会長へなどはあるが、どこからどこまで引き継ぎすればいいのか、手さぐりでやっている。
マニュアルを整理することにした。来年度からはスムーズになったと思う。
□しのは
駐車場と駐輪場が悪い。周りに住んでいる方々の場所を借りている。
防犯上も問題。他の保育園だとカードを持っていて掲示する園もある。
□しんえい
駐車場問題がだいぶ変わった。セイムスさんの開店時間が変わったので対応をした。違反をしている人がいるので見回
りを始めたり、臨時集会を開いたりした。来年度から駐車場係を作ることになって、見回りをすることになった。

□しんぜん
アンケートはメールでアナウンスした。今まで通りやったがなぜか今年は半分くらいになってしまった。他の園の仕組
みを役員会でも話した。チェック表の話も出たが、そこまではやめておこうということになった。原因不明。
耐震工事の対象。園が遠くなる。次年度の父母会でも話題になってくると思う。
移転先の駐車場はどうなるのか心配している。今は利用者で月極料金を割って払っている。台数を増やしたいが近隣に
空き駐車場が無い。駐輪場はない。
□せざき
アンケートの回収率。名簿をやったら上がった。名簿を出すのはどうかという声もあった。
□たかさご
回収率が昨年より下がった。昨年まではメールで案内したが、今年は掲示板とポケットに入れるだけ。来年度はメール
を回したいと思う。
□にしまち
父母会がわりと活発。最後の役員会でも防犯リボンを用いて、セキュリティーを強化していこうとしている。園側と取
り組んでいる。なかなか父母全体に浸透させるのが難しい。リボンやストラップを配布するのがしんどい。にしまちは
通年で持っていてもらうのはどうかという意見が出ている。来年度も新しい方法でやっていこうと思っている。
□ひかわ
安全面を気にしている人がいるのだなと実感した。ストラップを採用しているが、園との折り合いがつかずに来年度の
役員に持ち越し。父母会でストラップを購入するのは父母会でやると伝えたら、管理は誰がやるのかという面で折り合
いがつかなかった。保育園側では、人数管理とかは出来ない。父母会でも、名簿がもらえないので管理もできない。
公立・民間・小規模と色々とある中で、なぜ公立を選んだのかを親が認識（勉強）する必要あると思った。
□やつか
アンケートの自由意見で、アンケートは大事だと思ってくれる保護者も居て、そういう人が増えてくれると大事だと思
った。
□やつかかみ
耐震補強の工事で引っ越しをやった。イレギュラーな年だった。父母連の代表者も一人だけ。引っ越しも終わったので
ひと段落した。
公立保育園は存続してほしいと思った。
□やなぎしま
アンケート回収率がすごく悪かったので、会長と相談して、来年度は頑張りたいと思う。やなぎしまは引き継ぎが総会
後の 30 分しかない。わからないものはメールしてねという方針。今後
駐車場が地主さんの意向で 3 万円値上がりするので総会で承認してもらう必要がある。
□やはた
駐輪場問題。昔は周辺に何もなかったが、今は住宅街が出来ている。やはた保育園付近に停めるなとか子供がうるさい
とか苦情が来た。
駐車場も路駐している人がいる。
園長先生とも父母会は父母会、園は園というスタンスで、連携がとれていない。バザーは廃止になった。白鳥園長はよ
かった。
新しい園長先生はあまりトラブルを起こしたくないようだ。

4. 今後の予定
・０４／１５（土）10：00～12：00「第 9 回代表者会」氷川コミュニティセンター大会議室
・０５／０２（火）19：00～21：00 頃 「父母連総会資料の印刷作業」
：先述のお手伝い園のみ
・０５／０７（日）09：30～11：30 頃 （製本作業が終わるまで）
「父母連総会資料の製本作業」
・０５／？？（？）19：00～20：00「保育事業説明会」※新旧の会長と代表者
・０５／２１（日）09：30～09：45「第 1 回代表者会」勤労者福祉会館 ※新代表者
・０５／２１（日）10：00～12：00「第 32 回父母連総会」勤労者福祉会館 ※新旧の会長と代表者

