平成 28 年度 父母連第 9 回代表者会(4 月)
平成 29 年 4 月 15 日（土）
司会：藤家 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
【欠席】
きたや（お子様が熱とのことで、先に重要事項だけ連絡して帰宅してもらった。
）
【配布物】
① レジュメ（各園 2 部）
② 平成 29 年度年間予定表案 ver0.83（各園 2 部）
③ 平成 29 年度 父母連各園役員名簿調査のご案内（各園 1 部）
④ 「ちいさいなかま申込用紙」
（各園 1 枚）
【提出物】
① 特になし
1. 報告事項
（１） 待機児童数等（平成 29 年 3 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

18
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民間

17
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55

小規模

6
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10

こども園

2

101
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3

合計

38

3,003

3,140

801

150

4 月 1 日時点の待機児童数が出ていた。国基準で 30 名ほど。草加市基準ですでに 300 人。

（２） 父母連としての活動報告
4/05（水）保育課電話連絡（会長：芹澤）
4/08（土）父母連事務局会(於：文化会館)
4/15（土）
「第 9 回代表者会」氷川コミュニティセンター
（３） 年度変わりについての諸連絡など
＊3 月に配布した「こんにちは父母連です」を忘れずに各園総会資料に添付してください。
（原稿は父母連の Web サ
イトからもダウンロードできます。
）
＊「平成 29 年度 各園世帯数＆ダブり調査表」の提出がまだの園はメール送付をお願いします。事務局の負担軽減
のため、電子データでの提出にご協力ください。
＊５／０２（火）父母連総会の印刷作業を行います。子育てのつどいが開催されなかったため、たかさご、あずま、
こやまにお手伝いをお願いします。詳細は別途連絡します。19:00 に文化会館に集合。保育は無いのでお子さん
連れでかまいません。
＊５／０７（日）9：30～11：30 頃まで中央公民館第 1 会議室にて、
「総会に向けての総会資料製本作業 及び 持
ち帰り」を行います。ホチキス留めした父母連総会資料は、そのまま各園世帯分をお持ち帰りいただきますので、
各園最低１名の参加をお願いします。ホチキス本体をご持参下さい。(芯は事務局で用意します。)。持ち帰り用
の袋もご持参ください。
＊５／ＸＸ（月）18：50～20：00「保育事業説明会」が開催されます。詳細は後述。
＊５／２０（土）までに「2017 年度 各園役員名簿調査表」のメール送信をお願いします。
＊５／２１（日）
「父母連総会」

→ 総会準備 8:55 集合（しのは、やなぎしま、にしまち、しんえい、あおやぎ、やつかかみ）
（旧代表者）
→ 平成 29 年度「第１回代表者会」9:30～ 勤労福祉会館第１会議室（新代表者）
→「父母連総会」10:00～
→ 父母連総会時に各園の総会資料 30 部を持参してください。
30 部の分は、
コピー代金を父母連で補助します。
領収証の用意が難しい場合は、30 部分を請求してくだされば出金伝票で対応します。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。
→ 父母連総会時に各園の会長会アンケート 30 部を持参してください。コピー代金は父母連で補助します。経
費削減のため、輪転機によるコピーにご協力ください。こちらも、レシート等は原本でなくてもかまいませ
ん。
→ 父母連総会時にはあさひ保育園で保育を行う予定です。
→ 父母連総会時に、新年度の会費徴収書をお渡しします。6 月代表者会で徴収します。
→ 父母連総会時に、
「ちいさいなかま」
「合研Ｔシャツ」の申込書とお金を添えてお申し込みください。
→ 平成 29 年度第 1 回代表者会及び総会案内のメール案内は、平成 28 年度の旧会長・旧代表者に送付いたしま
すが、本日の連絡事項が確定情報ですので、メールを待たずに新旧役員の方々への周知をお願いいたします。
（４） 今年度の「各園役員名簿調査表」について
例年、メールにて提出していただいていた役員名簿ですが、今回は初の試みとして、WEB 上での回収を行いたいと
思います。父母連アンケートと同じような方式で入力していただきます。別紙参照。
→例年と同じく、エクセルでの提出。エクセルが使えない園はメール本文でもかまわない。

（５） 「平成 29 年度保育事業についての説明会」開催について
保育課に連絡を取り、毎年恒例の保育事業説明会の開催をお願いしました。
日時等は未定。昨年は 5 月 9 日（月）18:50～20:00 で中央公民館 3 階にて開催しました。今年も同様の日程になる
予定。
※保育事業について質問できるチャンスです。ぜひご参加ください。
今年 1 年の草加市の保育事業を知るという性質上、各園新会長・新副会長の中から 1 名以上、新代表者から 1 名以
上参加してください。もちろんそれ以外の方も参加できます。保育あります。申し込み不要です。
（６） その他・保育部会より
須藤先生
待機児童は草加市基準で約 300 人。123 人分の定員の空きがある。
保育士が 6 人減っている。
（組合の調査）
子育て支援事業の閉鎖。そこで働いていた 4 人が辞める。合わせて 10 人の保育士減。
臨時職員が平成 22 年は 144 人だったが、平成 28 年は 96 人。48 人の減少。
東京都では小池知事の方針で保育士の待遇が良くなっている。
戸田の民間保育園では、保育士になってくれたら一時金を 30 万円出すようなところもある。
草加市で産休の代替が居ない。
国旗・国家に親しむという指針が国から出た。保育部会としてパブリックコメントでやめてくれと提出した。
埼玉合研について。チラシには載っていないが、草加の講演もある。

2. 協議事項
（１） ＣＡＰ補助金について
＊大人ワークショップ、子どもワークショップに対して交通費補助があります（各 5,000 円）
。
＊ただし複数園合同開催の場合は、大人ワークショップについては 1 園分のみの補助となります。
例）2 園合同開催の場合：(大人)5,000 円＋(子供)5000 円×2 園＝15,000 円、15,000 円÷2 園＝7500 円/園

＊補助金については、CAP 開催を証明するもの（領収書等）の写しをご提出いただいてから支給となります。
H２８園はきたうら、さかえが実施。H29 年からは補助金を増額してもよいかも。
（２） その他
ちいさい料金は変わってないか？→5,660 円/年
合研 T シャツ→こちらも値段変わっている。

3. 各園の父母会より
※今回が平成 28 年度最後の代表者会となります。1 年間の感想など一言をお願いします。
□あおやぎ
現場や他の園のことも知ることが出来た。よかった。
□あさひ
交代で会議に参加している。今まで保育園の状況とか、他の園のことを知ることが出来て良かった。
□あずま
父母の声を吸い上げているという意味で、父母連という組織は大事だなと知った。
□きたうら
こういう活動をして、
□きたや
-欠席
□こやま
今まで父母連の活動を知ることが出来なかった。他の園のことも知れてよかった。
□さかえ
やはた保育園にいた。園によって全然違うことを知った。
□しのは
今まで父母連の活動を知ることが出来なかった。知れてよかった。
□しんえい
他の園の状況や草加の保育士さんが足りないという状況を知れて勉強になった。
□しんぜん
子供を園に通わせているだけではわからないことを知ることが出来て、意識が変わった。
□せざき
各園の様子や市長懇談会の申し入れなどを知ることが出来た。一歩一歩進めていることが知れた。この内容を来年度の人に
も引き継いでいきたいと思う。
□たかさご
参加するまでは分からなかったことが、知ることが出来た。市や県や国に届けることが出来るのだということを知ることが
出来て良かった。
□にしまち
各園の様子を聞いて、それを自分の園で試すことができたのでよかった。こういう機会が無ければ、他園のことを知ること
もなかった。
□ひかわ
総会資料で、父母連のことが書いてあるがよくわかっていなかった。自分が今当たり前だと思っていることが当たり前では
ないと知った。
□やつか
いままで知らなかった内容を知れた。待機児童
□やつかかみ
長年保育園に携わってきたので父母連にかかわることが出来て嬉しく思う。
□やなぎしま

他の園との違いを知ることが出来た。園に持ち帰って話し合ったりできた。いい機会だった。次の役員の方にも同じように
伝えていきたいと思う。
□やはた
代表者が一人なので全部出た。他の園や待機児童、保育士不足のことを知ることが出来た。よかった。

4. 今後の予定
・４月 30 日 父母連会計監査を予定（会長・会計・会計監査）
・
「父母連総会資料の印刷作業」上記の通り。
・
「父母連総会資料の製本作業」上記の通り。
・
「保育事業説明会」上記の通り。
・
「第 1 回代表者会」上記の通り
・
「父母連総会」上記の通り
・６／１７（土）09：30～11：30「第２回代表者会」勤労福祉会館 視聴覚室 (お手伝い園：しんえい) - 新代表者
・６／１７（土）13：15～15：15「第１回会長会」中央公民館 第 1 会議室 - 新会長
・７／２２（土）10：00～12：00「第３回代表者会」中央公民館 第 1 講座室
5. 事務局から一言
藤家：つい先日に参加した。
高山：会計有難うございました。待機児童がなぜ生まれるかの構造が変わってきたのが印象的。昔は箱が足りないから待機
児童が出ていたが、今は保育士が足りない。10 年前は保育についての意識が違った。当時の市議会議員も、勝手に預けてい
るという印象だったが今ではそんなことをやったら首が飛ぶ。草加市は財政が弱い。東京都と比べると絶対に勝てない。よ
くある質問にも、足立区との比較が出る。
芹澤：東京都は都ぐるみで対策を行っている。草加市単体では財政面で太刀打ちできない。市だけではなく、県や国に補助
をお願いしていきたいと思う。皆さんの最後の挨拶に、やれてよかったという方がたくさんいた。今後もこういう活動を続
けていきたいという方が居れば是非事務局会に参加してほしい。

