令和３年１０月１日

No.１

暑かった夏もようやく過ぎ、秋めいた季節となってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今年度の保護者会連合会が始動して半年が経ちました。私たち保護者会連合会では、
「子どもた
ちの最善の利益」を目的として、皆様のご意見をお聞きしながら、子どもたちと保護者の明るい未来の
ために、ささやかながら活動を行っております。
今回の保護者会連合会だよりでは、役員紹介とこれまでの活動のご報告をさせていただきます。

令和３年度 保護者会連合会役員紹介
会長

宮崎裕一郎（高津保育園）
今年度、保護者会連合会の会長を務めさせていただくことになりました、高津保育
園保護者会長の宮崎裕一郎です。
中学生の娘、小学生と年長の息子の父親として、日々悩みながら子育てを行なって
います。
今回このような大役を任され、自分に務まるだろうか不安はありますが、子育て
環境の改善に少しでも役に立てるよう、役員・保育研究会の皆さんと協力して一年
間頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

副会長

檜谷

佑（原浜保育所）

副会長

寺戸豊太郎（東仙道保育所）

今年度保護者会連合会の

今年度、副会長を担当させていた

副会長を務めさせて頂くこ

だく、東仙道保育所保護者会会長の

とになりました、原浜保育

寺戸豊太郎です。

所保護者会長の檜谷です。

昨年からのコロナ禍で保育園行事

5 歳と 2 歳の息子 2 人の父

のみならず色々な行事が思うように

です。去年に引き続きコロ

出来なくなりました。ワクチン接種

ナ禍の中で自粛ムードではありますが、良い活動

が進み、いくらかでも世の中が落ち着くかと思えば、逆に

ができるよう頑張りたいと思います。

感染が拡大している現状に驚いています。

あと関係ないですが、最近ダイエットをしてい

昨年度同様に大きな行事は難しいと思いますが、微力な

ます。なにか糖質低めのスイーツがあれば誰か教

がら保育研究会の支えの一人となり、コロナ禍での活動を

えてください。よろしくお願いします！

進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

理事

石田智史（まるに保育所）
５歳の娘と２歳の息子の父親です。保育園の先生方をはじめ、多くの方々に支えら
れて、日々成長している子どもの姿に喜びを感じております。いつもお世話になり、
ありがとうございます。今年度も様々な活動において新型コロナウィルスの影響があ
りますが、保育園の先生方や役員の皆様と協力して、子どもたちのために、より良い
活動を行っていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。
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理事

原田俊明（匹見保育所）

理事 隅野絢子（すみれ保育園）

今年度、保護者会連合会の理

今年度、理事をさせていただく

事を務めさせていただきます、

ことになりました。すみれ保育園

匹見保育所の原田です。子ども

の隅野です。といいましても、夜

達や保護者の皆様が、過ごしや

行われる役員会には家庭のことも

すい環境になれるように、微力

あり出席できず、役員のみなさま、

ながらその手助けができたらな

同じ保育園の副会長には大変お世

と思います。よろしくお願いい

話になっています。ありがとうご

たします。

ざいます。子どもは、７歳と５歳の娘がいますが、

監事

人なつっこい子で毎日ハラハラしています。ご迷惑

來島さゆり（中須保育所）

をおかけすることも多いと思いますが、できること

正直、このような会があること

はお手伝いさせていただきます。よろしくお願いし

を知らず、この役を受けたわけで

ます。

すが、私がこの会でできることは

監事 寺戸顕太郎（横田保育園）

何だろうと考えました。それは、

今年度の監事を務めさせてい

日ごろ保育について思っているこ

ただくことになりました、横田

とを語っていくこと、それに尽き
るなと思いました。小さな声でも、もしかしたら誰か
が耳を傾けてくれるかもしれません。同じように思っ
ている人もいるかもしれません。一母親として、改め
て益田市の保育について考えていこうと思います。

保育園の寺戸と申します。年長
と年中の子供たちと日々奮闘し
ております。昨年から続いてい
ますコロナ禍において、何がで
きるか分かりませんが、役員の皆さんと協力して一
年間頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。

以上８名の役員に加え、前年度会長・田中一也さん（雪舟保育所）
、前年度役員・小川宝歓さん（須子保育
園）、竹江裕司さん（めばえ保育園）
、高野博之さん（梅賀山保育園）
、房崎淳史さん（小野保育所）に、顧問
として今年度も連合会の活動にご参加いただき、前年度の経験等を踏まえた様々なご意見・アドバイスを頂
いています。よろしくお願いいたします。

保護者会連合会とは？

～こんな活動をしています～

益田市内の全ての認可保育所（園）の保護者会の会長及び副会長が会員となり、子どもを市内認可保
育所（園）に通わせる保護者の研修、保護者同士の親睦を図るとともに、親子交流事業等を「子どもた
ちの最善の利益」を目的とし企画・実施していく、保護者同士の会です。
昨年度の活動内容（令和２年度）
○保護者対象アンケートの実施（８月）
○市への要望書提出（１１月）
○イルミネーションを飾ろう！（１２月）
○連合会だより発行 等

今年度の活動予定（令和３年度）
○アンケートの実施（8 月）
○頂いたアンケート結果を基に、
市への要望書を作成し提出
○連合会だより発行

等
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保護者会連合会アンケート結果報告
今年度もアンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。
保護者会連合会アンケートを実施したところ、たくさんのご意見なかでも毎年のように保育料に関する要望、
また医療体制や子育て環境への不安などの声が多数上がっています。これらのご意見を基に、保護者会連合会
としてなにが出来るのか考え、今後の活動につなげてまいりたいと思います。
回答数：527

回答者：父 65

母 459

その他 3

1-（1）保育事業について
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

99

235

175

13

3

保育事業

⑤大変
不満
④不満
①大変
1%
2%
満足
19%
③普通
33%
②満足
45%

・先生方の温かな関わりが伝わってくるので安心して預けられています ・3 歳未満児の保育料も
負担を減らして欲しい ・日曜日、祝日も保育をしてほしい ・どんなおやつを食べてるか知りたい
です。献立表に、給食メニューだけでなくおやつも載せてもらえたら嬉しいです ・保育園によっ
て、内容に差がありすぎる。保育園同士で連携して、あまり差のないようにしてほしい ・一時保育
に関してどうしたら使えるのかを新米のお母さんたちは分からないからもっと色んなところから教え
て貰えたら、産後うつ等の防止にも繋がると思う ・就労なのに土曜日の預けにくさ ・ひとり親でパ
ート務めの家庭でも短時間保育ではなく、保育時間を延ばして欲しい

1-（2）病児病後児保育利用経験
①

ある
66

1-（3）ますだファミリーサポートセンターについて
②ない

①利用したことがある

②知っているが利用していない

③知らない

460

9

264

253

・興味があっても遠かっ

病児・病後児保育利用
経験

ますだファミリー
たりすると、結局行くこと サポートセンター
ができない ・医師の診

①あ
る
13%

断書が利用するのに必
要で、利用しづらかっ

②な
い
87%

た ・病児保育の充実、
定員を増やして欲しい

③知らな
い
48%

・都会に比べて、ファミサポが
利用しづらいように感じる（家
①利用し
たことが
ある
2%

事代行など） ・利用したい気
持ちはあるが、実際どういう人

②知っている
が利用してい
ない
50%

たちに預けるのか不安がある
ので、もう少し利用しやすくし
てほしい

2-（1）医療について

医療

①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

42

138

204

114

29

・専門の個人病院が少ない ・産婦人科を増やしてほしい ・耳鼻咽喉科や小児科が増えると助か

⑤大変 ①大変
不満 満足
8%
④不満 5%
22%

③普通
39%

ります ・益田赤十字病院を紹介状なしで受診できるようにしてほしい ・インフルエンザ等予防接
種など、助成があると嬉しい ・食物アレルギーの検査を乳児検診の時にしてもらえたらいいなと思

②満足
26%

う ・日赤の小児科を以前のように皆等しく受診できるようにしてほしい ・発達に関する病院がもう
少しあればと思う ・県外や出雲に通院しないと治療できないので、とても不安になることがある ・
継続して医療介入が必要な子供に対する医療費の助成や受診に必要な親の休暇を補償する制
度が必要だと思います ・未就学児の医療費の窓口負担が無料になり、大変ありがたい

2-（2）危険箇所について
①ある

②ない

174

325
・保育園近くの道が狭いところが多い ・縁石や歩道のない道路 ・川のそばを歩くのに、ガードレー

危険箇所

ルがない ・運動公園敷地内の、街灯が少ない ・歩道はあるものの、草が繁茂して通行できない箇

②な
い
65%

①あ
る
35%

所(至るところにあり) ・市内公園すべての既存の遊具が古い。公共のトイレが不衛生 ・空き家など
老朽化した建物の付近 ・近くに崖ぐずれが起きそうなところがある ・公園のブランコ。小さい子供
が乗れるような背もたれ付きのブランコシートみたいなものがついたブランコがあればいいなと思
う ・とにかく道が狭いのとスクールゾーンの路駐も多いのでもっとマナーよくしてほしい ・歩道と車
道の境界線があいまいで、その場所でスピードを出す車が多いので危険 ・スーパーの駐車場
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2-（3）職場環境について
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

66

164

212

59

11

⑤大
変不
満
2%

職場環境
④不
満
12%

・まだ父親が育児休暇を取れる環境ではない ・子どもの熱での欠勤は少しは理解してほしい ・産
休手当、育休手当の手続きを簡単にして欲しい ・まだ子どもが小さいが残業続きで大変。業務の

①大
変満
足
13%

③普
通
41%

負担が大きすぎる ・子育てをもっと重要視される環境になると良い ・人員不足で子どもの病気の
時に休みにくい状況 ・会社の都合で有休を使われるので、子どものために使う有休がない ・小さ
い子どもがいる世帯には残業が免除できたり、休みが取りやすい環境になって欲しい ・40 代、50

②満
足
32%

代の意識改革 ・看護休暇のある職場なので有難いです ・悪阻休暇がほしい ・人間関係が複雑
で精神的に疲れる ・求人票の段階で、子育て支援に関しての記述がほぼ無い

2-（4）発達の相談
①している

②していない

378

140
◆発達の相談をしていない理由

発達の相談

・外部の機関などで真剣に考えてくれる人がいない ・今のところ大きな悩みがないため ・あまり気

②し
てい
ない
27%

にしていないし、相談できる場になかなか行けない ・これくらいのことは相談するほどでもないのか
①し
てい
る
73%

なと思ったりするので… ・家族にしているから ・時間がない ・しようか迷い結局しないままになって
いる ・ネットで解決 ・気になることがあれば、その都度保育士に相談している ・気軽に相談できる
場所、雰囲気がなく、相談しづらいから ・情報がなさ過ぎて探せない ・決まった日にちの相談会な
どに休みが取れない。又、何処に行けばいいのか分からない ・話す機会がない

◆子育て環境について現状や改善してほしいこと等
・未満児くらいの子どもが遊べる遊具がほしい ・子供が遊べる場所がない。 特に室内施設。 有料でもいいので、充実した市営の遊具施設
など ・雨の日に遊びに行く場所がない ・近くに公園がない ・子供手当、扶養手当を 18 歳まで引き伸ばして欲しいです。15 歳以降からお
金がかかるのにそこから全ての支援がなくなるのですごく不安です ・気負わず普段の小さな悩みを相談できる場所がほしいです
◆少子化対策について現状や改善してほしいこと等
・子育て世帯だけが住める市営住居があると良い ・不妊治療への助成金を手厚くしたらいいと思う ・妊娠・出産・子育てに関する補助金や
給付金の拡充 ・ミルク、オムツの無料配布 ・産後ケアを充実させてほしい ・子育てサポートの多様性、産科医療施設を増やす ・ひとり親
家庭のコミュニティ等があれば心強い ・若い人達を外から呼び込むようなサポートや海外の人達への支援 ・子ども用品のレンタル
3-（1）卒園後の環境について
①大変不安

②少し不安

③不安はない

37

263

219

卒園後

①大
変不
安
7%

③不
安は
ない
42%

・児童数が少なくコミュニケーションの場が少ないこと ・長期のお休みに預けられる環境があったら嬉
しい ・自分の足で歩いて通える小学校はずっと残して欲しい ・新しい環境やお友達とやっていける
かが少し不安 ・通学路や帰宅後の過ごし方。特に低学年時期 ・道路の整備。安全な登下校が出来
る環境 ・スクールバスを出してほしい。暗いトンネル内は通学路として不適切 ・学童の朝の開所時

②少
し不
安
51%

◆コロナの影響

間を早めて欲しい。仕事に間に合いません ・入学前に学校の様子等の情報がわからない ・下校後
の時間に利用出来る事業やサービスなど情報提供をして欲しい ・学童を希望する人は誰でも利用で
きる環境を整えてほしい ・勉強についていけるか、友達と仲良くできるか心配 ・他エリアとの合併等

他意見や育児の悩みなど

・なかなか保育参観などの行事が出来ないのが残念 ・遊びに行く場所が限られて困る ・メディアの時間が長くなった ・子供がマスク着用
の大人しか知らないことが心配 ・濃厚接触者になると、二週間休まないといけないので、仕方がないが大変 ・出掛けられなくなって、おも
いっきり遊ばせてあげられない。水族館や動物園に行かせてあげたいけどできない ・風邪を引いた時に病院にすぐ行けないので困ってい
ます ・子供が感染すると入院できるのか。 両親が感染した場合、子供はどうなるのか。 ケース毎に対応を示してほしい

たくさんの貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
保護者会連合会では、頂いたご意見を基に、市への要望書を作成し提出する予定にしております。
要望書提出の様子・市からの回答書などは、次回の連合会だよりにてご報告させていただきますので、
そちらも是非ご確認ください。
◎なお、アンケートに記入していただいたご意見は、すべて市に提出しております。
連合会だよりでは、それらの貴重なご意見の中から一部抜粋してご紹介しています。
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