平成２５年８月２１日

No.１

お盆を過ぎても残暑厳しい毎日が続いておりますが、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約 5 ヶ月が過ぎました。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、子どもと親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。
そこで、これまでの活動のご報告をさせていただきます。

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（平成２４年度）
○アンケートの実施（6 月）
○市への要望書提出（10 月）
○親子対象イベント「万葉公園 おやこでさんぽ」
（11 月）
○講演会「叱ったあとの『ひと言』で子どもが変わる」
（1 月）

今年度の活動予定（平成２５年度）
○アンケートの実施（6 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
○親子対象イベント実施（1１月頃）
○講演会開催（1 月頃）

※詳細は決まり次第みなさまにお知らせします。
ぜひご参加ください！
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～平成２５年度

会長

保護者会連合会役員紹介～

徳田 徹（若葉保育園）

今年度、益田市保育研究会 保護者会連合会会長を拝命いたしました若葉保育園の徳田徹と申します。
先日、第１回目の役員会で本年度の連合会事業について役員の方々と話し合い、子ども達との関わり方、特
に「一緒に過ごす時間の大切さ」をテーマに本年度事業を推進していくこと
となりました。
私自身、中学生の長女、小学生の次女、保育園児の三女の三姉妹の父親で
あり、休日はできるだけ子ども達と一緒に過ごすように心がけています。し
かし、地域のイベント等が開催される際には仕事の都合で手伝いに参加して
いることが多く、なかなか子ども達との時間を確保することができません。
今年度の活動を通じて、自分自身もこのテーマについて改めて考えてみたい
と思っています。
非力ながらも一年間頑張っていこうと思いますので、今後ともご支援、ご
協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

副会長

竹内 直実（高津保育園）

副会長

今年度、保護者会連合会副会長、高津保育園の竹内
直実です。

福原

忠志（雪舟保育所）

初めまして、雪舟保育所の会長をさせて頂いている
福原忠志です。休みや勤務体制上あまり子供達と触れ

３人娘の父親で毎日子育て奮闘中(叱りっぱなし)
です(^_^;)

合う事が出来ないでいます。気持ちだけでもゆとりが
もてれば、少ない時間でも充実するのではとおもいつ

家の中は男は私１人ですが、女の子チームに負けじ
と男１人で勢力拡大中！

つ…、日々過ごしています。
たいしたことはできないかもしれませんが、みなさ

子育てについて真剣に考え、今年 1 年頑張ります。 んと少しでも役に立てる事ができればと思います。今
よろしくお願いします。

年一年よろしくお願いします。
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理事

中村 陽子（小野保育所）

理事

中村

裕（原浜保育所）

はじめまして。小野保育所

初めまして、今年度原浜

の中村です。普段は仕事に

保育所保護者会会長・連

追われ子どもと過ごす時

合会理事を務めさせて

間は短く…しかし、たくさ

頂く中村裕と申します。

んの人の関わりの中で

連合会の活動の中で私

子どもは育つのだなと

に何が出来るのか？という事をしっかり考え、少しで

実感、そして感謝の日々です。 もお役に立てるよう頑張っていきますのでよろしく
一年間、よろしくお願いします。 お願い致します。

理事

原納 正佳（めばえ保育園）

めばえ保育園保護者会会長の
原納正佳です。
中学 3 年の男の子を筆頭に、
中学 1 年女の子、小学 5 年の
男の子、そして 5 歳の保育園
年中さん女の子の 4 人の父親です。
仕事が活発だからとなかなか子供達にかかわれな
かったのですが、よい機会に恵まれました。
これを機に積極的に子供たちとかかわってまいり
ます。
1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

監事

佐伯 紀和（遠田保育園）

監事

はじめまして、遠田保育園

村上

香（川登保育園）

川登保育園の保護者会長の

保護者会長の佐伯紀和です。

村上 香です。

今年度、保護者会連合会

子どもの保育園生活に

で監事としてお手伝いを

携わって、11 年目にして

させて頂きます。

保護者会長、保護者連合会

三児の父親で、下の子

役員を頂き、多少不安に

二人が保育園でお世話に

なり、緊張しています。

なっています。子育ても八年目になりますが、まだま

しかし益田市保育園のために、この一年お役にたてる

だ子供に教えられることも多いなあと感じている今

ように頑張りたいと思います。

日この頃です。

行事、企画等でお世話になりますがよろしくお願いし

保護者会連合会では会長さんをはじめ他の役員さ

ます。(^^)

んと協力して、もっと親子でふれあう機会を
つくるお手伝いができればと思っています。一年間ど
うぞ宜しくお願い致します。
以上８名の役員に加え、前年度の連合会会長・西村満大さん（緑ヶ丘保育所）、前年度副会長・矢冨晋太郎
さん（益田ひかり保育所）
、前年度役員・佐々木忍さん（葵乳児園）
、田原佳裕さん（豊川保育園）の 4 名の
方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。
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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：709
①

A

・回答者：父 66 母 632 その他 11

保育料の階層区分について

①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

未記入

18

44

290

265

68

24

・階層区分 D4 階層以降を細分化してほしい

・県内の他市町村と比較すると高いと感じる

・１名、一万円程度が希望額

・昨

年に比べて倍近く保育料が上がった ・パート代も保育料金の支払いに行き、何のために働いているか分からない ・保育料を補
助してもらうと助かりますが、子供が三人（内一人は小学生）いると正直苦しい ・３人同時に入園させていると３人目の保育料
は無料になるが、上の子が保育園を卒園している第３子以降の子の保育料が無料になれば、上の子が大きくなってから子どもを産
むのにも良いと思う（第２子の半額も同様になればよい） ・何年も保育園にかかわっているが、変化なし。財政難もわかってい
るのであきらめに近い ・自営（農家）の為、収入の変動が大きい為もう少し見直して欲しい ・もう少し区分を細かくしてほし
い。他県から引っ越してきたときに収入が下がるので別の料金設定があるといいと思う ・収入によって保育料が異なるのに納得
できない。統一でも良いのでは？

・1 人親世帯なので負担が大きい

・高いけど仕方がない

・収入に対して高いと思います。

階層区分の幅が広い。益田市は高い ・家計を助ける為に仕事に就こうと思ったのに、結局保育料の為に仕事をしていると感じて
います ・何のために働いているのか分からないくらい高い ・保育料の内訳が知りたい。何にどれくらい使われているのか知ら
ずに高額料金を払うのが嫌 ・３人目が生まれたら無条件にタダにできないのでしょうか ・兄弟で保育していただいているので、
下の子は安く助かっています ・２人目から無料にしてほしい。3 人目からだと意味が無い ・同じサービスを受けているのに保
育料が違う理由がわからない。一律にしてほしい ・保育園の在籍有無にかかわらず、第 2 第 3 子となると保育料が減額になると
良い

・3 歳までが高すぎる ・母子家庭ですが、収入が多いと同じように保育料とられるためしんどいです

①

B

世帯収入に占める保育料の割合

平均

13.02%

②

益田市の保育事業（延長・一時・休日・病後児・障害児・子育て支援等）についての満足度
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

未記入

47

198

356

81

10

17

・特に病後などはこちらが気を使うというか…保育所には大変満足しています。相談をしやすいですし、何より子どもの対応、目
配りが良い！ ・延長保育大変助かっています ・益田市がというよりも先生方が日々考え、努力していただいてとても感謝して
います ・休日保育・延長・一時保育。現場の保育士の方がとても親切に対応してくれるので本当にありがたいです ・休日は両
親ともに必ず休みというわけではないので利用できて助かっている。仕事が遅くなる時に延長保育が使えるのもうれしい ・保育
事業はニーズに応え、よくやっていると思います。助かっています ・子育て支援センターが日曜日も開所しているのは嬉しい ・
病気中、病後にみてくれる所が充実していたら仕事に専念できる ・急な用事（通夜・葬儀等）に預けるところがなく困ります

・

病後児保育が少ない ・益田市は外枠だけさえ整えばとりあえずよし的な感じがあります。中身の充実も必須です ・休日保育が
あったり、なかったり、予防接種の補助があったり、なかったり統一でない ・休日保育、病後児保育のある保育所を増やしてほ
しい ・一時保育の料金が高い ・ファミリーサポートが機能していない ・保育事業も大切だが、家族で子供を守る姿勢も忘れ
ずにいたい ・障害児保育への厚意にたよる現状を改めてほしい。予算措置を求めます ・もう少し詳しく病後児保育などのこと
を知りたい ・休日保育が利用しにくい ・あまり利用することはないですが、いざという時のために安心しています ・延長保
育になった時料金を取るのをやめてほしい。仕事で迎えが遅くなるのに料金がかかるのが不満 ・病後児保育の利用基準、利用し
ようと思うと大変
③

・病後児保育がもう少し充実、広範囲で行ってほしい

・各園でサービスに違いがある

益田市における生活面での子育て環境についての満足度
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

未記入

12

100

413

141

24

19
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・近所の方が声をかけてくださるのでうれしい ・割と近場に大きな公園もあり、自然も多いので良いと思います ・待機児童が
ないのでいいと思う

・事件事故もないので安心して育てられる

・自然で良いと思う。公園などもっと多いと良いと思う(小さ

くてもいいので) ・益田市の HP や子育て系の HP で探しますがあまりのっていません。公園もあり遊具も楽しいものが多いのが
満足です。一方イベントやお祭りがあるときの情報がなかなか見つからないのが気になります ・せめて、小学校卒業までは、病
院での薬代など 1 割にしてほしい ・こっころカードの利用ができるというポスターが貼ってあっても、特典の内容が書いてない
ところが結構あって出すのをやめてしまう。せっかくの制度やカードがもったいない ・将来的に子どもが一人で登下校する可能
性もあり、街灯や歩道などが整備されておらずとても不安。市内中心部から距離もあり、通学方法が限られる ・匹見はいい環境
があるが生かされていない、益田の店などは子育てにやさしくない ・金銭面での支援が少ないと思う ・子どものトイレ、排便、
授乳などでまだまだ困ることがある ・ムンプスワクチン・水疱ワクチンの助成をしてほしい ・道路に歩道がない所や、歩道の
幅が狭いなど危険個所があるので直してほしい
④

益田市における親子で遊べる環境についての満足度
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

未記入

9

82

329

229

36

24

・近所で遊ぶか、万葉公園で遊びます ・公園に連れて行くか、家で過ごす ・益田市で遊ぶところが限られているので隣の市や
県外に行くことが多い

・子育て支援センターやグラントワ、万葉公園などで遊ぶことが多い

・公園、トンネル公園、SL 公園

など車を止める場所がないので遊ぶことができない ・晴れれば公園や近所の散歩。雨の日の遊ぶ施設や公園の安全面を考慮して
ほしい ・気軽につれていけるところが少ない。特に雨の日は買い物に行くぐらいになる ・家の近くで安心して遊べる場所があ
ればよいと思います。わざわざ車で出かけてまでは難しいです ・遊べる環境を増やして欲しい ・夏場、水遊び出来るところが
あると良い（噴水とか） ・もっと益田の良さを使って遊べる場所がほしい ・雨天時の子どもの遊び場、過ごし場所を行政も積
極的に考えてほしい ・もっと子供たちが楽しめるスポットがあったらよいと思う。釣り堀、ふれあい動物園等 ・家、家の周り
でのんびり、子供のペースで遊びます ・自宅、友人宅で室内遊び、市外へ出掛ける ・雨の日でも、遊べるところがあるとうれ
しい ・公園へ行ったり、スポーツをしたり。雨の日の過ごし方が困りますが。屋内で思い切り遊べるところがあれば良いのに ・
ハード面（施設や公園等）は、かなり整備され良くなったと思うが、ソフト面（イベント、親同士・子ども同士の交流など）が希
薄に感じる ・万葉公園や蟠竜湖など…いつも同じ場所になる ・まだ小さいため家でひきこもり生活です。外に出たいと思って
いますが、良いスポット情報があれば嬉しいです
⑤

・アクアス、動物園、図書館、蟠竜湖など

・県外の大型商業施設

子育てをする上での職場環境は整っていますか
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

未記入

71

188

257

138

54

5

・子どもが発熱した場合も快く休みを取らせてもらっている ・子どもが風邪をひいて長引いた時、子どもを優先させてくれるの
で満足しています ・現在の職場はとても理解がある ・普通に有休もとらせてもらえるので良いと思います ・子どもがいる人
は、土、日のどちらかを休むことができるから満足 ・子供の行事があると、シフトを変えてくれたり、休みも取りやすいので助
かる ・子どもの都合で休むことは規定上許されますが、実際に休みを取ることが難しい状況であったり、職場の忙しさによって
は取れないこともあります ・仕事が忙しすぎて産休が取れない ・続けて休みを（子供が発熱などで）とるときあまりいい顔を
されない ・事業主にとても言いづらい。嫌な顔をされる。有給にしてもらえない ・今は自営業なので当然整えれるが、他の職
場の時は休みが取りづらかった ・産休が取れなかった！ ・子どもが熱を出しても休めない。迎えに行けない。産休が短い。育
休は取れない ・職場人数が足りない事を理由に子供が発熱等で受診したくても休みがとれず、サービス残業もとても多い。帰り
が遅いので子供の夜の生活リズムや宿題をみる時間がない ・仕事をしていて妊娠すると、つわりが辛くても会社は何もしてくれ
なかった。結局辞めてしまうことになった ･子どもが小さい事で肩身の狭い思いをする。結婚＝退職のような感じ ・小さい子供
がいると、仕事がない（やとってくれない） ･今は産休・育休も取りやすく、一日にいくらか授乳時間もとれてすごく満足。です
が、前の職場はつわりがひどく休みを取ると嫌な顔をされ遠まわしに妊娠したなら辞めた方がいいと言われた ･整っていない。小
学校低学年までは会社の理解が必要。核家族など。子育てを理由に解雇されたら行き場がない
⑥

産休・育休について
①産休をとった

②育休をとった

③どちらもとった

④とっていない

未記入

86

35

303

247

38

・パートのため産休しか取れない。取れても無給 ・パートだったため仕事を辞めた ・産後は８週、あとは出勤しないと困ると
上司に言われた ・産休は最低限、育休は２週間くらい。長く休むと伝えると、不利益な扱いまでは受けないものの、居づらい雰
囲気になる ・職場から産休はないと言われた ・体調を崩して退職 ・求職中のため ・有給消化扱いだった ・産むたびに職
場を変わる（パートだから） ・自分で仕事をしているため ・仕事をしていなかったため ・制度が職場になかったので取れな
い ・産休はあってないものと会社に言われた ・正社員のままでは帰りが遅いのでパートに切り替えた ・産休は無理 ・職場
環境上取りにくい ・雇用保険にすら入れてもらえなかった ・前の会社で、育児休暇をとるなら辞めてと言われた
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・切迫流・

早産で働けないためやめてしまった ・父：育休なんてもってのほか。出産時にも休みをあげられないと言われた ・専業主婦だ
ったため

・忙しく、人手不足なので取れなかった

・産休・育休をとってまでおりたい職場ではなかった

・産休制度がない、

肉体労働のため制度を作っても無理と思う ・産休、育休を使用した例がなかった。妊娠時嫌がらせ等も受けた ・男なので産休
がとりづらい。妻は出産のため仕事を辞めた ・取るときに私らの頃は…復帰した後もよく戻って来れたねなどひどいことを言わ
れた
⑦

・シフトだった為朝早く、夜遅い勤務もあり復帰は無理と感じた為

・両親との同居で協力してもらえる為

卒園後の教育・子育て環境について
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

未記入・わからない

7

52

406

112

13

119

・一年生になっても地域見守り隊の方がついて帰ってくれる（地域で見守ってもらう）

・ボランティアハウスが大変ありがた

い ・昔に比べて充実している ・近所に同年代の友達が住んでいるのかわからないので、放課後や休みの遊び方などどうなるの
か少し不安です ・土・日・祝日に両親が仕事だったりどちらかが仕事でどちらかが入院などしていたらどうしたらよいかと今か
ら心配です ・子どもが少ないため、一人で下校するので心配。そのため、親が送迎しなければならないので負担になる ・まだ
よくわからないので不満というより不安 ・教育レベルが低い ・学校は、今より多い人数になるので心配 ・保育園の学童が少
ない。行っている保育園に学童がない ・児童の数が減っており、環境の見直しが必要だと思う ・親以外の親族がいるので少し
は安心 ・合併するかしないかの話がなかなか進まなかったので不安 ・共働きの世帯が多い中で、小学３年生までの学童保育は
助かります。ただ小学校までが遠いので、行き帰り、時に帰り道など１人で帰る際は不安です。もっと安心安全な形がとれる様に
お願いしたい ・通学路が狭い ・周りの同級生の様子が分からない ・子どもの数が減っているので小学校の統廃合や複式学級
になるかと思うと不安
⑧

小学校入学の際には放課後児童クラブの利用を考えていますか
記入のあった年長・年中児

①利用する

②利用しない

未定

369 名のうち

222

139

8

・近くに子供がいないので学童で友達と遊べてよかったです ・小学校の敷地内に児童クラブがあり、助かっています ・学童が
あることは助かります ・学童が充実しているのか不安 ・学童が 18:00 までだと今以上に仕事との両立が難しくなるのではと不
安です

・わからないことばかりなのでわからない。地区によっては学童クラブの人数が多い所もあると思うので対策してほし

い ・小学校での放課後児童クラブがないので、仕事の時間を変えてもらわないといけないので非常に困る ・長期休暇中のみの
学童保育（市での）を実施してほしい ・学童の環境整っていない。利用料が高い ・学童保育があるので安心だが長期休みや土
曜日に弁当を作って行かないといけないので保育料を払っているのに負担を感じる ・保育料が無くなったと思ったら学童に同じ
くらいかかる ・祝日対応してほしい ・学童の人数制限が厳しい ・緑ヶ丘あたりにも児童クラブがあると良い ・近くに学童
などなく、自宅にいるので不安
⑨

・（学童に行くかどうかは）子どもに任せる

保護者会連合会の今後の活動に関してのコメント

・保育料以外の面ではとても満足しています。環境もとても良いです

・雨の日の遊び場が少ない

・放課後児童クラブが、3 年

生までなので 4 年生からの長期休暇の過ごし方が大変 ・保育に関する予算をもっととってほしい ・保育園の迎えの時時間が遅
くなると嫌味を言われる ・求職中で用事があり土曜の保育を頼むと理由を言わないと預かってくれない。仕事をしていないと預
けてはいけないのか、どこかおかしいと思う ・園で平日の保護者参加の行事があり、仕事との調整が難しい場合があり困ること
がある。保育園本来の目的を踏まえて行事予定を見直してほしい ・国自体が少子化を本気で考えていない子供の問題はいつも最
後

・救急の場合、小児科の対応をしてほしい。休日や祝日や 24 時間小児科専門病院

・放課後児童クラブを利用したいのに、

戸田にはないので困っています ・土日が仕事なので小学校に入学した後の休日保育体制についてもっと知りたい。情報をもっと
オープンにしてほしい ・仕事面に関してやはりどの職場も、子どものことを優先できる環境を整えることをしてほしい。本当に
子どもを優先すると会社の立場が悪くなるなど不満がありすぎるのが現状。有給も希望どおり取れなく、都会とは比べ物にならな
いくらい環境が悪い。益田市の制度（条例）などであるとすごく助かる→離婚が多いものこのこともかかわってきていると思う ・
こっころカード、更新等してもあまり活用していない。もう少しお店などの協賛店が増えるといいと思う ・来年小学校入学予定
だが、学校までの距離が非常に長い。片道 1 時間かかるのは子どもにとって負担が大きい（体力がつくのはよいが）
。登校で疲れ
て授業に集中できるのか心配 ・障害のある子のことを相談するところが少なすぎる ・学校給食問題。地産地消出来るだけして
欲しい

・子育てをしている母親にとってはとても働きにくいと思う。パートや臨時等の職しかなく子どもが欲しくても難し

い ・子育てのしやすい環境づくりを望みます ・悩んでこそ子育て。親が楽するための要望ではなく、悩んだときにいろいろ悩
んで考えられるような環境ができるとよい ・沢山の方がアンケートに答えていると思うので本当にみんなの意見が反映されてい
るか疑問である益田市の広報なりに挙げていただけるとありがたいです ・子育てについて、知らない事、分からない事が沢山あ
ります。でも何をどう伝えたらよいか迷うことだらけです。結局ネットで調べて済ませます。気軽に何でも話せる場があればと思
います ・地域に合った子育て支援をしてほしい ・不満をあげればきりがありません。親として努力すべき点も沢山ありますし、
地域の皆さんもがんばってくれています。感謝はしています
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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。

毎年アンケートにご回答いただいている保護者の方の中には、「このアンケートがどう役立っているの？」
「どんな意味があるの？」といった疑問を持たれることもあるかと思います。
過去のアンケート集計結果、及びそれを基に作成した市への要望書内容・市からの回答書等は、例年保育
所（園）を通じてお配りしている「保護者会連合会だより」に記載しておりますが、過去の回答書の中から
改善された部分を一部抜粋し、ここで改めてご報告させていただきます。
○通学路の整備への対応をお願いします。
→市内小中学校の通学路について、危険箇所等の調査が実施されました。
調査結果を基に対応が検討されることになっています。
○放課後児童クラブの整備・充実をお願いします。
→平成 23 年度から、放課後児童クラブの利用時間が 6 時 30 分まで延長されました。
土曜日や長期休業日等の朝 8 時からの開所について、対応可能なクラブから利用希望に応じて 30 分繰
り上げ等を実施しています。
今年度（平成 25 年度）から、中西小学校放課後児童クラブが開設されました。
○公共施設の整備、充実をお願いします。
→都市公園のトイレについては、21 年度に 4 カ所の簡易水洗化と 1 カ所の水洗化が実施されました。22
年度には 6 カ所のトイレのバリアフリー化が実施され、ベビーシート・ベビーチェア等多目的トイレと
しての機能が整備されました。今後も益田運動公園のトイレ等でのバリアフリー化が実施予定です。
このように毎年活動が少しずつ実を結んではいますが、保育料の軽減や医療体制・社会環境の整備などは、
毎年アンケートでも多くのご要望が寄せられています。
こういった保護者の皆様の声を、毎年要望書として訴え続けていく事で、少しでも益田市の子育て環境が
良い方向にむかっていくことを願っています。皆様にはアンケート回答のお時間と手間をお掛け致しますが、
ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、保護者会連合会だよりは益田市保育研究会ホームページからもご覧いただけます。
益田市保育研究会 HP トップページより、保護者会連合会→保護者会連合会だより
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にてご確認下さい。
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