平成３０年３月１２日発行 No.２
寒かった冬も少しずつ暖かくなり、春がだんだん近づいていると感じられる時季とな
りました。
さて、今年度の保護者会連合会の活動も、残りわずかとなりました。
年度末にあたりまして、今年度の活動報告をさせていただきます。

平成 29 年度を振り返って
益田市保育研究会保護者会連合会
会長 溢田 真典（遠田保育園）
平成 29 年度保護者会連合会会長の溢田です。会長に就任してから、１日の終わる早さが倍になり、あ
っと言う間に任期終了を迎えようとしています。
「あーもっとこうすれば良かった」と数々の反省があり、
行事を企画した上で手の行き届かなかった部分もあり、参加された親子の皆様に申し訳なく反省していま
す。
最初に取り組んだ企画は、益田市長への要望書提出です。保育園を利用している保護者の皆様へアンケ
ートを実施し、そのアンケートの結果から、役員会で要望書に取り入れる事項を検討し、要望書を作成し
て益田市長へ提出しました。その中で、私自身の育児環境が恵まれている事を実感しました。後日、益田
市長からの回答を頂きました。満足のいく回答ではなく、思いを伝える事の難しさを知りました。
次に取り組んだのが、峯田先生を迎えての研修事業「親子でふれあい発達促進」でした。親子一緒に出
来る研修はないかと思い企画しました。研修では、新聞紙を使った遊び、ボール遊びをして、日頃の子供
とのコミュニケーションに大変役に立ち、もっと時間があっても良いと思う研修でした。
最後に取り組んだのが、子供達を楽しくさせ、元気にさせる２人組・ロケットくれよんを迎えてのファ
ミリーコンサートでした。前日・当日と、インフルエンザの流行と雪の影響で、当日参加される親子さん
が無事来てくれるだろうかと心配しましたが、心配していた以上に沢山の親子に参加していただきました。
コンサートが始まれば、インフルエンザがビックリする位に盛り上がり、インフルエンザが逃げていくよ
うな元気を見ました。子供達の元気とロケットくれよんの 2 人の元気に驚きました。ファミリーコンサー
トを行う上で、当日お手伝いをして頂いた各園の役員の皆様と、汗だくになりながら着ぐるみを着て参加
された親子さん達を迎えてくれた役員の皆様、ありがとうございます。
終わりに、峯田先生を迎えての研修と、ロケットくれよんのコンサート、2 つの企画に言える事は、
「親
子で一緒」という事です。子供に教える教育ではなく、子供と一緒に楽しみ、喜び、また悲しむ。親も子
供と、一緒に共に育つ共育。2 つの企画を通して感じた事です。益田市長への要望書提出、2 つの親子事
業で反省した事を、顧問として次期保護者会連合会会長にアドバイスして、安心して沢山の宝（子供）を
増やせる益田、安心して育児が出来る益田、他県からどんどん親子に来てもらい安心して暮らせる益田を
目指していこうと思います。
要望書提出にあたりアンケートに協力して頂き、また 2 つの事業（研修、コンサート）に参加して頂い
た保護者の皆様。お忙しい中、要望書提出に出席して頂いた益田市長。そして仕事・育児・家事で忙しい
中、月 1 回役員会に参加して頂いた保護者会連合会の役員の皆様、保育研究会の先生方、役員会の度に美
味しいコーヒーとお菓子を用意して頂いた事務局の檜谷さん。皆様のお陰で無事任期を終える事が出来、
感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも益田市保育研究会保護者会連合会へのご理解と、益々のご協力をよろしくお願いします。
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◆要望書提出

平成２９年１０月２５日

市長への要望書提出
理事 中尾 友哉（すみれ保育園）
各園の保護者の皆様にご協力いただきましたアンケートをもとに、役員会で話し合いをし、下記の 6 つの項
目に要望書として取りまとめました。
①

益田市特定教育・保育に係る保育料負担額等の軽減

②

安心して産み育てることのできる医療体制の確保

③

安心して仕事と子育てができる社会環境の整備

④

公共施設の整備・充実

⑤

放課後児童クラブの整備・充実

⑥

子育て世代の UI ターン者への支援の拡充
6 項目中 5 項目は例年どおりの内容ですが、要望し続ける事により少しずつ要望に応えて頂けていると思い

ます。
残りの 1 項目については、次世代を支える若者の人口増加につながると思い提案しました。
最後になりましたが、この 1 年、楽しく、おかしく、だけど、締める時はきっちり締め引っ張ってくださっ
た各園の先生方、事務局の檜谷さん、保護者会役員・顧問の皆さん、本当に、ありがとうございました！！

要望書提出
副会長 大石 泰文（川登保育園）
本年度もこれまでに継続して、各園の保護者の皆様にアンケートを実施し、頂いた内容を役員会で要望書と
してまとめ、山本市長に提出いたしました。
この活動は、
「子育て世代の声が市政に届きにくい」
「行政との関わりをどのようにしたらいいかわからない」
、
といった親さんたちの訴えを背景に、保護者会連合会と保育研究会が協力して毎年行っているものです。アン
ケートの内容はこれまでのものを参考に、
できるだけ皆さんの今の声が聞けるように話し合って作成しました。
この度の要望書は、これまでの内容のものを軸に、私たち役員が各項目それぞれに思いを乗せて作成し、全
員で市長の下にお伺いし、申し入れしました。頂いた回答は、今すぐには十分なものではありませんでしたが、
私たちの要望を真摯に受け止め、前向きに検討頂いたものであると感じました。
今年度は日赤病院敷地内に病児保育が開始されるなど、これまでも少しずつではありますが、思いが通じ実
現されているものもあり、今後も継続して要望することで私たちを取り巻く環境が改善され、より良いものに
なっていくと信じています。
要望書提出をはじめ、保護者会連合会での活動は、自身の子育てから、取りまく環境、保護者の思い、市政
の取組みなどたくさんのことを学び知る機会となりました。地域の活動では更に上の世代の子供たちへの支援
や取組みがなされていることを知り、そちらにも目を向けられるようになりました。
たくさんの人が子育てに関心を持ち、企業や地域全体が子どもや子育てを見守り支える町、自身の生まれ育
った益田が「全国に誇れる子育てのしやすい町」になるよう強く願い、またそういった活動に参加していきた
いと思います。
連合会の役員として過ごした一年間、毎回楽しく、一歩踏み出す勇気と元気をもらいました。お世話になっ
た保護者会連合会の皆様、保育研究会の先生方、貴重な経験と素敵な時間をありがとうございました。
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今年度も益田市内認可保育所(園)・認定こども園の保護者を対象にアンケート調査を実施し、約 640 件
の回答を頂きました。ご協力ありがとうございました。保護者会連合会及び益田市保育研究会ではこのア
ンケート結果を集計し、下記のように生の声をまとめ、益田市へ要望書として提出いたしました。
尚、アンケートの自由記入欄に頂いたご意見は、すべて市へ提出しております。

要望趣旨
本市におかれましては、かねてより保育行政に鋭意努力され、子ども達と私たち保護者に対しまして格別の
ご配慮を頂き、深く感謝申し上げます。
これまで、私たち益田市保育研究会保護者会連合会では、毎年、全ての保育所及び保育所型認定こども園の
利用者を対象にアンケートを実施し、子育て世代の声を市政に届ける活動を続けて参りました。
このアンケート結果からは、本市の子育て世代の置かれている環境は少しずつ良くなってはいるものの、ま
だまだ改善が必要な点があることに気付かされます。
共働き家庭の増加により、年間の出生数は増えていないにもかかわらず保育所を利用する家庭の割合は年々
増加しています。そして、多くの保護者が不安定な就労状況の中で、将来に対する漠然とした不安を抱えなが
ら子育てをしており、こうした不安を社会全体で少しでも取り除くことが求められています。
また近年は少子化や人口減少への危機感から、全国の自治体において、子育て支援策や子育て世代をターゲ
ットにした移住促進策などを積極的にＰＲし、
「子育てのしやすさ」を競い合う動きも顕著となっています。
子どもは地域に活力を与える益田市の未来そのものと言える存在です。
全国に誇れる子育てしやすい町となるよう、益田市次世代育成支援計画の基本理念として謳われる「家庭と
職場と地域、社会全体で子育ての喜びを分かち合える益田。生まれた喜び、愛される幸せの実感を、次の世代
につなげる益田。
」の実現に向け、更なるご支援をお願い致します。

要望事項
一

益田市特定教育・保育に係る保育料負担額等の軽減
・保育料の無償化に向け、更なる保育料負担軽減をお願いします。

二

安心して産み育てることのできる医療体制の確保
・誰もが安心して妊娠・出産・子育てができるよう、島根大学医学部地域推薦枠を活用した小児科医・産婦
人科医の人材確保をお願いします。
・小児医療費の助成を県内他市と同一となる不公平感の無い助成をお願いします。

三

安心して仕事と子育てができる社会環境の整備
・安心して仕事と子育てが両立できる差別や偏見のない労働環境となるよう、各事業所への啓発を行うとと
もに、子育てに理解のある事業所・雇用主への積極的支援をお願いします。
・病児・病後児、休日保育体制の更なる充実をお願いします。
・若い世代の就業支援や就労支援への対策強化をお願いします。
・子ども達が安心して通学できるよう見守り体制の強化をお願いします。

四

公共施設の整備・充実
・老朽化した市民体育館の建替えの検討を含め、親子で利用できるスポーツ・レクリエーション施設の整備
をお願いします。
・雨天時でも子ども達が体を動かして遊べる屋内型遊戯施設の整備をお願いします。

五

放課後児童クラブの整備・充実
・放課後児童クラブ施設の充実、職員の増員、開所時間の更なる延長をお願いします。
・延長利用の料金設定の見直しや小学校の長期休業中のみの利用希望への対応など、より柔軟に利用できる
よう制度の充実をお願いします。

六

子育て世代の UI ターン者への支援の拡充
・UI ターンを希望する子育て世代向けに、新たな制度の創設や現在の UI ターン者支援事業等の拡充をお願
いします。
平成２９年１０月２５日
益田市保育研究会保護者会連合会
会長 溢田 真典
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要望に対する回答について
平成 29 年 11 月 28 日
益田市長 山本浩章
（子育て支援課）
平素より、本市福祉行政に対して格別なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、子ども・子育てを取り巻く状況は、社会環境の変化等に伴う核家族化や就労形態の多様化などにより、保育・
子育てニーズが増大・多様化しています。
このような状況の下、一昨年に「子ども・子育て支援新制度」がスタートし 3 年目を迎えたところですが、全国的
には依然として、保育施設や放課後児童クラブの待機児童問題、保育士不足等をはじめとした様々な課題が山積して
いる状況です。
本年度においては、平成 27 年 3 月に策定した「益田市子ども・子育て支援事業計画」の中間年の年であり、益田市
子ども子育て会議において様々なご意見をいただき、事業計画の見直しを行い、子育て環境の充実を図っていくこと
としております。
貴会より頂きました要望に関しまして、次のとおり回答いたしますのでご理解とご協力の程よろしくお願い致しま
す。

一

益田市特定教育・保育に係る保育料負担額等の軽減

・保育料の無償化に向け、更なる保育料負担軽減をお願いします。
回答：保育料の無償化については、国において、平成３０年度以降も継続して幼児教育の段階的無償化に向けた取り
組みを実施する方針が示されており、今後具体的な軽減措置等の内容が示されるものと思われます。
なお、国においては、平成２８年度に引き続き、本年度も新たに保育料負担軽減措置が実施されており、市町村民
税非課税世帯の第２子無償化や年収約３６０万円未満世帯の保護者負担の軽減措置が実施されているところです。
益田市では、平成２８年度から多子世帯の第 3 子以降の 3 歳未満児（3 号認定子ども）の保育料を 1/2 軽減から無
料としておりますが、新たに益田市単独での保育料の負担軽減措置を実施することは、難しい状況です。

二

安心して産み育てることのできる医療体制の確保

・誰もが安心して妊娠・出産・子育てができるよう、島根大学医学部地域推薦枠を活用した小児科医・産婦人科医の
人材確保をお願いします。
回答：医療体制の充実・確保につきましては、市の最重要課題と位置付け、関係機関と連携し様々な施策に取り組ん
でいます。特に、産婦人科、小児科の分野につきましては、医療体制の脆弱化がそのまま市の衰退に直結する重要な
分野であると、強く認識しているところです。
市では、平成２５年１０月からの２年間、地域医療対策室の職員１名を｢しまね地域医療支援センター｣に派遣し、
県医師確保対策室や島根大学医学部との間に大きなパイプを構築することができました。
その後の更なる連携を踏まえ、現在、医師確保に向けた取組みを行うことのできる体制が整ったところです。
このことは、益田赤十字病院の『里帰り分娩の再開（平成２７年２月）
』にも繋がり、分娩制限時には２５０件だっ
た益田市の分娩件数は、平成２８年度は、全体で３６９件、うち８０件の里帰り分娩を受け入れることができました。
今後も、島根大学医学部、島根県等関係機関と連携し、体制の継続を図ってまいります。
一方、平成２８年４月には、島根大学医学部の医局人事により、益田赤十字病院の小児科医が４名体制から３名体
制になるといった事態が発生しました。
一人ひとりの医師への負担増が懸念されていますが、外来診療の完全予約制や予防接種件数の制限等、市民の皆様
の多大なご理解ご協力により、現在、３名体制での診療が継続されています。
小児科医の確保は、大学医局においても非常に困難な状況があり、益田市も当面３名体制が続くと予測されます。
島根大学医学部地域枠推薦におきましては、益田市出身者は、現在、8 名が医師となり、益田赤十字病院に 7 名の
医師が勤務しています。診療科の選択については、小児科、産婦人科も含めた益田市で必要とされる診療科とするよ
う伝えています。
小児科医、産婦人科医が疲弊し、診療体制の崩壊を招くようなことがないよう、今後も更に関係機関との連携を深
め、医師確保に向けた取組をすすめて参りますとともに、市民の皆様と力を合わせて医療従事者も市民も安心で幸せ
を実感出来るまちづくりを進めてまいります。
・小児医療費の助成を県内他市と同一となる不公平感の無い助成をお願いします。
回答：子ども医療費の助成は、全国一律の制度ではなく各自治体によって異なっています。当市では、就学前までの
乳幼児に対しては、乳幼児等医療費助成事業として県補助金を活用して実施し、平成２６年７月には児童医療助成制
度として医療助成の対象を小学６年生まで拡大いたしました。
市としましては医療体制の確保と同様、子育て中の保護者に対する経済的負担の軽減は必要だと考えておりますが、
財政状況を鑑み、子育て施策全体のなかで財源配分をした上で保護者の方へ自己負担をお願いしているところです。
しかしながら、子ども医療費の助成のあり方に地域間で負担に差があることは問題であるため、一律で同様の対策
ができるよう、市長会等を通じて今後も引き続き補助の拡充や財政措置の拡充を要望してまいります。

三

安心して仕事と子育てができる社会環境の整備

・安心して仕事と子育てが両立できる差別や偏見のない労働環境となるよう、各事業所への啓発を行うとともに、子
育てに理解のある事業所・雇用主への積極的支援をお願いします。
回答：労働環境の整備につきましては、商工会議所等の関係機関と連携しながら引き続き各事業所への啓発を進めま
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す。特に「子育て支援応援宣言企業」の登録制度があり、企業に登録していただいて、仕事のしやすい環境づくり
に努めていきたいと思っています。
・病児・病後児、休日保育体制の更なる充実をお願いします。
回答：これまで、ご要望いただいておりました病児保育事業所を９月１日から益田赤十字病院の敷地内に移転して
開所いたしました。これまで開所しておりました病後児保育室とは異なり、病気やケガの回復期にいたらない生後
２カ月から小学校６年生までの児童を保育する施設となっており、定員についても４名から６名に拡充したところ
です。
病児保育室において、児童の症状が急変した場合は、通常はかかりつけ医の指示を受けることとなりますが、救
急車を呼ぶ必要があるような特に緊急を要する症状となった場合には、かかりつけ医の指示ではなく、益田赤十字
病院からの指示を受けて対応することとなります。
このことによる安心感もあることからか、９月の利用実績は前月から大きく増加しており、保護者の皆さんの子
育てと就労の両方を支援する仕組みの充実に繋がったのではないかと思っております。また、休日保育体制の充実
については、市内の全園において実施しているわけではありませんが、保護者の利用ニーズを踏まえて、市内の保
育施設において実施をお願いしているところです。
しかしながら、一方で休日保育の充実を図ることで、そこで働かれる保育士の方の労働時間の増加が懸念されて
いるところです。市内の保育施設においても全国の保育施設と例外なく、保育士不足の状況が続いており、労働環
境の悪化が問題となっています。これらの解決に向け、休日保育実施場所の一部を集約化させる等の解決方法につ
いても、今後皆さんと一緒に検討させていただければと考えております。
・若い世代の就業支援や就労支援への対策強化をお願いします。
回答：就業支援等につきましては、益田公共職業安定所や益田鹿足雇用促進協議会等と連携し、若い世代の方へ情
報提供などの対策を行ってまいります。また、就職するために必要な技術、専門知識や資格を習得するための職業
訓練を行う島根県立西部高等技術校との連携も図ってまいります。
・子ども達が安心して通学できるよう見守り体制の強化をお願いします。
回答：各学校に於いてその対応は様々あり、遠方となる場合はスクールバスでの対応もあります。
しかしながら、その他の地区に於いては通学路を毎日通っている状況です。各地区に於いて、学校の先生方とＰ
ＴＡ、地域のボランティアの方等により子どもたちの見守りを担っていただいている状況です。最近も事故により
ボランティアの方の尊い命が奪われる事例も起きています。見守り体制の強化ということですが、ボランティアは
あくまでも善意で行っていただいているものですので、こちらから働きかけて増員する等は出来ませんが、通学路
の点検や、工事等の状況、また、歩道や信号のない所へはその危険度に応じて国・県や市の土木、警察への要望を
引き続き行っていきたいと思います。今後も引き続き、子どもたち、見守る方々、地域も安心できる環境をめざし
て参ります。

四

公共施設の整備・充実

・老朽化した市民体育館の建替えの検討を含め、親子で利用できるスポーツ・レクリエーション施設の整備をお願
いします。
回答：市民体育館については避難所にも指定されており、またスポーツやレクリエーションを誰もが楽しく利用で
きる施設とするべく、施設のあり方や冷暖房の整備等を含め、今後検討してまいりたいと考えております。
・雨天時でも子ども達が体を動かして遊べる屋内型遊戯施設の整備をお願いします。
回答：現在ある、各小中学校の体育館や公民館の体育館を開放していますので、そちらをご活用していただければ
と思います。またより活用しやすい環境について検討していきたいと考えております。

五

放課後児童クラブの整備・充実

・放課後児童クラブ施設の充実、職員の増員、開所時間の更なる延長をお願いします。
回答：放課後児童クラブの施設の充実や職員の増員につきましては、子ども・子育て支援制度の事業内容や市の財
政状況を踏まえ、検討を行ってまいります。
開所時間につきましては、今後も利用者のニーズや現状をもとに検討を行ってまいります。
・延長利用の料金設定の見直しや小学校の長期休業中のみの利用希望への対応など、より柔軟に利用できるよう制
度の充実をお願いします。
回答：市の財政状況などを踏まえ、制度の充実に向けた検討を行ってまいります。

六

子育て世代の UI ターン者への支援の拡充

・UI ターンを希望する子育て世代向けに、新たな制度の創設や現在の UI ターン者支援事業等の拡充をお願いしま
す。
回答：現在、益田市ではＵＩターンをされた方に対して、
「ＵＩターン者定住奨励金」を交付し、また、学校を卒業
後すぐに益田市内の企業に就職された方についても、
「新卒者就労奨励金」を交付し、益田市での新たな生活のスタ
ートを支援いたしております。
また、ＵＩターン者の益田市での生活を支え、定着を促すため、
「ますだ暮らしサポーター登録制度」及び「ＵＩ
ターン者サポート宣言企業登録制度」をスタートさせており、行政だけでなく、企業や地域が一丸となってＵＩタ
ーン者を支援する体制の構築に努めております。
人口拡大に向けては、ＵＩターン者の受け入れ、定着が大きな課題となります。１１月２４日には、市内にＵＩ
ターンされた方を中心に、ますだ暮らしサポーター、ＵＩターン者サポート宣言企業、行政が一堂に会し、ＵＩタ
ーン者大交流会を開催します。こういった場を含め、ＵＩターン者やＵＩターン者を支える方々の声を聴きながら、
ＵＩターン者に対する支援を進めてまいります。
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◆研修事業「親子でふれあい発達促進体操！」

平成２９年１１月２６日

研修事業「親子でふれあい発達促進体操」
理事 大霜 雄紀（めばえ保育園）
平成 29 年 11 月 26 日にジャストホールにて、講師に財団法人日本体育協会公認ジュニアスポーツ指導員、
東教体育科学研究所の峯田英治先生をお迎えして「親子でふれあい発達促進体操」を保護者会連合会と保育研
究会で共同開催しました。
峯田先生の軽妙なトークで会場の皆様の笑顔の絶えない中、ストレッチで体をほぐし、最初は緊張していた
会場の方々も慣れてくるとボールやマット、新聞紙を使った運動で親子でホール中を走り回り、普段の運動で
は得られない親子での体と体のふれあいを存分に得られました。また他の保育園の保護者の方とも運動を介し
て交流ができ、非常に貴重な体験となりました。
ジャストホールでの開催となり、雨や駐車場の心配もなく、整った設備、手入れの行き届いた施設は皆様に
とても好評でした。
たくさんの皆様に参加、協力していただき大変充実した事業となりました。ありがとうございました。

研修事業を振り返って
監事 井出口 恵佳（東仙道保育所）
11 月 26 日にジャストホールにて今年度の研修事業「親子でふれあい 発達促進体操！」が行われました。
内容は親子で一緒に体を動かしながらふれあいの時間を楽しもう！というものでした。講師に東教体育科学研
究所

4HP 体操

代表 峯田

英治（みねたひではる）先生をお招きし先生指導の下、音楽をかけながら親

子でボールを使ったりマット運動をして体を動かしました。普段、運動する機会があまりなかったので、良い
リフレッシュにもなり子供もとても本気で取り組んでいました。
なにより峯田先生のトークが楽しく私を含め参加頂いた皆さんも親子で楽しそうに取り組んでおられ、あっ
という間の 1 時間だったような気がします。
最後になりますが、保連会の先生方や事務局の檜谷さん、今年度の役員の方達と活動させて頂きとてもよい
経験となりました。ありがとうございました！
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◆親子対象事業「ロケットくれよんファミリーコンサート」

平成３０年２月１２日

親子対象事業「ロケットくれよんコンサート」
副会長 田中 賢志（横田保育園）
横田保育園のおろちくんこと、田中賢志です。
２月１2 日にグラントワで親子対象で「ロケットくれよんコンサート」が行われました。当日は５００名以
上の皆さんにご参加いただきました。
大ホール入り口ホワイエでは、オロチくんやソランちゃんたちがお出迎え。子供達も大喜びでした。コンサ
ートが始まると、さすがはロケットくれよんのお二人。楽しいリズムに合わせてのあそび歌は、子供達の心を
わしづかみでした。そしてなにより、子供と親の笑いあう姿、とても素敵で、キラキラしていました。その時
間が子供達の成長の中で「たのしい。」「もっとやりたい。」と思える最幸の時間になったかと思います。
たくさんの方にご協力、ご参加いただき、大変充実した事業となりました。ありがとうございました。
ロケットくれよんファミリーコンサート
監事 岡﨑 学（須子保育園）
2 月 12 日グラントワで行われました“ロケットくれよんファミリーコンサート”。雪で足元の悪い中、多く
の親子連れで賑わった会場では、誰もが外の寒さを忘れ、ポカポカと心温まるひと時を過ごしました。私自身、
これまでこういったイベントに参加したことがなかったため不安はありましたが、ロケットくれよんのお二人
の子供たちを想う熱い気持ちと、役員の皆さんの団結力に背中を押されました。ステージが始まると、お二人
の楽しいトークと音楽にすぐに子供たちの心はひきつけられていきました。簡単で覚えやすい遊びうたに子供
たちも大人も自然と体が動きだし、最後まで笑顔いっぱいのステージでした。子供の目線に立って作られた数々
の楽曲は、自分も子供の頃こんなこと思っていたなぁと思わず笑ってしまうような、親も子供と一緒になって
楽しめる曲ばかりでした。そんな中、ステージに上がり楽し気に踊っている息子を見て、日頃、子供とのコミ
ュニケーションがきちんととれているのかと思い返し、考える良いきっかけとなりました。時間や道具がなく
ても子供を笑顔にできる方法はたくさんあり、一緒に歌い、手を合わせ、子供の楽しい気持ちを共感してあげ
られることが大切なんですね。親としてまだまだ未熟な自分と、子育ての難しさを改めて痛感しました。ロケ
ットくれよんのお二人と子供たちから学んだ今回のコンサート。子供の素直な想いを大切にしてやれるよう向
き合っていこうと改めて感じた時間となりました。
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一年間の活動をふりかえって
理事 高松 浩司（高津保育園）
今年度、保護者会連合会の理事を務めさせていただきました。
最初の頃は、連合会の役員としてやっていけるかと不安もありましたが、保育研究会の先生方や他の役員の
方々の力を借りて一年間務めることができました。
今年度の事業として、昨年 11 月に研修事業として峯田先生をお招きして「おやこでふれあい 発達促進体
操」を開催しました。マット運動やボールを使った体操など楽しい時間を過ごしました。この事業で親子が一
緒に体を動かし、ふれあうことの大切さを深く感じました。
そして今年 2 月には、親子対象事業として「ロケットくれよん ファミリーコンサート」をグラントワで開
催しました。企画運営を保育研究会の先生方と連合会が連携し開催いたしました。当日は各保育園、保育所の
保護者会役員の方々にもお手伝いいただき本当に素晴らしいコンサートになりました。
また、毎年行っております保護者会アンケートをもとに市長への要望書の提出を行いました。益田市の子育
て世代の置かれている環境は少しずつ良くなっているものの、まだまだ改善が必要なところが有ります。これ
からも子育て環境改善にお手伝い出来ればと思っております。
保護者会連合会の活動に参加させていただいたこの一年、たくさんの人達と出会い、色々なことを学ぶこと
ができました。この貴重な経験をこれからの子育てに活かしていきたいと思います。
最後になりましたが、この一年保育研究会の先生方、事務局の檜谷さん、連合会役員の方々、各関係者様、
大変お世話になりました。誠にありがとうございました。

平成２９年度 保護者会連合会役員
会長：溢田真典（遠田保育園）
副会長：田中賢志（横田保育園）
、大石泰文（川登保育園）
理事：高松浩司（高津保育園）
、大霜雄紀（めばえ保育園）、中尾友哉（すみれ保育園）
監事：岡﨑 学（須子保育園）
、井出口恵佳（東仙道保育所）
顧問：田屋直紀（豊川保育園）
、大賀智一（小野保育所）
、
伏谷信幸（北仙道保育所）
、宅江呂剛（雪舟保育所）
、山下和也（葵保育園）
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