平成２４年
年１０月１９日 No.１
暑かった今年の夏もようやく過
過ぎ、秋めいた季節となってきましたが、皆様
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
保護者会連合会が始動して約半年が過ぎました。私たち保護者会連合会
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
として、皆様のご意見をお聞きしながら、子どもと
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
行っております。
そこで、大変遅くなりましたが
くなりましたが、これまでの活動のご報告をさせていただきます
をさせていただきます。

～平成２４年度
会長

保護者会連合会役員紹介
保護者会連合会役員紹介～

西村満大（緑ヶ丘保育所
丘保育所）
今年度
今年度、益田市保育研究会

保護者会連合会会長
保護者会連合会会長の緑ヶ丘保育所の西村満大

です。
。
最近
最近の我が家のブームは、
“プール遊び”です。ウォータースライダーなどの
ウォータースライダーなどの
アミューズメントプールも
アミューズメントプールも楽しいですが、我が家では
では普通のプール（特に温水
プール
プール）で子供も親も水泳の練習を楽しみなが運動をする
をする事にはまっています。
この
この保護者会連合会活動も楽しみながら 1 年間頑張ってまいりますので、
年間頑張
ご支援
支援、ご協力のほど宜しくお願い致します。

副会長

矢冨晋太郎（益田ひかり
ひかり保育所）

ひかり保育所保護者会会長の矢冨
矢冨です。

副会長

懸樋和広（
（梅賀山保育園）

今年度、益田市保育研究会保護者会連合会副
益田市保育研究会保護者会連合会副会長

これを良い機会に益田市の子育て・
て・保育について
しっかり考えていこうと思います。
。

の梅賀山保育園の懸樋和広
懸樋和広です。
日々、二児の父として
として仕事、育児と奮闘の毎日で

一年間よろしくお願いします！！

す。今年特に、仕事が忙
忙しく帰宅するのが夜遅く活

・マイブーム：子どもとチャンバラごっこ
どもとチャンバラごっこ

動にあまり参加することが
することが出来ませんが、宜しくお

・マイ名場面：サンジがバラティエを
サンジがバラティエを去るところ

願いします。

（ワンピースアニメ
ワンピースアニメ第 30 話）

たまにある休みには、
、子供たちと一緒に買い物を

・マイ名ゼリフ：
「。。。安西先生、
、バスケがしたいです したり、公園に行き遊んだり
んだり一緒の時間を大切にし
。。。」（スラムダンクアニメ
スラムダンクアニメ第 27 話）
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ています。

理事

田原正紀（鎌手保育所）
）

理事

佐々木忍（葵乳児園
葵乳児園）

朝や仕事で帰りが遅くなったときなどは
くなったときなどは、時間に

はじめまして。葵乳児園
葵乳児園の保護者会長、連合

追われ、気持ちにゆとりがなかったりで
ちにゆとりがなかったりで、子どもの

会の理事をさせて貰ってます
ってます 佐々木といいま

ことを看れなかったり、ちょっとしたことで
ちょっとしたことで感情的

す。

になったりして、後で反省することが多
多々あります。
反省しても未だに、同じ事を繰り返していますが
していますが
・・・。

二児の父親で、日々忙
忙しい毎日を送っています。
連合会では、色々勉強
勉強しながら子供達の教育
に役立てています。

子育てを通じて、自分自身も成長していかないと
していかないと

よろしくお願いします
いします。

いけないなと感じている今日この頃です
です。
今年度役員を務めることになりましたので
めることになりましたので、どうぞ
よろしくお願いします。

理事

廣兼祐治（東仙道保育所
保育所）
今年度
今年度、保護者会連合会の理事をさせていただく東仙道保育所
東仙道保育所の廣兼です。
今回は
は、普段の子供との触れ合いをふまえての紹介という
という事で、我が家ではイベ
ントや体験
体験ごとによく行きます。最近は日にちの都合がつく
がつく時は、江津の少年自然
の家や大田
大田の三瓶青少年交流の家での宿泊研修等で自然
自然の中で遊んだり、自然にあ
る物でおもちゃや
でおもちゃや小物を作ったりします。他の地域の家族
家族の人達との共同での活動
（子供同士
子供同士で協力をして物事に関わる）を楽しんでいます
しんでいます。その行き帰りには、近

くにある観光地や施設などにも行って、
、いろいろな物を見たり感じたりして子供と楽
楽しんでいます。
役員として今回いろいろな行事を企画
企画し運営するにあたり、会長をはじめ他の役員
役員さんと協力をし、子供達に
とって楽しい思い出が出来て、親子でふれあえる
でふれあえる機会が増えればと思っています。一年間よろしくお願いします。
一年間

監事

領家

純（北仙道保育所
北仙道保育所）

監事

北仙道保育所保護者会長の領家です
です。

田原佳裕（豊川保育園
豊川保育園）

豊川保育園の田原佳裕です
です。長男も年長になり、そろ

小学生２人と保育園児の三姉妹の父親
父親です。

そろ一緒に野球が出来るかなぁと
るかなぁと楽しみにしています。

今年、保護者会連合会の役員として、
、がんばりたい
と思います。

役員としては分からないことが
からないことが多いと思いますが、
出来ることから始めたいと思
思います。よろしくお願いし

よろしくお願いします。

ます。

以上８名の役員に加え、前年度の連合会会長
連合会会長・平川英美さん（遠田保育園）と、
、前年度役員・鹿野浩一さん
（明星保育園）のお二人に、顧問として
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
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
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
保護者の研修、保護者同士の親睦を図るとともに
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
を目的とし企画・実施していく、保護者同士
保護者同士の会です。
昨年度及び今年度の活動内容
平成 23 年度
○アンケートの実施
○市への要望書提出
○「地域医療を考える」市民公開セミナー
セミナー“産科医療の現状を知る”
○鈴木翼＆ロケットくれよんファミリーコンサート
ファミリーコンサート（グラントワ）

平成 24 年度
○アンケートの実施 ○市への要望書
要望書を作成し提出（1０月２６日提出予定）
○育児講演会実施予定（1 月）
※詳細は決まり次第みなさまにお
みなさまにお知らせします。ぜひご参加ください！

平成 24 年 11 月 25 日（日）AM9:30～12:00
先日リニューアルされたばかりの
リニューアルされたばかりの万葉公園を親子で散策し、ポイントに行ってスタンプを
ってスタンプを集めるといったイ
ベントを予定しています。最後にはあたたかい
にはあたたかい豚汁も♪詳細は別紙にてあらためて
にてあらためてお知らせします。
みんなで
みんなで楽しいひとときを一緒にすごしましょう！
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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。

①

A

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

22

45

277

253

82

・全体的に高すぎる。もっと安くしてほしい。

・他の市町村に比べて益田市は高いと思う。

・条件なしで三人目以降は無料にしてほしい。

・何の為に働いているのか分からない。

・保育料が収入の５％以内になればもっと嬉しいのですが。

・階層区分を細分化してほしい。

・Ｉターン者に対して、保育料等のことをもう少し考えてもらいたい。
・産休・育休・転勤等で収入が減る場合や、子どもの病気等で仕事を長く休む場合、保育料の減額など考慮してほしい。
・子ども手当が無くなり児童手当になって金額は減り、扶養控除も廃止になった今、保育料は高いまま。もっと安くして下
さい。
①

B

世帯収入に占める保育料の割合

平均

12.9％

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

59

213

346

75

12

・融通をきかせてもらって延長保育に休日保育、食育も満足できるし助かっています。
・突然の延長保育にも柔軟に対応してもらっていつも感謝しています。

・色々やって頂いてありがたい。

・ちょっとひと息つきたいときに、一時保育を利用できることはすごく助かる。
・障がい児保育・病後児保育をどこでも受けられるようにしてほしい。
・保育士等の関係者の負担を市がしっかりとバックアップしてほしい。
・どこの保育所でもある程度同じ受入れ体制にしてほしい。
・病後児保育についてもっと周知すべき。吉田保育所が単独でやっているような印象を受ける。
・病後児保育をしてくれる園を増やしてほしい。
③

・休日・病後児保育を普段子どもが通っている保育所で行ってほしい。

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

14

95

400

160

31

・自然がたくさんあり、子育てにはとても良い環境だと思う。
・産む環境が不十分。
（日赤しかなく健診も大変。
）

・市内集中。周辺は整備されていない。

・金銭面での支援が少ない。少子化という割には手当が何もない。

・子どもの医療費負担の年齢をもっと小学校卒や中学校卒までなど引き上げてほしいです。
・公共施設には子どもと一緒に入れるトイレやオムツ替えシートなどをちゃんと設置して欲しい。男子トイレ側にもあると
なお良い。
・車が駐車できるような公園環境とその数を増やしてほしい。
④

・子どもが遊べる環境が少なすぎる。

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

6

78

301

249

61

・自然を満喫できる万葉公園や蟠竜湖へ行ったり、家の周りで自転車や縄跳びなど子どもが好きな遊びをする。
・万葉公園の遊具が新しくきれいになり、大変うれしく思いますが、空港の所も、もっと有効に利用してほしい。
・最近では子どものイベントも多く、それに参加したり海や公園など良く自然に対して出かけています。
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・家や庭、近所の散歩、ほとんど遠くへは行きませんが、豊かな自然が残っているのでありがたく過ごしています。
・雨の日思いっきり遊べるところがない。もっと広い施設を。
・休日どこに出掛けるか悩む。

・遊びに行く場所が少ないです。屋内で遊べる場所は父親だけだと行きにくいです。

・車で出かけないと広い公園がなく大抵、結構歩く必要がある。小さい子連れの場合、片親で気軽に連れて行ける所がない。
祖父母の家に遊びに連れて行く。
・木育の推進（木のおもちゃがある施設）
。
⑤

・もっと自然を利用した施設があってよいと思う。

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

70

181

243

145

53

・比較的、子どもが体調不良時には急な休みなどを取らせてもらえる。上司の理解がある。
・制度的には充実している。現場でなかなか制度通りにいかない面もあるけれど。
・病気などでも急な勤務変更が難しく、たとえ入院になっても休みが取れない。産休も本来ならもらえるが、取れないとき
もあり、環境は整っていない。
・嫌な顔をされて休みにくい。

・子どもが病気をしても休めない。

・休みは取れるが、その分時間を短縮させられた。イヤミを言われた。
・ぎりぎりのシフトで組まれているため、休みにくい。 ・今産後で無職だけど、子どもがいるだけで採用してもらえない。
・子どもが小さいという理由で雇ってもらえない。そのことを職安で相談したら「仕方ない」と言われた。
・女性が多い職場でも、発熱や怪我で保育所・小学校から電話があってもすぐには中々いけません。殆どが祖父母に頼った
りしている人が多いです。
・休み等（遅刻・早退含む）取りやすい環境作りを企業ももっとして欲しい。
・子育て中の母親が働く環境と時間帯がそろった職場は少ないです。
・子どものいるお母さんには残業させないというような企業の努力、周囲の理解が必要と思います。
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

119

23

292

244

・二か月で精一杯が現実です。

・妊娠時、産休もない為、厳しい。

・収入面で厳しいので、育休は取らなかった（保育料が高いので）
。休みが取りやすい職場のため、不安なく復帰できた。
・育休はとったのですが期間は短くしました。定期的収入がなく、補助金を受け取るにも期間がかかり金銭的に厳しい。育
休明けはさらに休んだ期間の税金を払いますし・・・。
・臨時採用なので、休んでいる間は給料はなかった。生活のために産後 2 ヶ月で仕事に復帰した。
・妊娠、出産＝退職。子どもを産むたび、職場を変えなくてはならない。

・職場が認めてくれなかった。

・前例がないなどと言われ、退職せざるを得ませんでした。
・益田の会社等ではまだまだそういった環境が整っていないのでは・・・。
⑦

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

7

63

383

142

32

・乳幼児期から就学の連携が取れるとよいですね。通学路は地域の見守りがあり、大丈夫そう。学童保育も充実していて安
心して仕事ができる。
・(子ども 110 番の家、子ども見守り隊、ボランティアハウス)のお年寄りの方々には、大変感謝しています。
・地域の人たちに、見守られているので安心です。
・危険箇所有。校舎の耐震性。合併問題の早期結論。
・交通量も多くとばしていく車もいるので心配です。しっかりした歩道を作るか、スクールバスを導入してほしい。
・学校への通学路が小道ばかりで、朝は車で大変混むので心配。大人が立っているのは学校の前だけ。門が狭く、車の出入
りが多いのに子供がよけようともせず、いつも混んでいる。
・日本語ができない子どものサポートがほしい。
・学校再編、給食調理場など子どもが小学生になる頃、どのような環境になっているか不安。
・危険なことを考えたらきりがない。安全運転を心がけてほしい。
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・道路の整備が出来ていないことに益田へ来て驚きました。学校がたくさんあるわりには歩道がない所が多い。
・帰宅後に、子供たちで遊びまわれるような広場が近くになく、子供たちもどこで、どうやって遊べばいいのかわからない
よう。
・白線の内側が狭かったり、ガードレール等がない。あまり車が通らない道こそ、スピードを出す可能性がある。通学路は
きちんと整備するべきだと思う。
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

348 名のうち

219

117

・学童クラブの時間をもう少し延長してほしい。

・学童の定員が少ない。施設が整っていない。

・放課後児童クラブがないので、家で子どもが一人になってしまう。

・利用料金が高すぎる。

・保育園にいてくれると下の子と一緒にお迎えでき、安心して仕事ができる。
・核家族で仕事をもっているため利用せざるを得ない。
・地域に放課後児童クラブがないので利用できない。とても不安です。
⑨

保護者会連合会の今後の活動に関してのコメント

・保育料を下げる活動。とにかく保育料が安くなるように活動してほしい。益田市は保育料が高い。
・保育料の計算方法などの対応。

・保育料や医療費、学童保育への補助。

・雨の日の休日の子どもの遊び場。兄弟がいるので、小学生と保育園児が両方楽しく遊べる場所が欲しいです。
・親子イベントの開催、公園設置の要望。

・室内で遊べる安全な場所がほしい。

・益田市内の公園マップや、遊べる場所、利用できる施設等の情報を分かりやすく知りたいので、そのようなパンフレット
などを作成して欲しい。
・都会と違い、お金と時間がないと本物に触れる機会が少ないのは現実。少しでも本物（音楽でも劇団でも…）に触れる機
会を提供して頂けると喜びます。
・子どもにやさしい料理講座などあると嬉しいです。
・若い人向けの PR を！若い人たちにどんどん参加してもらって、地域が盛り上がってほしいです。
・益田市内の施設が無料で入れるような、クーポン券的なものをふやしてほしい。
・園対抗などの行事をやったら楽しそうだし、交流が出来ていいと思う。

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要望書を作成しました。
要望事項は以下の通りです。
一

益田市認可保育所保育料負担金額等の軽減

二

安心して産み育てることのできる医療体制の確保

三

安心して仕事と子育てができる社会環境の整備

四

公共施設の整備・充実

五

放課後児童クラブの整備・充実

六

保育所職員の処遇改善

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。
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