平成２６年９月１日

No.１

９月に入っても残暑の厳しい日が続いていますが、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半年が過ぎました。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、大変遅くなりましたが、これまでの活動のご報告をさせていただきます。

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。
昨年度及び今年度の活動内容
平成 2５年度
○アンケートの実施

○市への要望書提出

○親子対象事業「万葉公園かぞくでできるかな？」
○講演会「笑って学ぶ子育てのコツ～けんかやトラブルはこわくない～」
平成 2６年度
○アンケートの実施

○市への要望書を作成し提出予定

○連合会だより発行

○親子イベント実施予定（1１月２４日）⇒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！

平成 26 年 9 月 23 日(火・祝)AM10:00～11:00
今年度は、
（財）日本体育協会公認

in さくらドーム

ジュニアスポーツ指導員の峯田英治先生をお招きして、年齢に合った

運動あそびをご紹介いただきながら、親子で楽しく身体を動かすイベントを開催いたします。詳細は別紙にて
お知らせします。
スポーツの秋！みんなで楽しく身体を動かしましょう！！
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平成２６年度
会長

保護者会連合会役員紹介

伊藤輝昭（すみれ保育園）
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、すみれ保育園園児の保護者、伊藤と申します。
保護者会連合会会長とは言いましても、各保育園で持ち回りになっ
ている役にたまたま当たってしまった、というのが正直なところで、
保護者会連合会というのは、各保育園の保護者会が横の連携を取りな
がら、要望やイベントなど、さまざまなことを行っていく組織らしい、
ということくらいしか理解できていないのが実際のところです。
幸いにして、今年度の役員・顧問の皆様、保育研究会の役員の皆様

は非常に頼もしい方々ばかりで、皆様と打ち合わせをしながら進めていけば、何とかなりそうで、内心では
ほっとしております。
今年度も昨年同様に「親子で過ごす時間について」というテーマを軸にし、講演会や親子事業を企画・開
催していくことを、先日行った役員会で意思統一させていただきました。
至らぬことも多々あろうかとは思いますが、親子で楽しんでいただける場作りを、精一杯の力で作ってい
きたいと思っています。
保護者会連合会主催行事のご案内をさせていただきました時には、ぜひ親子そろってご参加いただき、楽
しいひとときを過ごしていただきたいと思っております。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

副会長

河野正敏（須子保育園）

副会長

今年度、益田市保育研究会 保護者連合会副会長
の須子保育園の河野正敏です。

佐々木智臣（都茂保育所）

都茂保育所保護者会長の佐々木と申します。
保護者会連合会におきましては、副会長を務め

3 人の子供の父ですが、私も子供なのか、よく家

させていただくこととなりました。

では怒られています。我が家では、子供たちに、色々

普段は他の保育所の保護者や先生と関わる機

な体験をしてほしくて行ける時には、イベント行っ

会があまり無いので、保護者会連合会の活動を

たりキャンプに出かけたりするようにしています。

通じて、情報共有や親睦を図り「子どもたちの

今年度は、1 番下の子が年長になり 11 年通った

笑顔」に繋がるよう皆さんと共に取り組むこと

保育園も最後の 1 年になり、のんびり楽しんで過そ

ができたらと思います。一年間よろしくお願い

うと思った矢先、副会長の話があり迷いましたが、

いたします。

これからも子育てを通じて、自分自身も成長したい
と思い引き受ける事にしました。
役員として、1 年間会長をはじめ他の役員さんと
協力して頑張ってまいりますので、宜しくお願いし
ます。
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理事

田中

充（鎌手保育所）

理事

宮川

有衣（匹見保育所）

今年度、理事をさせていただきます。匹見保育所の宮川

今年度、鎌手保育所の保護者会長をさせて頂き

有衣です。

ます田中充です。

４年前に広島から I ターンして来ました。現在は、主人

一児の父親ですが、赤ちゃんだった息子があっ
という間に年長さんになり、子供の成長におどろ

とわさび農家をしながら二人の子供を育てています。
益田市はとても子育てにやさしい地域で、沢山の人に可

いています。

子供たちに、楽しい思い出になるような行事に、 愛がっていただきながら、子供たちはすくすくと大きくな
少しでもお役に立てるようがんばりますので、一

っています。
この総会を通して、母親としても成長し、また子育てに

年間よろしくお願いします。

奮闘する沢山の人の助けに少しでもなれたら嬉しいです。
一年間よろしくお願いします。

理事

豊田

一大（わかくさ保育園）
はじめまして、この度保護者会連合会の、理事を勤めさせていただくことに
なりました、豊田一大と申します！
二人の娘に、地元で育ってもらいたいと無理を言って二年前に帰って来まし
た(^-^ゞ
もっとお外で遊んでほしいけど、いつも決まっておままごと(/--)/
女系家族で、肩身は狭いけど毎日楽しく過ごしてます(￣^￣)
分からないことも沢山ありますが、少しでも力になれるように頑張ります！
一年間よろしくお願いいたします m(__)m

監事 宅野

洋光（まるに保育所）

監事

石橋

紗織（横田保育園）

今年度、益田市保育研究会保護者会連合会に監事と

まるに保育所の宅野です。１男２女の父です。

して参加させていただく、横田保育園の石橋です。小

そろそろ中の子の自転車の特訓を始めたいと思っ

学生 2 名と保育園児 1 名の三姉妹の母親です。末娘

ています。

が年長になり、保育園最後の年となりました。

今年度役員としてお役に立てれるか心配ですが、
みなさんと協力し楽しく活動ができればと思います。

連合会役員の活動は、分からない事だらけですが、
他の皆さんの迷惑にならないようにがんばりたいで

よろしくお願いします。

す。どうぞ、一年間よろしくお願いします。
以上８名の役員に加え、前年度の連合会副会長・竹内直実さん（高津保育園）と、前年度役員・佐伯紀和さん（遠
田保育園）、中村裕さん（原浜保育所）、原納正佳さん（めばえ保育園）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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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。
◎なお、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いたします。
◎回答数：652

＜回答者＞父：47、母：602、その他：3

1-①A 保育料の階層区分についての満足度
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

17

38

272

227

73

1-①B 世帯収入に占める保育料の割合

保育料階層区分
⑤大変
不満
12%

平均

12.18%

・上に歳の離れた兄弟がいるので、少しでも保育料が安くなることを望みます。

①大変
満足
3%
②満足
6%

・保育料が少しも安くなっていない。 ・２人目から半額負担をもう少し改善して
ほしい。1/3 とか・・・。

・同じ保育を受けるのに保育料が違うのはおかしい気

がします。 ・土曜減免をしてほしい。 ・階層区分をもう少し細かく分けてほし
い。

・3 人目から、保育料免除されていたが、上の子が卒園しても 3 人目からの

保育料は取らないでほしい。

④不満
36%

③普通
43%

・保育料が高い。2 人入園させるとなると、かなり

負担が大きい。 ・収入によって保育料が違うの不満。高い保育料払っても、園の
子ども全員同じ保育を受けるんだから、料金によって対応が違うならまだしも、働
けば働くほど値段が上がるなんてありえない。

1-②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

188

335

69

11

44

・色々な行事があって良いと思います。 ・園開放などで気軽に様子を知ることが

保育事業

でき、一時保育もあずけ易い。 ・私が仕事で遅くなる日もあるので延長保育は大

⑤大変
不満
2%

変お世話になっています。 ・病後児保育があれば働く人は助かる。 ・郊外なの

①大変
満足
7%

④不満
10%

で実際は病後児保育は利用できません。 ・病後児保育、障がい児保育については、
もっと充実させてほしいな、と現状を見て思います。 ・現場の先生方は、とって

②満足
29%

もよく子どものためにがんばってくれていると思います。 ・たとえば、益田市主
催で、益田市内保育園児の交流会などがあると楽しいかなと思います。 ・子ども
に対しての保育士の人数を増やして欲しい。

③普通
52%

・せっかく大自然があるのだから、

もっと生かすべきだと思う。そして、美味しい野菜をみなさん長年のプロの方がた
くさん作っているのだから活用すべき。

2-①益田市における公共施設についての満足度
①大変満足

②満足

7

67

③普通

④不満

⑤大変不満

375

174

23

・遊べる場所が少なすぎる。室内で遊べる所ができてほしい。 ・遊ぶ所がない。 ・
⑤大変
不満
4%

①大変
満足
1%

家の近くに小さくていいから公園が欲しい！ ・自然はたくさんあり良いのですが、
②満足
10%

雨の日など外で遊べないとき利用できる施設が充実してほしい。
がないので、行きたくても行けない。
～小学生向け。

④不満
27%

もらっています。

・公園に駐車場

・雨の日、室内で遊べる場が欲しい。年長

・雨の日やお出かけしない日は子育て支援センターを利用させて
・公園をもう少し整備してほしい。

・もっと雨の日でも遊べ

る場所がほしい。公園ばかりで雨の日はスーパーしかない。県外・市外にわざわざ

子育て環境（公共施設）

③普通
58%

出なくてはならない。

・洋式トイレ、おむつ替えベッドがまだない所もあって非

常に困る。トイレが狭い（２人連れて、３人で入らなくてはいけない事もある）
・安心して遊ばせられる場所が少ない。
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・もう少し公園に遊具を作ってほしい。

2-②益田市における医療についての満足度
②

大変満足
9

⑤大変
不満
9%

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

79

334

193

35

・小児科が少ない。夜間休日救急の対応。病因が分かりにくい。

①大変
満足
1%

療の無料、予防接種（インフルエンザ etc）の助成をしてほしい。 ・休日診療
が午後もあるといい。 ・子どもが熱が出て来院するも 1 時間以上待たされる。

②満足
12%

④不満
30%

・乳児医

妊娠している時も長時間待たされた。 ・子どもの医療費を無料にしてほしい。
子どもと一緒に楽しめる施設などがもう少しあったらいい。

・医療費が７月

～小学生まで補助してもらうようになり助かります。利用したことはないが休
日診療があるのも助かります

・以前住んでいたところは中学生まで医療費が

無料だった。インフルエンザワクチンの助成がない。
③普通
52%

子育て環境（医療）

増えるといい。

・小児科、産婦人科が

・ぞうさんの家があるのに定員人数が少なすぎる。

・満足

した医療が地元で受けられない。何かあれば県外の病院へまわされ大変。
3-①子育てをする上での職場環境への満足度
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

49

168

285

122

18

⑤大変
不満
8%
④不満
19%

・残業が多く育児に参加する時間が少ない。 ・育児をとろうとすると会社を

①大変
満足
10%

辞めなければいけない。

・権利とはいえ、休みを取りにくいのが現状。

・

簡単に休めない会社が多い。フレックスタイムを取り入れてほしい。 ・時短
②満足
26%

勤務制度はあるが、周囲に実際に取っている人が少なく、取りにくい状況があ
る。もう少し市民全体に広まっていけば、周囲の協力も得やすいのではないか
と思う。
・仕組みがあっても、雰囲気が悪ければ気持ちよく休めないと思います。職場

③普通
44%

職場環境

に迷惑をかけないようにと思うと、家族（子ども）がほったらかし…ワークバ
ランスが難しいです。

3-②産休・育休について
母①産休をとった

母②産休,育休をとった

102

287
母①産休
をとった
10%
母②産休
育休を
とった
26%

産休・育休
父②とっ
ていない
43%

母③とっていない

父①育休を取った

父②とっていない

220

12

471

・父親は育休は本当に取りにくい。というより取れない環境だと感じま
す。 ・実際、子育てしながらの仕事は厳しいです。理解してもらえない。
産休を取ったけど結局は退職することになった。

・今の職場は、どちら

かというと育児世代には優しいと思いますが、なかなかパートの身分での
産休、育休なんてない。また辞めて、職探し。小さい子がいると面接で落
とされる事も多いし、世の中のママは大変です。若くして子どもがいる家

母③とっ
ていない
20%

父①育休
をとった
1%

4

庭に優しい益田市になってほしい。

・法律で産休・育休を定めても、雇

用主の意識を変えないと益田のほとんどの職場では利用できないのが現
状。雇用主にもメリットがある制度になるよう工夫が必要なのでは？

学童保育の利用について
①

利用したい

②

利用しない

③

学童保育があるかどうか

④

まだわからない

分からない

245
④まだ分
からない
③学童保
26%
育がある
か分から
ない
4%
②利用し
ない
10%

56

放課後児童クラブ

15

112

・学童があるかどうかで働き方も変わってくるので、色々と気になります。
学童クラブの預かり時間（何時までか）
ない、信号機がない）

・通学路の交通安全（横断歩道が

・学童保育が 3 年までしかないこと。

・放課後ク

ラブは、受入れが３年生までなので、その後が不安。長期休暇等を家で１人
①利用し
たい
60%

で過ごさせるようになる。近くに身内等もいないので、仕事を続けられなく
のではないかと心配している。

・共働きをせざるを得ない中、かぎっ子に

なるのは、とても心配で不安。学童を利用したいが、車がないため送り迎え
が難しい状況。

・児童クラブは兄がお世話になっていたので、安心・信頼

している。 ・学童クラブの希望が多く、入れるか不安。
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4

卒園後の環境について不安なこと等

・小学校に入学した時の通学や下校の時の子どもの安全。（今一番ニュースで多いことなので）

・民間でもいいから託児所が

ほしい。自分が帰宅するまで１人かと思うと不安。 ・学力の差。学習に対しての姿勢が身についているか。 ・年末年始な
どの長期休みや病気の時に休めるかどうか。 ・登下校中、不審者に出会わないか心配です。 ・小学校から家までの登下校
時の安全面をしっかりしてもらいたい。少子化に伴いまわりに同じ年の子どもも少なく心配。 ・小・中学校の再編成。 ・
放課後のすごしかた。 ・中学校の合併の話が出ているが地域から学校を消すのはやめてほしい。 ・スクールバスがあれば
よい。
5

・今の保育園ほどのサポート環境が卒園後にもあるのかは不安に感じています。

その他意見や育児の悩みなど

・年子だと３人目から無料だが、歳の離れた兄弟だと上の子の学費もあり今の軽減では厳しい。 ・アンケートを書いて出して
も少しも変わっていない。 ・核家族やひとり親家庭等々、昔とは家族の形態も様々である現状を理解して、子育て世代のサ
ポートの充実を行ってほしい。自然豊かな益田はまあまあ店もあり、気候も良く、子育てしやすい自然環境と思うので、支援
の充実を図れば、もっと住みよく子育てしやすくなると思う。 ・園の先生方が、よく相談に乗ってくださるので助かります。
・まだ一人目ですが子どもが増えていくと保育料だけでパート代がなくなります。子どもが増えても生んで育てて働きたいと思
える支援があるといいと思う。 ・今後スマホ等のゲーム機をどのように考え扱ったらいいのか・・・悩みます。 ・市民プ
ールを無料にしてください（未就学児）。

・近くに相談する人や保育園の先生方も話しやすい環境なので、今は特にありま

せん。 ・学童クラブについてですが、夏季・冬季休暇の際のみ利用できるようにしてもらえると助かります。 ・発達障害
など、できれば乳幼児健診などでも、発見しやすくしてほしい。 ・近年は、見て見ぬふりをする大人が多くなっているので
積極的に大人が子どもに指導する環境が必要でないかと感じています。 ・誰も都合のつかないときに発熱したらと考えると
子育てと仕事のバランスについて難しさを感じる。 ・金銭面でのサポートを充実させてほしい。これから益田をささえてく
れるであろう世代を育てるには間違いなく市や国の金銭面でのサポートが必要になると思う。 ・少子化、高齢化が進むにつ
れて、対策が明確にあるのか不安。 ・日々の子どもの成長。 ・小学校の合併問題はどうなっているのか・・・合併となる
とさらに距離が遠くなるし、色々心配事が増えるため、いつ、このような話が出てくるか不安。 ・両実家が遠方にあるため
いざというとき頼れない。現在特に何もないが不安がある。 ・保育所により子供の活動に差がある。 ・避難訓練を監督指
導してほしい。全員には関係ないことですが、障がい児保育についての情報が入らない。個人で親が動くしかなく、心理的に
も時間的にも、やや負担に感じることがあります。少数派なので、なおさら意見を伝えにくいこともあり･･･。行政や福祉の
方と連携して、子どもがより楽しく、自分の力を発揮して保育園生活を送れるようにしてあげたいと思います。

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。
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◎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。
昨年度（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

-7-

にてご確認下さい。

