平成２９年３月７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 28 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 田屋直紀（豊川保育園）
平成 28 年度の保護者会連合会会長の田屋です。今年度も残すところ僅かになり、会長としての重
責も、もう少しで任期が終わろうとしています。
これまで子ども達・保護者・保育園の為と、色々な行事を企画し実行してきました。
最初に取り組んだのが、益田市長への要望書の提出です。在園の保護者の皆さんから頂いたアンケ
ートを役員会議の中で話し合い取りまとめました。そして各家庭・職場・地域等によって、様々な問
題がある事を実感しました。
後日、市長から回答を頂きました。満足の行く回答ばかりでは有りませんでしたが、これからも、
継続して保護者の意見を市政に反映して頂きたいです。
次の企画が保護者対象の講演会でした。色々な意見の中からイクメンの話題になり、ファザーリン
グジャパン代表の安藤先生をお招きし、
「パパをもっと楽しもう」というタイトルで講演して頂きま
した。私自身は育児や家事を行っていると思っていたことが、まだまだ甘いと痛感させられました。
更にその中で、
「育児は期間限定」という言葉が有りました。当たり前の事ですが、子どもは日々成
長し、何時か親の手を離れて行くということを日々の生活の中で忘れている事に気づきました。これ
からは今まで以上に、楽しく、真のイクメンを目指して行きたいと思います。
最後が、3/20 予定の親子対象事業「VIVA!防災フェス」です。これは、本当に初期の段階から役
員会で多く話し合いました。災害は時と場所を選ぶ事が出来ない物です。その時にどう行動すればい
いかということのきっかけに、少しでもお役に立てればと企画しました。今回、益田消防署の方々に
もご協力して頂くことになり、色々な体験が出来ますので多数のご参加をお待ちしております。（後
は天候のみ！）
私にとってこの一年は、色々な経験ができ、貴重で意味の有るもので、それにより私自身学び、少
しは成長できたと思っています。その中で一番感じたことが、家族で地域でみんなで、もっともっと
子育てに協力して、住みよい環境を作って欲しいということです。
最後に、会長の重責を全う出来たのも、保育研究会役員の先生方や保護者の皆様のご協力のおかげ
です。本当に有難うございました。また、他の役員の方々もこの一年間本当にご苦労様でした。
月一回お仕事で忙しい中、時間を合わせ集まり（台風で警報が出た日も）、研究会事務局の檜谷さ
んが準備した飲物＋おやつを食べながら、毎回数時間の話し合いでしたが、とても有意義で楽しかっ
たです。
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ご協力を宜しくお願いします。
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○要望書提出

平成２８年１０月２６日
市への要望書提出
理事 山下和也（葵保育園）

本年度も保護者の皆様にアンケートを実施し、いただいた回答を役員会で確認させていただきながら、真剣
に話し合い、次の６つの要望事項を平成２８年１０月２６日に山本市長に提出いたしました。
①益田市認可保育所保育料負担金額等の軽減
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保育所職員の処遇改善
項目としては昨年度と同じものとなっていますが、役員みんなで一つ一つ議論しながら少しでも拡充してい
ただけたらとの思いから再度要望していくことを決め、項目ごとに保護者としての自らの思いを自らの言葉で
伝えながら市長に要望しました。
「子ども子育て支援新制度」が 2 年目を迎え、引き続き保育短時間認定で保育所利用がしづらくならないよ
う配慮をお願いしました。また、多子世帯の保育料の軽減は改善されていますが、所得への配慮も含め、更な
る軽減の検討をお願いしました。
また、医療体制については、益田赤十字病院について小児科医が 3 名体制となり、小児科の先生方の負担軽
減を考え、外来診療の完全予約制や予防接種件数の制限等の取り組みが実施されています。安心できる子ども
の医療体制の確保のためには、
「病気にならない」予防の観点からの取り組みも大切だと感じました。
要望書を考えるにあたり、子ども達のことを考え、子ども達にとって何をしてあげたら良いだろうかという
ことを役員の皆さんと一緒に考える貴重な時間をいただきました。少しずつでも良い方向に向かっていくこと
をイメージしながら、これからも一保護者として息子、娘のために頑張っていけたらと思います。ありがとう
ございました。

益田市へ要望書提出
監事 藤原政志（常盤乳児園）
各園の保護者の皆様にご協力して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て、出産と育
児に関する要望書を山本市長へ提出させていただきました。
より子育てのしやすい環境整備の実現へ、保護者を代表して田屋会長が山本市長に熱く語ってくださいまし
た。
その街の力は人口に比例すると、私はそう思っています。人口を増やすための努力をしている街は、強くな
るための可能性を秘めているはずです。その意味では、人口減少が当たり前のこの時代に、あえて人口拡大と
いう困難な課題にチャレンジしている益田市には希望があると信じています。
ただそうは言っても、子育ての環境整備がすぐに改善されるのは現実的に無理があります。市は当然、なん
とか良くしたいと思い動いてくださっていますので、私たち保護者も各園や地域の方々と協力体制をとってい
くことも大切です。がんばりましょう！
最後になりますが、この 1 年、すてきな役員さんと各園の先生方に囲まれてとても有意義な時間を過ごさせ
ていただきました。グラッツェと締めたいところで、突然のイタリア語登場を分かる方はごく限られたメンバ
ーなのですが、それでも本当に心の底からグラッツェ！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の保護者を対象にアンケート調査を実施し、約 670 件の回答を頂きました。
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。
要望主旨
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、子ども達と私達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、毎年全保育所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、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
ら子育てをしています。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。
子どもは地域に活力を与え、未来の益田市を担う存在です。こうした現状にご理解を頂き、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。
」を実現するために、子育て環境の改善に向け
て、一過性の対策ではなく継続的なご支援をお願いいたします。
要望事項
一

益田市認可保育所保育料負担金額等の軽減
・保育短時間認定で保育所利用がしづらくなることのないよう配慮をお願いします。
・基準額表の階層区分の細分化をお願いします。
・所得や多子世帯に配慮した更なる保育料負担の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、小児科、産婦人科及びそれらの夜間診療体制とい
った医療体制の確保、及び子どもの医療費のさらなる減免をお願いします。
・総合病院とかかりつけ医の連携強化をお願いします。

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を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。
・子どもたち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
・児童が安全に通学できるよう通学路の整備への対応をお願いします。
・公共施設への授乳室、子ども用トイレや駐車スペース等の整備をお願いします。
・公園等で、幼児が利用できる安全な遊具の整備や管理をお願いします。

五

放課後児童クラブの整備・充実
・放課後児童クラブの施設の充実、職員の増員、開所時間の延長をお願いします。
・保育園、児童クラブ、小学校間の連携がとれる体制作りをお願いします。

六

保育所職員の処遇改善
・各保育所職員の処遇改善を目的とした運営補助への対応をお願いします。
平成 28 年 10 月 26 日
益田市保育研究会保護者会連合会
会長 田屋直紀
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要望に対する回答について
平成 28 年 12 月 8 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、昨年 4 月に「子ども・子育て支援新制度」がスタートし 2 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をはじめとした様々な課題が山積してい
る状況です。
本市においては、平成 27 年 3 月に「益田市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、ＰＤＣＡサイクルによ
り、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援事業を総合的に推進していく取り組みを進めている
ところです。
この計画により、子ども・子育て環境の充実を図っていくことを踏まえ、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今後とも更なるご理解とご協力の程よろしくお願い致します。
記

一 益田市認可保育所保育料負担金額等の軽減
・保育短時間認定で保育所利用がしづらくなることのないよう配慮をお願いします。
（回答）支給認定につきましては、保育短時間認定となる場合においても、就労時間等により常態的に延長料
金が発生することを考慮し、特別の配慮を要するケースとして保育標準時間認定とするよう市独自の取り扱い
をしております。認定内容が利用者に負担とならないような取り扱いについて、他市等の状況も参考にして更
に検討してまいります。
・基準額表の階層区分の細分化をお願いします。
（回答）徴収基準額の階層区分の細分化につきましては、以前より重点課題のひとつとして継続的に検討して
いるところです。引き続き、階層区分の細分化につきましては、全階層を対象に継続的な見直しの検討を行っ
てまいります。
・所得や多子世帯に配慮した更なる保育料負担の軽減をお願いします。
（回答）保育料の算定は、従来と同じく前年の所得を基準としていますが、離職などで収入に変動があった場
合等により一定所得以下となる世帯に対しては、県及び市の総合戦略に基づく保育料軽減を活用し、所得に配
慮した保育料負担を行っております。なお、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
については、平成 28 年度より 1/2 軽減から無料としております。更に負担を軽減する方法を探りながら、現在
の軽減については、継続してまいります。
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、小児科、産婦人科及びそれらの夜間診療体制といった医
療体制の確保、及び子どもの医療費のさらなる減免をお願いします。
（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、そして救急医療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２７年度
は、全体で３４０件、うち６６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。小児科医が疲弊し、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。また、子どもの医療費の減免につきましては、平成 26 年 7 月より乳幼児等医療費の対象者を
小学１年生から小学６年生まで拡大いたしました。
・総合病院とかかりつけ医の連携強化をお願いします。
（回答）益田市は、公立病院をもたない自治体ですので、特色ある市内３病院（益田赤十字病院、医師会病院、
松ヶ丘病院）とかかりつけ医との連携により、あたかも益田市全体が１つの総合病院として機能する体制が理
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想です。市内の病院ではかかりつけ医からの紹介率も高い水準にあり、診療の役割分担も明確化しつつありま
す。地域医療を守り支えるために、
“先ずは、かかりつけ医を決めましょう”の普及啓発を『益田の医療を守
る市民の会』をはじめ、関係機関の皆様とともに活発に推し進め、かかりつけ医と病院との連携強化を更に進
めてまいります。

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を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
を進めます。また、県事業である『しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）認定制度』を活用しながら、
事業所・雇用主に対し子育て環境への積極的な支援への協力を依頼していきます。
・病児、病後児、休日保育体制の充実をお願いします。
（回答）現在、病気やケガの回復期にあり、集団保育が困難な期間にある病後児を対象に吉田保育所内病後児
保育室「ぞうさんのせなか」において、病後児保育を実施しているところです。また、病児保育につきまして
は、益田赤十字病院の院内保育所の開設に併せて、病児保育がスタートできるように協議をしております。院
内保育施設の整備状況を見ながら、遅れることなく対応してまいります。休日保育については、市内の全園で
はありませんが、利用ニーズを踏まえて実施しているところです。
・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。
・子どもたち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）見守り体制につきましては、現在、学校のＰＴＡや地区のボランティア等の皆さんを中心として子ど
もたちが安心して通学できるように見守り等に取り組んでいるところです。今後も引き続き子どもたちが安心
して通学できる環境を目指して取り組んでまいります。
四 公共施設の整備・充実
・児童が安全に通学できるよう通学路の整備への対応をお願いします。
（回答）通学路等の整備につきましては、市内小・中学校の通学路における危険箇所等を調査した結果に基づ
き、関係機関等による現地調査等を実施し、対応可能な箇所から整備を実施しております。国道、県道につい
ても、必要な整備を国や県に対して要望してまいります。
・公共施設への授乳室、子ども用トイレや駐車スペース等の整備をお願いします。

（回答）市内の大規模公園につきましては、広域からの利用を想定し、駐車スペースを確保しておりますが、
その他の小規模公園は徒歩圏内での利用を想定しているため、基本的に駐車場を整備しておりません。駐車ス
ペースの確保につきましては、用地制限等の問題もあり難しいと思っております。都市公園につきましては、
多目的トイレを整備していますのでご利用ください。
・公園等で、幼児が利用できる安全な遊具の整備や管理をお願いします。

（回答）遊具については、危険なため撤去したものもありますが、順次整備・更新していきたいと思います。
最近でも、遊具の更新も行っており、新しい遊具も増えていますのでご利用ください。

五 放課後児童クラブの整備・充実
・放課後児童クラブの施設の充実、職員の増員、開所時間の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を
踏まえ、量と質ともに向上できるよう国・県と連携して対応してまいりたいと考えております。また、開所時
間の延長につきましては、益田市学童保育保護者連絡会の要望を受け、本年度より土曜日・長期休業日等にお
ける開所時間を午前 7 時 45 分に変更しました。今後も利用者のニーズや現状を踏まえた検討を行ってまいり
ます。
・保育園、児童クラブ、小学校間の連携がとれる体制作りをお願いします。
（回答）支援が必要な子どもが放課後児童クラブに入会される際は、保護者の理解を頂くとともに、新制度に
より国家資格に準じる資格となった放課後児童クラブに配置する放課後児童支援員がその役割として保育園
や小学校等と更なる連携を深め、支援が必要な児童へのきめ細かい対応を図ることとします。
六 保育所職員の処遇改善
・各保育所職員の処遇改善を目的とした運営補助への対応をお願いします。
（回答）平成２７年度から、基本給の底上げを基本とした保育所職員の処遇改善を実施しております。今年度
も昨年度同様に実施されますが、来年度以降も職員の処遇が少しでも改善されるよう、国、県に対して働きか
けていきます。
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○講演会「パパをもっと楽しもう！～仕事と育児のハッピーバランス～」平成２９年１月１４日
講演会を振り返って
理事 石川 淳（若葉保育園）
１月１４日寒波に覆われた日でしたが、イクボス講演会“パパをもっと楽しもう！” ～仕事と育児のハッピ
ーバランス～ に参加させて頂きました。講師は NPO 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也氏で、育
児や家事に父親も参加しようと言う内容のもの。
そこだけ聞いてしまうと父親としては構えてしまうのですが、
家事を今より一歩レベルアップするだけで妻も子供も一緒に大事に出来る、家族を気遣う事で“良い父親”だ
けでなく“笑っている父親”に。普段やっている家事育児をお父さんがする時はつい“やりましたよ”と顔に
出てしまいがちで、なにも言わず当たり前にやっているお母さんからしたらストレスになりうる事など。一時
間半の講演は長いと思いましたが、始まれば頷ける事や思い当たる事が多々ありアッという間の講演でした。

講演会を振り返って
理事 戸田牧子（中須保育所）
1 月 14 日に、益田市人権センターにおいて、NPO 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也氏による
講演会が行われました。
テーマは「パパをもっと楽しもう！」～仕事と育児のハッピーバランス～

でした。安藤氏は、父親である

ことを楽しみ、働き方の見直しや企業の意識改革、地域社会の再生など父親育児の環境づくりと次世代育成を
目標として、父親支援事業を展開、支援しておられます。
講演会では、共働きが多い現代において、父親が担う「パパ力」や、子育てだけでなく一生を考えた「活躍
する自立の力」や「生きる力」について興味深く聞かせて頂きました。
「よい父親」だけではなく「笑っている
父親」を増やすということも印象深く、勉強させていただきました。これは父親にだけ言えることではなく、
母親にもあてはまる言葉であると思いました。講演会中、何度も私たちに問いかける形でお話しいただき、さ
らに先生の実体験を交え、笑いにつつまれた雰囲気の講演ですぐに 1 時間半が終了しました。子育てについて
は、今しかできません。育児と仕事のバランスを考えながら、今あるこの時間を大切に、目の前の子どもたち
との時間を何よりも大事にし、母親である私自身もとにかく笑って愛情を注いでいくことを再認識させて頂く
良い機会となりました。

6

活動を振り返って
副会長 伏谷信幸（北仙道保育所）
この 1 年間、平成 28 年度保護者会連合会の副会長を務めさせていただきました。初めての経験で、不慣れなこ
とも多く、ご迷惑をお掛けした点も多々あったかと思いますが、他の役員の方々に色々と教えていただきながら楽
しく活動することができました。また、これまでは参加したことのなかったイベントや講演会にも参加し、様々な
ことを学ばせていただき、自分自身とても勉強になりましたし、充実した 1 年だったと思います。そして、普段な
かなか関わる機会のない他の園の保護者の方と一緒に活動させていただけたことも、とても良かったと思っており
ます。連合会の活動を通して交流を深め、良い情報交換をすることができました。今後も子ども達と一緒に、様々
なイベントや催し物に積極的に参加していきたいです。
1 年間、多くの方のご協力により無事に終えることができ、大変感謝しております。研究会並びに保護者会の皆
様、また関係者の皆様、1 年間本当にありがとうございました。

保護者会連合会一年間の活動を振り返って
副会長 大賀智一（小野保育所）
保護者会連合会副会長として一年間活動をして参りました。毎月の役員会、各イベントスタッフでの活動と
ありましたが、回を重ねるごとに役員との連携がうまくなり、とても充実した一年間であったと思います。副
会長としては主に役員会の司会をさせて頂きました。議題の流れが掴めず話が前後したりとスムーズな進行が
できないときもあり、なかなか難しい役だと思いましたが、各役員さんからのフォローもして頂き、和気あい
あいとした話し合いができました。
益田市への要望書提出の際には、益田市長さんへ直接意見を述べる機会があり、自分の言葉で市政への発言
をしたことは、とても貴重な経験となりました。また、イクメンの生みの親である安藤哲也先生をお招きした
パパを楽しもう、ハッピーバランスについて研修事業を企画しました。3 児の父親として、自分はイクメンだ
と思っていましたが、先生の講演をお聞きした後、お風呂掃除、洗濯などまだまだできてないことが沢山見え
てきました。こうして、家庭を振り返ることができ、今まで以上に妻への感謝と愛情が膨らんでいきました。
益田市保育園事業に少なからず参加、活動ができたことは社会人として、父親として素晴らしい経験の積め
た 1 年だったと自負しております。
保護者会、保育研究会、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２８年度 保護者会連合会役員
会長：田屋直紀（豊川保育園）
副会長：大賀智一（小野保育所）
、伏谷信幸（北仙道保育所）
理事：戸田牧子（中須保育所）
、石川淳（若葉保育園）、山下和也（葵保育園）
監事：宅江呂剛（雪舟保育所）
、藤原政志（常盤乳児園）
顧問：﨏畑雄一郎（明星保育園）
、城市明日香（真砂保育園）
、
中村弥生（原浜保育所）
、岩田賢二（緑ヶ丘保育所）
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時：平成２９年３月２０日（月・振替休日）

日

AM１０：００～１２：００
所：島根県立万葉公園（太陽の広場）

場

災害時レシピ試食会・起震車による地震体験・消火訓練
はしご車展示・消防服で記念撮影など内容盛りだくさん！
防災について家族で楽しく学びましょう♪
皆さまのお越しをお待ちしています！！
◆はしご車の展示・消防服で写真撮影♪

◆災害時レシピ試食会

ちびっこ消防服を着て記念撮影！
ちびっこ消防服を着て記念撮影！
災害時に役立つかんたん時短レ
シピをご紹介！材料をポリ袋に
入れて混ぜるだけ。簡単でしかも
おいしいメニューを楽しく学ん
で食べてみましょう♪

◆起震車体験会
地震の揺れを体験してみましょう
地震の揺れを体験してみましょう
◆消火訓練
◆東日本大震災パネル展示
◆防災ハザードマップの展示

「VIVA！防災フェス」に向けて
監事 宅江呂剛（雪舟保育所）
3 月 20 日（月・祝日）午前 10 時より親子対象事業「VIVA！防災フェス」を開催します。今年度の内容
についていろいろな関係部署の方と協議を重ね、食を中心に防災に関心を持ってもらえればと思い災害時レシ
ピ試食会と起震車体験などを行うことになりました。
災害時レシピ試食会では災害時に役立つ簡単レシピの紹介をします。いろいろな具材をビニール袋に入れて
混ぜるだけでおいしく食べられるメニューを紹介します。熱を加えなくても調理できる簡単レシピです。
その他のコーナでははしご車の展示・消防服を着ての記念撮影、起震車（地震体験車）の体験、消火訓練、
東日本大震災のパネル展示、防災ハザードマップの展示を行います。
なかなか体験することができない起震車の体験、かっこいい消防服を着ての記念撮影など子供達も楽しめる
内容を用意していますので、家族みんなで災害食を食べ災害時の対応について考える機会にしてもらえればと
思います。
最後になりますが、当日お手伝いしていただく各保育所の役員の皆様、ご協力よろしくお願いします。
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