平成２８年９月２１日 No.１
暑かった夏もようやく過ぎ、秋めいた季節となってきましたが、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。

平成２８年度 保護者会連合会役員紹介
会長

田屋直紀（豊川保育園）
本年度、益田市保育研究会保護者会連合会会長を務めさせていただきます豊川保
育園保護者会長の田屋直紀と申します。
私は日々２人の子どもに手を焼きながら家庭と仕事の両立の難しさを感じる
日々を送っています。
益田市では今年の５月に益田市長を始め、副市長、教育長、部長級職員１２人の
計１５人が「イクボス宣言」を行い、子育てや介護のための休暇を取得しやすい環
境を作り、ゆとりある生活を過ごすための時間を作っていくことを宣言しました。
これは各家庭だけでなく職場を含め、子どもを産み育てやすい環境をつくる活動です。

市役所だけでなく市内各事業所にも働きかけていくためにも、今年度は連合会としてもこの取組みに協力して
いくことを計画しているところです。
これまでの保護者会連合会の活動も一助となり、益田市全体で子ども達やその保護者の皆様のための子育て環
境の改善に取り組んできていますが、今年度も、これまでの連合会の活動を手本としながら新たな役員の皆様と
共に、更なる子育て環境の向上に向けて頑張っていきたいと思います。
皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いします。
副会長 大賀智一（小野保育所）

副会長 伏谷信幸（北仙道保育所）

今年度、保護者連合会副会長

今年度、保護者会連合会

を務めさせていただきます、小

の副会長を務めさせてい

野保育所保護者会長の大賀智一

ただく事になりました、

ともうします。2 児（5 歳と 2

北仙道保育所の伏谷と申

歳）の父親であり育児に悪戦苦

します。

闘の毎日の中、日々成長してい

3 才と 2 才の女の子の父

く子供達の姿を見て微笑ましく

親です。今回は初めての

感じております。私自身益田市へは昨年より移住したば

経験で分からない事ばかりですが、みなさんと協力

かりでまだまだ美味しいお店を探索中です笑。

し一年頑張っていきたいと思っています。これまで、

保護者会への参加は初めてでして経験不足な点もある

保護者会連合会の行事には、あまり参加した事はあ

かと思いますが、会長をはじめ役員の方々と協力し各イ

りませんでしたが、これを機に、子供達と一緒に積

ベント活動を盛り上げていきたいと思います。又、保護

極的に参加していきたいです。どうぞよろしくお願

者の方々の多くの意見を反映し、こどもたちのより住み

いします。

やすい環境作りに取り組みたいと思いますので一年間、
どうぞよろしくお願いいたします。
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理事 戸田牧子（中須保育所）

理事 石川

今年度、保護者会連合会

淳（若葉保育園）

若葉保育園の石川です。

の理事を務めさせていた

今年度理事をさせていた

だくことになりました、中

だきます。

須保育所の戸田と申しま
す。

二人の男の子の育児に
奮闘しています。

今回、携わらせていただ

連合会の活動もまだまだ

くことで、初めて保護者会

わからない事だらけですが、

連合会というものがある

皆さんのご迷惑にならないように一年間頑張りたい

ことを知りました。

と思います。

私自身も勉強させて頂きながら、親子で一緒に楽し
い時間を過ごすことができるように、微力ながらお手
伝いさせて頂きたいと思います。

宜しくお願いします。
監事 宅江呂剛（雪舟保育所）
今年度、益田市保護者会

一年間、よろしくお願いします。

連合会監事をさせて頂く
ことになりました雪舟

理事 山下和也（葵保育園）
今年度、理事を務めさせ
ていただくことになりま
した、葵保育園の山下で
す。４歳の息子、１歳の娘
の父親です。上の子は戦隊
ものと虫の話ばかりして
います。下の子は食べ物の
ことばかり考えている様
子です。

保育所の宅江です。
9 歳息子、5 歳息子、2 歳
娘の父親です。3 人が益田の
自然を感じながら育ってくれ
たらと思っています。初めての監事でみなさんにご迷
惑をかけると思いますが、皆さんが参加して喜んでも
らえるような連合会活動をしていけるよう一生懸命
頑張っていきますのでよろしくお願いします。
監事 藤原政志（常盤乳児園）

子どもの成長とともに父も成長していけるよう、
日々育児に奮闘しています。

今年度、保護者会連合会
の監事をさせていただく

これまで保育園の役員経験がなく、右も左も分から
ない状態ですが、少しでも皆さんのお役に立てるよう
がんばりたいと思います。１年間よろしくお願いいた
します。

ことになりました。2 歳カ
ープ男子の父です。
分からないことだらけ
でご迷惑をおかけするか
もしれませんが、子どもた
ちのために、思い出に残る
ような楽しい行事を開催できるよう、自分も楽しみな
がら頭を悩ませようと思います。

以上８名の役員に加え、前年度会長・﨏畑雄一郎さ
ん（明星保育園）、前年度役員・城市明日香さん（真
砂保育園）
、中村弥生さん（原浜保育所）
、岩田賢二さ
ん（緑ヶ丘保育所）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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他の役員の皆さまと協力してがんばります！どう
ぞよろしくお願いいたします！

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。
＜昨年度の活動及び今年度の活動予定＞
平成 27 年度
○保護者対象アンケートの実施
○市への要望書提出
○講演会「子どもの発育と睡眠の関係～ウサギとカメの寓話の罪？～」
講師：神山潤先生（東京ベイ・浦安市川医療センター ＣＥＯ）
○親子対象事業「第 2 回万葉公園かぞくであそぼう」 移動動物園＆オリジナル凧制作体験

平成 28 年度
○保護者対象アンケートの実施
○連合会だより発行

○市への要望書を作成し提出予定

○親子イベント実施予定（来春 3 月２0 日）

🌸イクボス研修会開催決定♪♪
1 月 14 日（土）午前 10：00～11：30
講師：安藤哲也 氏（NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事）
◎年間 200 回を超える講演を全国各地で実施。厚労省イクメンプロジェクト座長、内閣府男女共同参画
推進委員、にっぽん子育て応援団団長ほか要職を歴任。

～詳細は決定次第お伝えします。ぜひご参加ください！！～
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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、たくさんのご意見の中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何が出来るのか考え、今後の活動につなげてまいりたいと思います。
◎なお、アンケートに記入して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：664

＜回答者＞父：48、母：616

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

39

76

286

188

49

1-①B 世帯収入に占める保育料の割合

平均

10.8%

・保育料をもう少し下げてくれると助かる。2 人目以降、無料にして欲しい。
・働け

保育料階層区分

①大変
満足
3%

⑤大変
不満
12%

ば働くほど保育料が高くなるのは割に合わない。何のために働いているのか分から
ない。
・産休・育休に入ったとき、収入もほとんどないため、保育料が心配。・保育
②満足
12%

④不満
29%

料が高すぎる。皆一律にしないとおかしいと思う。・保育料が他地域に比べても高
い。階層区分が分かりにくい。・仕事をして給料をもらっても保育料が高いので生
活費に回らない。家庭の事情があっても保育の仕方は平等なので、保育料も一律に
したらいいと思う。
・保育料の負担が大きい。2 人以上子どもがいる時の負担はかな
りだと思う。子どもを育てるのに必要なのは保育料だけではないので大変。・未満

③普通
45%

児の保育料軽減など、多子世帯に対しての施策が出来て本当に嬉しく思います。

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

197

323

64

8

50

保育事業

・病後児保育の認知の充実、安全性をお願いしたいです。
・各保育園で病後児保育の

⑤大変
不満
2%

対応があれば、子どもも慣れた先生と環境で過ごせる。
・子どもが病気になった時に

①大変
満足
9%

④不満
10%

一時預かりできる施設がほしい。・休日保育を全保育園で行ってほしい。・日曜・祝
日保育が半日でもあると助かる。
・益田の保育園はとても充実している。布おむつや
野外活動など。先生も余裕があって親切。
・各保育園に看護師がいれば良いと思う。
・

②満足
31%
③普通
50%

パートでも仕事の拘束時間が長いので短時間ではなく対応してほしい。休日保育、
病後保育ができる所が少ない。開園時間が遅い。
・保育所の先生方はとても頑張って
おられる。とても感謝している。・保育所には家庭の延長を求めています。・保育士
が不足していると思う。
・他園を知る機会が欲しい。

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

③普通

④不満

⑤大変不満

8

92

374

165

19

⑤大変
不満
4%

①大変
満足
1%

・子どもが遊ぶ公園が少ないと思います。また、水遊びができる公園の設備があ
れば、小さい子どもなども夏に遊ぶことができるので、ぜひ新設してほしいで
②満足
14%

す。
・万葉公園が整備され、よく利用しますが、天候が悪いときは思い切り遊べる
施設がありません。支援センターに小学生は、広さ的に連れて行きづらいです。・
図書館を利用でき子どもも大人も満足している。公園がもっとあれば嬉しい。
・ベ

④不満
25%

ビーカーでの移動が困難。歩道が狭く段差が多い。
・今の時期、水で遊べるところ
（海・川以外で）があると安心して連れて行ける。
・室内で親子で遊べる場が増え
るといいなと思う。
・海も川も山も身近にあるこの地域はとても恵まれていると思

子育て環境（公共施設）

③普通
57%

う。・遊べる場所が少ない。県の東部にあるような公共施設、屋内プール等がな
い。
・公園のトイレ管理をもう少ししっかり行ってもらいたい。
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②益田市における医療についての満足度
①大変満足

②満足

③普通

④不満

⑤大変不満

86

280

232

44

16

⑤大変
不満
9%

・せめて義務教育の間は医療費を無料にして欲しい。
・益田市の財政状況については

①大変
満足
1%

ある程度理解しているつもりですが、周辺市町村などと比較すると改善点はかなり
あると思います。
・自治体がコンビニ受診をやめることや、各医療機関に開業医と病
②満足
13%

院などの役割について、市民に対して説明すべきである。必要な時に救急が利用で
きない。
・県内では子どもの医療費がかからない市もあり、負担の軽減や助成をして
ほしい。
・医療については満足ではないのですが、医師不足ならしょうがないのかな

④不満
35%

とは理解しています。
・小児科が少なすぎる。日赤が医師不足になって、やむを得ず
他の小児科に行くしかなくなったけど、正直信頼できる小児科医ではない。
・団体健
診の中での待ち時間が長い。身体測定など誰も子供が入っていない時がある。人を

子育て環境（医療）

③普通
43%

増やすなり、もっと効率良く回してほしい。・専門的な医療が受けにくい。・小児科
が少なく日赤も予約制になり、大変受診しにくく困る。
・病院の数が少なく選べない。

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

181

261

112

25

63

・父親は休みにくい風潮があり、何かあれば母親が休まざるを得ない。
・半日有休の
⑤大変
不満
8%

①大変
満足
10%

制度がない。
・短時間労働を 3 歳までから、小学校低学年まで認められるようになる
と働きやすい。
・急に熱が出たりして休まないといけないけど、休みづらい。・求職

④不満
17%

中だが、子どもに合わせると時間帯や休日等を考えないといけないのでなかなか難
しい。
・仕事が遅くなり子どもと関わる時間が少ない。・今の職場は学校行事などで
②満足
28%

③普通
41%

休みを取りやすいのでとても助かっています。
・子どもが小さい時程、関われる時間
が欲しいです。保育所や児童クラブ、病後時保育など、預けるシステムの充実も大
切だけど、それよりも企業が子育て世代にもって理解を深めて、帰宅時間（仕事量）
、
緊急時（子どもの熱等）の帰宅、休日出勤への配慮等、気兼ねなく働ける雰囲気作

職場環境

りに努めて欲しいです。
・時短勤務制度があるが、とてもじゃないが使えない状況。

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

85
母③
とって
いない
32%

母③とっていない

父①育休を取った

父②とっていない

199

14

470

335
母①産
休を
とった
14%

・育休は取りづらい環境だと思う。・休暇を取得できても風当たりが冷たい。・パー
トにとって産休・育休ほど取りにくいものはないと思う。よほど理解がない限り、
無理ではないか。
・子育てや妊娠・出産に理解がなく、泣く泣く退職することになっ
た。夫が育休をとれる状況がない。
「取っていない」というより「取れない」という
状況。・益田はまだまだ考え方が古い。父親の育休なんて無理でしょう。・産休・育
休ともに取りましたが、収入がほとんどなく半年ぐらいで復帰しました。収入は半

母②産
休育休
をとっ
た
54%

産休・育休（母）

減以下ですが、支出は変わりなく、育休明けは保育料の立て替え分の支払いがあり、
収入が落ち着くまで大変です。
・もっと、特に女性が働きやすい職場作りは必要だと
思う。妊娠中の配慮や、産休などの給与保証など・・・少子化の一つの原因でもあ
ると思う。・育児休暇を取得する割合が十年前に比べて増えたように思う。・産休育
休をいただけるので大変助かっています。職場では子供の体調で休んでしまうと周

父①育
休を
とった
3%

囲の目が痛くて休めません。・子どもが体調悪い時も２日以上の休みを取れない。・
取っても良いと言われても、職員の意思から変えていく必要がある。
（産休・育休を）
よく思わない人が多い。
・子どもが病気の時や学校・保育園行事の時には休みをもら
えるのでとても助かっている。
・上司も理解があり、産休・育休も取得しましたが、
仕事としては迷惑をかけるので心苦しい。例えば代替職員の雇用の補助が、会社向

産休・育休（父）

父②
とって
いない
97%

けにあると少しは良いと思う。
・育休が 1 年しかとれない。復帰後のフレックスタイ
ム等の導入がない。
・現職では福利厚生制度が充実している為、満足しているが、前
職は大手企業であるのにも関わらず、産休・育休が会社としてなかったことを知ら
ない方が多いので、入ってから困るケースも多い。
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4

放課後児童クラブの利用について
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

③学童
保育が
あるか
分から
ない
4%

215

80

④まだ
分から
ない
30%

・市内の小学校には児童クラブがあるが、戸田には無くて不便。
・保育園の学童では

105

料金が毎日かかって家計の負担になります。
・できれば学校内に学童のクラスなどを
作ってほしい。・夏休みなど長期の休みは一日中家に置いておくのは心配。・学童に
入ってもやめる子も結構いるので、わが子がどうなるか不安です。
・児童クラブの人
①利用
したい
60%

②利用
しない
10%

放課後児童クラブ

4
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材。
・学童以外に預ける環境も考えてほしい。休みの日など急な事情や仕事の時、公
共機関は休みでも民間は休みではない時がたくさんあります。
・学童に入れるかどう
か悩む。保育園でやっている卒園児対象の学童とどっちがよいかわからない。
・朝が
早い仕事なので、学童の始まる時間まで子どもをどうしようか不安。
・利用料金が高
い。
・学童などの情報が少ないので、どこでくわしいことが知れるのかを知りたい。
・
夏期・冬期休みだけの利用ができるように検討してほしい。

卒園後の環境について不安なこと等

・保、小、中の連携が取れていて不安はありません。・４月より益田に引っ越してきました。益田には全体的に交通（車）に関す
る不満があります。
・小学校と保護者の話す機会の少なさ。
・通学がバスで、他に小学生がいないこと。バス停から自宅まで遠い
こと。
・田舎でも不審車や人の話を聞くことがあり、我が子の登下校が心配。
・下校時に近所に子供がいなかったりクマの出没も
あり不安が多い。・子どもを預かってくれる人がいないので仕事ができるか心配です。・統合、合併など。・日曜に一緒に過ごし
てあげられないこと。夫婦とも平日遅くなることがあるので、その時にどうしたらよいか不安です。（今は保育園の延長保育、
休日保育を利用しています）
・小学校に入って勉強についていけるか、いじめられたりしないかが心配になる。
・子どもの数が少
ない環境で育ち、高校進学時に人間関係が難しくなる気がする。・川沿いにガードレールが無いところばかりで、一人で歩くの
を考えると心配です。
・様々な家庭環境を考えれば学童の延長料なども考えるべきではないか。
・荒れている学校が多い。益田市
全体で子育てについて考える・話し合える場があるとよい。・母子家庭であっても益田市は支援が本当に少なくて残念です。不
規則な仕事のため子どもを見てくれる環境や制度等の貧しさをとても感じます。・祖父母に頼れず仕事を制限するしかない。特
に子供が病気の時などは不安がある。・未知の世界なので何でも不安ですが、やってみるしかないと思います。
5

その他意見や育児の悩みなど

・夜ふかしが多い。情緒不安定なとき、どう向き合っていいか分からない時がある。ごはんの時間が遅くなることが多く、発育が
気になる。上手な叱り方が聞きたい。・小さな子供を抱えて仕事をすることがとても大変。実際、発熱等で急にお休みをもらう
ことも、言いづらい。病気の時くらい傍についていてあげたいが、難しいときもある。もっと、そういう時に休みやすい環境づ
くりをどこの企業もしてほしい。
・近くに身内が居ないので、何かあった時に不安。ちゃんと育てていけるか。
・有害だと思われ
るゲームやスマホ等で、子どもの遊びや生活が変わってきていると思う。我が子がそれらとどう向き合っていくか、活かせるか、
皆で（大人、市の条例、ＰＴＡ，申し合わせ）良い環境をつくっていけたらと思います。・医療の設備・技術・知識、全体的に
遅れていると思います。病気を発見できない病院があり、対応について非常に不安と不満があります。・給食が高校にもあれば
嬉しい。・学校にエアコンを設置してほしい。・年々暑くなるので、運動会など外で行う行事を見直して欲しい。・数年前に比べ
ると、とても子育てしやすい環境になっていると思う。例えば医療費免除、トイレ施設の整備。
・お金がかかることが悩み。
・特
にありませんが、益田市の子育て環境について改善できるところを改善し、Ｕターン、Ｉターンが増えるとうれしいですね。・
子育て支援・子どもを増やすと言われているが、良くなる点もあるがもう一人産もうと思えない。やはり子育てにはお金がかか
る。保育料、病院、食事代等々・・・。３人以上産めば人口が増えるというなら３人目から何もかも無料、お金も入るようにな
ればみんな産むと思う。
・子どもが遊べる公園が少ない。
・海や山を生かした公園にみんなが集まって遊べたら（年齢問わず）あ
りがたいです。
・離乳食をはじめわからないことも多いのでそういう教室がもっと増えるといいなと思います。

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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