
2015年度 第 3回定例会議事録 

日時：2016年 3月 6日（日）10:00～12:00 

場所：文京区男女平等センター 研修室 A 

司会：砂倉 記録：千石保育園 

出席者 （計 17園） 

藍染 ○ 青柳 ○ こひなた ○ 駒込 ○ さしがや ○ しおみ ○ 

水道 ○ 千石 ○ 千石西 ○ どんぐり ○ 久堅 ○ 本郷 ○ 

本駒込 ○ 本駒込南 ○ 向丘 ○ 目白台 ○ 本駒込西 ○   

※ハッピーマム茗荷谷園が仮参加 

 

今回の議題 

 

1.開会挨拶 

2.第２回あり方協議会（２月７日開催）の報告 

3.文京区子ども・子育て会議に関する報告 

4.父母連アンケートの集計結果及び web化について 

5.保育園児とのＡtoＺ（３月 19日開催予定）の企画・準備について 

6.総会議案書の作成（４月 17日予定）について 

7.2016年度父母連の係について 

8.2016年度の運営委員について 

9.質疑応答 

10.日程告知 

 

配布資料 

・2015 年度 第 2回「文京区保育のあり方協議会」議事次第 

・父母連 NEWS 第 113号 

・2015年度 第３回定例会議事次第（３月６日 10時〜12時） 

 

議事 

1.開会挨拶 

2.第２回あり方協議会（２月７日開催）の報告 

〇園希望状況は増加。特に 0-2歳で増加が顕著。定員は増加しているが、それを上回って希望者が増加している。 

〇区の方針として保育園は私立のみ増設。区立の増設は予定していない 

〇その他の議論 

私立と区立の対応や設備の違い 

保護者会の開催曜日（私立保育園は土曜日開催が多いが、区立は平日開催） 

保育士の配置と労働環境 



園庭のない認可園の増加問題 

里帰り期間（休園期間）の不足問題 

保育園周囲の喫煙問題と行政の縦割り化問題（喫煙担当は違う課が担当） 

〇園児の遊び場確保に関する新方針が示された。六義公園、後楽公園など時間を区切って園児に開放する。 

〇保護者、保育士目線で建設的な議論の場となるよう引き続き運営していきたい 

 

3.文京区子ども・子育て会議に関する報告 

〇2年間の計画策定を終え、今期は新しい 5カ年計画の最初の経過観察の年 

〇保育希望者（転入による）、待機児童数ともに計画よりも多い状況 

〇幼稚園の長時間保育によっても補填する方向で議論 

  朝の預かり時間がネックだったが８時からの受け入れを可能にする方向で議論 

給食はないため、お弁当持参 

〇育成室については大きな変化 

値上げが決定。今後数年間の移行措置を経て 1 ヶ月の利用料が 1万円まで上昇する 

保育時間の延長も決定された （18:30まで） 

増設も計画されている 

〇放課後、小学校の校庭で遊べる体系を全校で実施する計画もある 

〇当面、同会議は毎月ではなく、年数回の割合で実施の予定 

次の２年間は推薦委員の募集がきている、興味ある方は運営委員まで 

会議中（18:30-20:00）、プロが面倒を見る保育室あり 

 

4.父母連アンケートの集計結果及び web化について 

〇11月～12月にかけて父母連アンケートを実施 

回答率 50% 結果を HPに掲載するとともに保育課へ提出。保育課を通じて各園の園長にも報告済み 

自由記述に関しては個人が特定されないよう編集している 

各園の保護者への連絡方法等はお任せしている 

〇アンケートの web化について 

紙でのアンケートは運営委員、各園の父母連担当の双方に負担が大きく非効率なため、次年度より web化する 

web化についてのアンケートを今年度アンケート実施に関わって頂いた方を対象に実施。回答者 30名のうち 28名が

賛成、2名はどちらでもないと回答 

〇アンケート実施の目的 

毎年同じ質問項目にて定点で回答を集計し、保育の水準などを経年で観測する 



自由記述にて、実際の父母の声を収集し改善に活かす 

次年度よりアンケート実施の際に、上記目的や意義を周知できるよう工夫していく 

 

5.保育園児とのＡtoＺ（３月 19日開催予定）の企画・準備について 

〇3/19にＡtoＺ実施予定 

〇第三回議事録に訂正箇所。正しくは集合時間９：００集合 開催は９：３０ 

〇参加申し込み、現段階で２５組４０名 （昨年対比＋５組８名） 

〇締め切り期限を迎えたが、まだ募集は継続している 

〇サポーターも十分な人数の協力申し込みがあった 

〇今後当日の流れ、準備物等はメールで配信。会計担当の好意で、精算も行える 

〇運営委員の事務作業が多く、運営委員が仕事を休んで行っている状況。来年度から担当園にも自宅での作業をお願

いする予定 

 

6.総会議案書の作成（４月 17日予定）について 

〇総会は毎年５月に実施される。次回に向けて議案書作成を行う 

〇今期から 22ページ（従来５０ページ以上）程度に。印刷製本の手間が大幅に改善。引き続き効率化をはかる。 

〇今年度の活動報告や変更事項の承認などを総会で行う。議案書の一部（各園父母の会で実施した行事報告）記載を

各園に依頼する。目的は他園の行事情報を参考できるようにすること。各園の委員と連携。締め切りは 3月末。 

 

7.2016年度父母連の係について 

（運営委員事務担当より） 

〇係の割り振り（再配分）を進めている 

小規模園の負担軽減、業務効率化、改廃により係そのものを減らすなどの見直し 

〇係について各園・係からの意見・提言 

久堅（会計担当） 

現状では特に負担が偏ることなく、バランスよく遂行している。会計については現状維持で良いのではないか 

青柳（アンケート担当） 

紙でのアンケート実施は集計が大変。分担することができず担当に負担が集中してしまうのでウェブ化によって効率化

をはかるのは良い 

どんぐり（総会議案書担当） 

業務はこれから。わくわくしている。アンケートは大変だった。ウェブ化が必須だなと個人的に思った。 

千石西（あり方協議会議事録担当） 



議事録作成を担当、議事録は 3名で取り、うち 1名がとりまとめた。特に意見はない。 

目白台（AtoZ） 

これから仕事が本番。必要な情報もいただいており特に問題はない 

向丘（あり方協議会議事録担当） 

議事録は前年度を参考にしたため、一言一句漏らさないように記録するのが大変だった。２月に出た簡略化の方針は

良いと感じた。12月の定例の際に保育室を担当。おむつの預かり忘れがあり、ご迷惑をおかけした。当日の体調もだが、

通常何回くらいトイレに行くものか保護者に聞いておいた方が良かったと感じた。 ２時間で 4～5回行く子供もおり、び

っくりしたため。読み聞かせの方が来てくださったが、保育人数は 5名しかいなかったので、遊びを中断して聞かなくち

ゃいけないとプレッシャーに感じたかと思う。子供が少ないときは読み聞かせを中止するなど柔軟な体制が取れるとい

い。 

本駒込西（ML管理担当） 

実際には ML変更実務はほとんど発生しなかった。来年度から違う係で協力したい。小規模園なので業務負担につい

ては考慮していただけると嬉しい。あり方協議会で保育を担当した。託児は 17名程度だったが、半分以上が保育担当

の子供だった。最初に何名くらいかが把握できるとありがたい。 

本駒込（父母連ニュース担当） 

作業そのものの負担は大きくないが、原稿の受け取りが印刷の数日前で、土日を挟まなくて平日の作業が大変だった。

修正が何回か入る事を考えると土日を挟んで原稿をもらえればよかった。保育担当について、母親と離れることで泣い

てしまう子供もいる。静かにしていられるなら同席しても良いルールにしてはどうか。 

本郷（会場予約担当） 

分担しながら行っており、とりたてて意見はない 

ハッピーマム小石川 

本年度より仮で参加しており係はない 

駒込（総会議案書担当） 

これからの作業なので現時点で感想はない。各係で言えることなのかもしれないが、詳細で具体的な説明があったほう

が良いのではないか。来年の係を決める際も話しやすいと思う。 

さしがや（議事録担当） 

うまく分担して実施できた。出産と重なったため、個人的には作業できず申し訳なかった。  

水道（あり方協議会開場設営担当） 

役員５名で協力して行った。特に大きな負担はなかった 

しおみ（あり方協議会担当） 

会長、父母連担当役員、父母連係２名の計４名で担当。事前に実施内容を明確にし、役割分担を行ったためスムーズ

に完遂できた。内容の把握、理解が重要。アンケートは負担であった。100件以上、紙を三つ折にし、保育園のウォー

ルポケットに入れるだけでも大変な作業であった。また、父母連がどのような経緯で会計監査をおいているのか分から

ないが、しおみ保育園では公認会計士と弁護士の保護者に相談し、会計監査は必要ないという結論に達した。そこで、

会則を変更し、会計監査をなくした。それに伴い、１名分の係負担を削減できた 

こひなた（AtoZ担当） 



まだ作業は発生していない。父母連委員に負担がかかっているようでしたら、AtoZ担当園でも事前準備のお手伝いを

検討したほうがいいのではと感じた 

本駒南（AtoZ担当） 

ぱらぱら連絡がくるので全体像が把握しきれない。どんな流れで、どんなことを実施するのか、がわかると協力がしやす

い。開催日は通常の土日の方が良いのでは。今回は 3連休の初日の開催になっている。 

藍染（総会議案書担当） 

他の係にも依頼できるようなバックアップシステムを作ってはどうか。全係が協力できる体制をつくれると良いと思う。 

千石（議事録担当） 

議事録は負担。発表については発表内容のメモをそのまま記載すれば良いのでは。議論を書くべきだが、議論は特に

ないので、もっと簡単にできるのではないか。アンケートについては、大きな園でもあり紙での実施無理と判断し、web

で実施した。来年から全園で実施されるということでとても良いと思う。 

〇次年度の係にむけて 

アンケートはウェブ化に伴い廃止 

議事録の負担が大きそうなので、定例会 3回と総会 1回の各会を１園ずつ担当する程度がよいかと考えている 

小規模園については役割を検討中。現時点では 18園中 16園で負担する形を考えている 

〇係についての質疑応答（議事録に関して） 

しおみ 

定例会議事録は HP掲載前に各園へ事前に回っていますか？発言者が修正できる仕組みを検討してもいいので

は？ 

運営委員事務担当 

事前配布はしていない。議事録担当園から運営委員に提出、確認した上で全体に配布している。各園で事前確認

をするとなると、逆に負担が増えるという側面もあると思う。 

向丘 

運営委員が議事録を確認・精査されていると思うが、出てくるタイミングが遅いと感じる。園での報告会議に議事録が

間に合わない。 

千石 

発言者が困るのは HPにアップされるということ。公的なものになってしまうので各自チェックしたい気持ちはわかる。 

運営委員渉外担当 

発表内容が固まっているものについては議事次第の方に内容を記載してしまうこともできるかもしれない。印刷の都

合があるので検討。あり方の議事録については運営に加え、保育課の確認を受けている。時間がかかる要因の１

つ。 

運営委員事務担当 

各園側で負担がないのであれば期限を区切ってやるということになる。皆さん側で確認していただいた方が良いとは

思う。議事録を HPにアップしているが実際に閲覧されているのか。 

本駒西 



小規模園なので発言するのが申し訳ないのですが、園での会議では触れていない。出席者が自身のメモを早いタ

イミングで共有し、それをもとに報告している。個人では見ているかもしれない。 

ハッピーマム 

父母連の HPで過去の議事録を見るという意味では役に立った。今後、他の園が加入するかどうかの判断材料とし

ては有意義かと思う。一方で内部での共有としては、翌日くらいまでに自分（出席者）が作成したメモを共有している

ため、タイミング的に機能しない。 

〇会議中の保育についての質疑応答 

運営委員事務担当 

保育の仕組みだが、保育が安全に提供できているか、危なくないのかというのは、以前から意見が出ていた。保育

で預かっている子供が、保育係の子供であるとすれば保育に来なくていいのではないか。保育をなくすといった意

見もあるのではないか、全部ではなく定例会だけはなくすなど。 

さしがや 

あり方協議会で保育を担当した。託児をしたい方が少なく、保育担当の方が多くなってしまった。託児可能とあるが、

たとえば 0歳児だと判断が難しい部分もある。対象年齢や条件（おむつがとれているのかいないのか、トイレに行くよ

う促した方がいいのか）をくわえても良いのでは？逆に過去には子供が多く、保育者が足りないケースもあったと聞

いている。ばらつきがあるのか。 

運営委員事務担当 

ばらつきはある。今年度は定例会で保育を利用している人が少ない。前年度は多かった。ただし、その子供が会議

に参加している方の子供なのか、保育担当の子供なのかは分けて計測していない。 

運営委員渉外担当 

担当しているのが普通の父母なので、対象年齢も定めにくい部分がある。いまのところ事故は発生していないが、責

任の所在については議論になったことがある。保険には加入しているが、事故が起こっていいわけではない。本当

に必要かどうかは検討。 

向丘 

直前にならないとわからない部分はあると思うが、事前に希望をとり、ある程度の人数を予測するというのは難しい

か？12月の定例会で保育担当だったが、どの程度人数が必要かわからなかったため、6人体制で臨んだが、結局

当日来てみれば、保育児は 5名だったので、結果的に全員参加する必要はなかったなと感じた。 

運営委員事務担当 

各父母会でとりまとめてあげる方式など、できなくはないと思う。どういうやり方がいいかは明確にイメージできない。

あり方協議会は加盟園以外からも参加するので難しいかもしれない。 

しおみ 

今年度の総会で保育を担当した。保育を担当した方は、ご自身のお子さんも連れてこられたため、自分の子供の面

倒を見ながら他の子供の面倒を見るという悪循環が発生した。定例会と総会については、子供を預けられる方が出

席する、もしくはどこにも預けられない方はお子さんを会議室に入れてしまった方がいいのではないか。しおみ保育

園の役員会では、会議室に子供を連れてきても良いことにしている。子供が泣いているから議論ができないかという

と、そうでもない。 

千石西 



今日は私以外の 2人が保育担当として保育をしている。1歳前の子供にミルクをあげてください、と言われても正直

怖い。ニーズとリスクを考えた時に、本当にあったほうが良いのかは議論したい。前もって日程も決まっているし、で

きるだけ他の人に預けるか、連れて来ていただいて、泣いたら外に出るなど。わざわざ係を設けて、負担させる必要

があるか。 

運営委員渉外担当 

いまの保育室のスペースを確保したまま、同じ園の皆さんで協力していただくといった仕組みでも良いのではと感じ

た。 

運営委員会長 

過去の託児実績を見た。総会が 30名くらいと多い。あり方は 10～20名、定例は数名という時もある。１歳未満は 2%

程度（過去 8名/400名）。運営委員の方で検討するが、今の保育のあり方は変えていけると感じた。総会は希望が

多いので、その時はどうするかというのは引き続き課題。運営委員で話して報告する。 

運営委員渉外担当 

逆にないと困るという意見の方はいるか？ 

ハッピーマム 

ないと困るということではないが、ニーズはあるのも事実かと思う。であれば、プロの保育士や保健士に依頼するなど

のやり方もあると思う。 

運営委員広報担当 

時々保育を利用している。運営委員なので、なるべく出席したいと考えている。妻は日曜日仕事の時もあり、その時

は、子供を連れてこなければならない。個人的には保育があるとありがたい。システムは変わってもいいと思う。預け

なければいけない事情がどれくらい発生するかだと思う。 

運営委員事務担当 

運営委員のなり手がなかなかいないという状況もあり、父母会側の事情だけでなく、運営委員側の事情もあることは

わかってほしい。 

〇係の割り振りの訂正 

AtoZ 担当の「自宅での作業ポスターの作成、印刷」は父母連ニュース担当の業務 

 

8.2016年度の運営委員について 

運営委員会長 

〇来年度の運営委員を大募集中。ご興味があれば連絡をいただきたい。実際にどんなことをしてもらうことになるのか、詳

細は別途話したい。 

〇文京区の保育事情は地域特有の事情から、待機児童が減らない、園庭が足りない、経験豊富な先生が少ないといった

問題を抱えている。これらの問題は、文京区という限られた地域に人口が集中し、確保できる土地も少ない中で保育園

を立てるため、園庭がない保育園ができたり、保育園が増えても先生の数が絶対的に不足しているため勤務年数の少

ない先生が増えてきている。 

〇改善すべきと思う点があれば、その声は父母からあげていくべき。そのためのお手伝いをする組織は父母連であろうと

感じている。 



 

運営委員渉外担当 

〇３年間運営委員として大変いい経験ができた。 

〇父母連の課題は、効率化。もっと効率よい方法を実現できる方を歓迎 

〇会計監査については、父母会という組織では法的には必要がないとの話も出た。無駄な事務は減らしつつ、本来の目

的である、子供の成長にとってよいことをしていきたい。 

〇現状では、加盟園のアドバンテージがない。加盟の有無にかかわらず、HPから情報を得ることができる。加盟園だけが

見れるページを作る等も検討していきたい。 

 

9.質疑応答 

なし 

 

10.日程告知 

配布した「2015年度 第３回定例会議事次第（３月６日 10時〜12時）」に告知 

 

以上 


