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2016年度 第１回定例会議事録 
日時：2016年 7月 3日(日) 10:00～12:00 

場所：文京区男女平等センター 研修室Ａ 

記録：藍染保育園 

出席者 （計 18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 ○ 本駒込西 ○ 本駒込南 ○ 向丘 ○ 目白台 ○ ﾊｯﾋﾟｰﾏﾑ茗荷谷 〇 

 

今回の議題 

 
1. 年会費徴収 

2. 開会のあいさつ 

3. 区長訪問(5/27)に関する報告 

4. 本年度定例会で扱う議題・意見・要望について 

5. あり方協議会で扱う議題・意見・要望について 

6. 各園父母会の意見交換ほか 

7. 質疑応答 

8. 次回日程告知 

 

配布資料 
 

1. 父母連 NEWS114号 

2. 2016年度第 1回定例会議事次第 

3. 一次選考内定指数表 

4. 育成室保育料等の改定にかかる説明会(第 1回) 

5. 今年度の父母連定例会で取り扱ってもらいたい議題について 

 

話し合いの内容 
 

1. 年会費徴収 
 

特別な発言なし。 

 

2. 開会のあいさつ 

 

私立園の認可が増加している。新たに認可された園の意見もくみ取るように進めたい。 

父母連 NEWSは各園にて掲示いただく。今回は，新規参入の園向けの説明を記載してい

る。父母連は，保育園の保育の質の維持向上を目的としている。 
 

3. 区長訪問(5/27)に関する報告 
 

待機児童が文京区においても増加している。 

保育士人数据え置きのまま，園児定員を増やすなどの対応を行っていないか，質問を

した。区長より，定員以上に園児を詰め込むようなことは絶対にしない，との回答が



文京区認可保育園父母の会連絡会 

 2 / 8 

 

あった。公設民営の私立保育園が増えているが、区立保育園はこれら保育園のモデル

になるよう運営していく、とのことである。 

区長より，外遊びの場が確保できない問題への対策を検討している，との発言があっ

た。小中学校の校庭の，未使用時間帯を利用できないか，検討している，ことのであ

る。 

幼保一元化については，幼稚園側も負荷が高いため，積極的に進める考えはない，と

の回答が区長よりあった。 

 

4. 本年度定例会で扱う議題・意見・要望について 
 

 保育園における写真申し込み等の Web活用状況について 
 

(駒込)Web の活用を園に相談したところ，園長より「各園の状況を知ったうえで対応

を検討したい」とのことであった。そこで，以下の情報の共有をお願いしたい。 

A.写真申し込みに Web を使用しているか? 

B.どのような行事に使用しているか? 

C.一枚あたりの金額はどの程度か? 

D.どのような業者を利用しているか? 

E.Web の管理者はだれか? 

F.Web 活用に至る経緯はどのようなものか? 

 

(ハッピーマム茗荷谷) 

・Web サービスを利用（認証の時から）。 

・サービス名は”パシャライフ”。保育園関係での利用者は多いようである。 

・対象となる写真は，イベント，普段の生活である。保育士が撮影し，Web にアップ

ロードする。季節ごとに一回ずつ実施。園長の意向は，さらに実施頻度を上げたい

とのこと。 

・申し込みから決済まですべて Web 上で行っている。写真金額は，JPEG は 80 円/点，

印刷は 80 円以上（価格は保育園が自由に設定）。 

・業者への支払い，基本料金は発生していない。 

→保護者は，写真購入をしないかぎり費用が発生しない。保育園側も契約料の支払

いといった費用は発生していない。 

・管理は保育園が行っている。登録や退会の案内は園側が行っている。 

 

(しおみ) 

・普段の生活，行事の写真は Web による閲覧に加え，園での印刷物閲覧が可能である。 

・Web による決済は行っていない。写真金額は、行事 130 円/枚，普段の生活 50 円/枚。 

・Web の利用に際しては，園から渡されるパスワードを入力。Web の管理は保育園が

行っている。 

・2 年前に Web 化に対するアンケートを行ったところ，2 世帯が反対。1 世帯は PC 環

境がないとのことで、印刷物も用意することで対処。もう 1 世帯は水着等の写真が

Web にアップロードされることに対する抵抗で、園長が個別に説得を行い、実施に

至った（現在でも Web に水着姿の写真はアップロードしていない。印刷物として，

園でのみ確認が可能である）。 

・業者はイエロージャケット。 

 

(本駒込) 
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・Web は使用していない。園からも Web 化の相談はない。 

・写真金額は，普段の生活が 50 円/枚，イベントは 130 円/枚である。 

 

(青柳) 

・Web は使用していない。今後は導入検討したい。園にとってのメリットがないと，

提案受け入れは難しいのではないか。 

 

(本駒込南) 

・Web は使用していない。忙しい時間帯に印刷物を見て購入するのは大変なので，

Web 活用は興味ぶかい。 

 

(目白台) 

・Web は使用していない。 

・写真金額は，普段の生活が 50 円/枚，イベントは業者が入り 150 円/枚。 

 

(こひなた) 

・現在過渡期である。毎回やり方が違う。普段の生活の写真は従来通り印刷物による

閲覧であるが、父母会が運営する運動会の写真は Web 閲覧となっている（写真閲

覧時の玄関の混雑緩和のため、園側の同意が得られた）。今後，Web 決済等を検討

する予定である。 

・写真は DVD1 枚 500 円(写真枚数関係なし)。お祝い会の写真は 1 枚 50 円，CD-ROM

は 1000 円である。 

・業者は”イエロージャケット”。 

 

(向丘) 

・Web は導入していない。 

・普段の生活の写真は 50 円/枚。行事の写真は 130 円/枚。 

 

(千石) 

・Web 化は行っていない。 

・写真は 1 枚 50 円。お祝い会、運動会は父母会主導で DVD（2,500 円）、BD（4,000

円）を作成・販売。 

 

(本郷) 

・Web 化を行うため、アンケートを実施。結果、個人情報の流出を理由に反対意見が

あったため、取りやめとなった。まずは父母会主導の行事から Web 化したいと考

えているが、保護者の同意がどこまで必要なのか等、検討課題あり。 

 

(久堅) 

・Web 化は導入しておらず、従来通りのやり方で行っている。 

・お祝い会の DVD の手渡しは先生に行っていただいているが、父母会で行った方が

との意見もあり。 

 

(千石西) 

・Web 化は導入しておらず、従来通りである。 

・行事は DVD を配布。 
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(水道) 

・Web 化は進んでいない。 

・お祝い会の DVD は 2500 円。Blu-rayは 3000 円。DVD を渡すのは，父母会より行っ

ている。 

 

(さしがや) 

・Web 化はしていない。今年度，Web 閲覧についてアンケートを実施。4 名が反対し、

全保護者の賛成が得られず見送りとなった。ただし，年長クラスだけは全員賛成で

あったため，年長クラスのみ Web 化した1。 

・写真閲覧による玄関の混雑を緩和するため、自宅持ち帰り用アルバムを３部ほど作

成したことがあった。しかし，持ち帰りに反対する意見が出たため取りやめた。 

 

(本駒込西) 

・Web 化はしていない。Web 閲覧についてアンケートを実施したところ、一人反対者

がいたため，導入を見送った。 

 

(どんぐり) 

・写真購入自体を行っていない。フォトフレームでの確認はできるようになっている。 

 

(運営委員)Web 化にあたり，手続きの問題が見受けられる。Web 導入には保護者全員

の承諾が必要になるが、クラスごとに利用するというやり方があることが分かった。

また、導入に際しては，園側にもメリットがあればスムーズに進むように思う。アル

バム閲覧時の混雑緩和などのメリットを園側に伝えることが重要なのではないか。 

 

(千石)父母の同意取得について質問。初めて導入しようとする年度に園全体／クラス

毎での同意が取得でき導入できたとして、次年度以降、新入園児やクラスも変わる。

毎年度改めて同意を取得するか。現状はどうなっているか 

(しおみ)新しく入ってくる人に対しては，同意をとっているはずである。 

 

 

 父母連役員の選出のしかた 
 

(ハッピーマム茗荷谷)相談によって決めた。なお，当園はまだ始まったばかりである。 

 

(しおみ)4歳児のクラスから選出を行っている。 

 

(本駒込)今年度は話し合いにより決定した。 

 

(青柳)これまでは会長を５歳児クラス、副会長を４歳児クラスから選出していたが、

今年は会長を 4歳児クラスから、副会長は 3,5歳児クラスから選出した。手を挙げて

いただいて，相談により決定している。 

 

(本駒込南)情報なし 

                                                 
1  後日、さしがやから、定例会の場では「年長クラスのみWeb化した」と発言したものの、再考した結果、１ク

ラスだけ Web化するのは公平性に欠けるという意見があったほか、１人でも反対者がいれば実施しないという公

立園の約束もあることから今年度の導入は断念した旨の訂正の申出があった。 
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(目白台)クラス内において，自主性にて決定している。 

 

(こひなた)各クラス 3名選出する（各子供ごとに 1回担当を目安に）。挙手制で各ク

ラスの役員を決定している。1歳児のクラスの人は会長にはならない。ただし，明確

な規定はない。会長の選出は立候補制である。くじびきの場合もある。 

 

(向丘)前年度のクラス代表からクラス保護者に役員立候補の案内がされ、立候補にて

クラス役員を決定した。父母会の役職は立候補（決まらない場合はじゃんけん）にて

決定した。 

 

(千石)選出方法を変更し、今年度から立候補制。従来より園児 1 人につき役員を 1 回

行うことを原則としているが、枠数が多く 2 回以上担当せざるを得ない場合もあった

ため、役員の人数を 38 人から 25 人に削減した。希望者は複数回可能。会長は年長ク

ラスから立候補。 

 

(本郷)1クラス 3～5名、計 20名選出（1園児につき 1回担当）。立候補者がいない場

合は 5歳児クラスから会長を決定。なお，今年度は 4,5歳になって転園してきた人が

4名程度おり、在園期間が数か月という人がいきなり会長という事態も発生しうるた

め、選出方法の見直しを検討してもいいのではという意見も出ている。 

 

(久堅)各クラスで 5名選出する（各家庭 1回は実施）。昨年度までは４歳児クラスか

ら会長を選出していたが、今年度は会長・副会長ともに立候補制となった。 
 

(駒込)役員の選出についてはクラスごとに多少違う（立候補や話し合いなど）。父母

会会長は 4歳児クラス役員より話し合いやじゃんけんなどで決める。 

 

(千石西)0歳児クラスのみ係が決まっているが、その他は挙手制。各クラスあたりの

人数割りが決まっている（必ず 1回は担当）。今回，会長は立候補によりスムーズに

決定した。 

 

(水道)1園児あたり 1回担当する。会長は立候補者がいなければじゃんけんで決定。 

 

(さしがや)1園児あたり 1回担当する。0歳児は役職が決定している。今年，会長は立

候補により決定した（あみだくじや，じゃんけんにより決定することもある。年中ク

ラスから会長を選出するが、初めて保育園に来た人が会長になるケースをさけるため，

立候補を併用）。 

 

(本駒込西)保護者会の際に決定する。立候補，あみだくじによって決定している。今

回は，役員の引継ぎ会の時に仮の役員リストがあり，そのまま決定した。 

 

(どんぐり)会長は 2歳児クラスから選出する。全員がいずれかの係に入る。自薦，他

薦，じゃんけんにより決定する。 
 

 近隣との付き合い，トラブル解消方法 
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(ハッピーマム茗荷谷)現在トラブルの話は聞いていない。 

 

(しおみ)送迎時の立ち話が邪魔，というクレームが園にあった。これに対しては，園

で掲示をして対応。 

 

(本駒込)毎年，自転車を止める位置についての注意事項が園より配布される。 

 

(青柳)来年 11月仮園舎に移動する。自転車のマナー，送り迎えの話し声の対策に興味

がある。区から依頼があり，区，園，保護者の３者で対策してほしいとのことである。 

 

(本駒込南)情報なし。 

 

(目白台)トラブル状況は不明。 

 

(こひなた)トラブル報告は特にない。保育園周辺住民が慣れている可能性がある。送

迎の際の自転車の停め方など近隣とのおつきあいに関して、園長から父母会に注意し

てもらえるよう依頼が通達されることがある。 

 

(向丘)昨年は４月から 12月まで仮園舎での生活をしていた。自転車での送迎中、一般

の通行者とぶつかることがあり，警察からの指導があった。注意喚起のための資料配

布・立て看板の設置を行ったことがある。今の園に戻ってからはトラブルの話はない。 

 

(千石)建て替え時に園庭がなくなり、隣接する千石公園をみなし園庭として使用。た

だし、千石保育園のみで自由に使用できるわけではない。トラブルとして「談笑がう

るさい」「自動車が近隣住宅前に停車されていた」とのクレームが寄せられ、園から

各世帯へ注意喚起の手紙が配布された。なお、千石保育園は、児童館、地域活動セン

ター、公園施設と一体となっており、保育園以外の施設利用者による要因もあり得る

ところで、難しさもある。 

いずれにせよ、地域とのつながりを深めるため、保育園側から見える形で何か発信が

できないか模索中。昨年度は公園の清掃活動をボランティアとして実施。近隣とのコ

ミュニケーションの取り方が重要であり、例として駕籠町小学校では運動会等のイベ

ントについて案内文書を配布して（千石保育園にも配布）、地域に開かれたやり方を

している。 

 

(本郷)近隣でマンションが建設された際、建設側とのやりとりがあった。現在大きな

トラブルは父母の会には届いていないと思われる。例えば自転車の停め方などで園側

にクレームが届いた時は，保護者会の際に話があったり、通知を配付するなどして保

護者へ注意を喚起している。 

 

(久堅)トラブル，クレームの話は入っていない。隣に児童館，公園，幼児教室がある

ため、比較的，近隣の方は子供に対して理解があると思われる。 

 

(駒込)イベントや害虫駆除の実施に際し，事前に園長先生+1名の先生にて，近隣に挨

拶を行っている。特に大きなクレームはない。 

 

(千石西)トラブルは把握していない。 
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(水道)トラブルの話は入っていない。近隣の凸版印刷の横に凸版公園がある。了解を

得たうえで，園庭代わりに使用している。自転車は，送迎限定で凸版の敷地を利用し

ている。 

 

(さしがや)トラブルがあれば、園および父母会より，連絡通達を行っている。 

 

(本駒込西)トラブルの話は入っていない。 

 

(どんぐり)マンションの一角を園として使っているが、トラブルの話は入っていない。

ベビーカーが邪魔にならないよう、父母の方で配慮している。毎年一回バザーを開催

し、近隣との交流を深めている。 

 

(運営委員)会長の選出に際し，クラスを固定しているという園もあった。4歳児クラ

スから選出すれば、5歳児クラスに経験者がいるので頼りになる。一方で，選出法の

固定化に対する問題もあると思われる。基本は 4歳児クラスからの選出だが，立候補

も受け付けるという方法は参考になる。 

近隣との付き合いに際し，自転車の停め方などマナー資料を年初に配るという方法は

参考になる。 
 

5. あり方協議会で扱う議題・意見・要望について 
 

(千石) 園に隣接する公園の利用について、昨年度の定例会の議題に取り上げて頂き、

保育園の先生や過年度の父母会の方々の尽力もあり、千石保育園ではひと段落してい

るところではあるが、引き続き保護者からの意見も出てきている。年度を超えて人が

入れ替わっても、行政、保育園、保護者間で理解を共有していきたいので、改めて議

題提案した。今回、「みなし園庭（隣接公園）」の定義とその決定の経緯（特に千石

保育園改修の際に園と公園の関係整理含め）について教えてほしい。 

ところで今年度の定例会議題でも、近隣との関係が提案されているところ。夕涼み会

等のイベントは地域に開かれた形では行われていないが、背景に不審者対策のための

難しさがあると聞いている。区や園での方針があるとしたら、どのようなものか教え

てほしい。地域の人をイベントにお招きする例は見かけるし、警備も、神奈川県の例

だが警察を動員して公園で地域の人を招いて盆踊りをしている例もあると聞いた。何

かやり方は無いものだろうかと思う。 
 

6. 各園父母会の意見交換ほか 
 

(青柳)現在設計中の仮園舎（来年 11月から約 2年間使用予定）について、使用後は、

認可保育園の 2次選考に漏れた人のための臨時保育施設として利用することが正式に

決定した。 

 
 

7. 質疑応答 
 

(久堅)ありかた協議会の議題はまだ受け付けるとのことだが、締め切りはいつか? 

(運営委員)7月いっぱいとする。 
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(こひなた)今回配布資料の，電子での公開，メーリングリストでの公開はしても問題

ないか? 

(運営委員)父母連が作成した資料に対しては問題はない。 
 

8. 次回日程告知 
 

特別な発言なし。 

 
 

以 上 


