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2016年度 第 2回定例会議事録 
日時：2016年 12月 4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：さしがや保育園 

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. 開会挨拶 

2. 第 1 回あり方協議会（9 月 11 日開催）の報告及び第 2 回あり方協議会（2 月 5 日開催予定）の追加

議題について 

3. ｢保育園パパママトーク｣の企画・準備について 

4. アンケート Web化のご報告と結果の活用について 

5. 文京区子ども・子育て会議に関する報告 

6. 区立保育園の給食調理業務委託について 

7. 各父母会意見交換 

8. 2017年度父母連運営委員について 

9. 質疑応答 

10. 次回日程告知 

 

配布資料 
 

1. 父母連 NEWS115号 

2. 2016年度第 2回定例会議事次第 

3. 父母連イベント「保育園パパママトーク」（3/12開催）について 

4. 区立保育園における給食調理業務委託説明会 次第 

5. 認可保育園募集状況 

 

話し合いの内容 
 

1. 開会挨拶 
 

運営委員（会長欠席のため代理で挨拶） 

・9月に板橋区で私立認可保育園の昼寝中に子供亡くなる事件があり、それを踏まえて私立保

育園を考えるイベントが板橋で開催され、そのイベントに参加した。板橋区では行政と父母

会が連携していないと感じた。 

・文京区は今のところ民間も比較的大手で安心できるが、今後、私立認可園が増加する中で、

行政と父母連が連携していく必要がある。あまり皆さん認識していないと思うが、文京区の

父母連は行政に対し、影響がある。行政からも相談があり相互にコミュニケーションをとる

ことで質への向上に寄与している。 
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2. 第 1回あり方協議会（9月 11日開催）の報告及び第 2回あり方協議会（2月 5日開催予定）

の追加議題について 

運営委員（あり方協議会担当） 

■第 1回あり方協議会（9月11日開催）の報告 

・9/11に男女平等センターで開催 

・文京区の幼児保育課の課長、幼児保育係の係長、待機児童対策担当の課長、給食指導担当の

主査が出席 

・事前に父母連で用意した質問に対する回答を受ける。回答は書面でもらっていて父母連 HPに

公開されている。 

・待機児童は昨年度までは 100 人前後で推移していたが、今年の４月は 257人とこれまでにな

い厳しい状況と課長より報告があった。 

・4/1で入園可能月齢に達していない子を入園可能にする制度については、他区で対応してい

るところもあるが、文京区では慎重に検討している、との回答にとどまっている。その理由

は、0歳 1歳児の待機児童が多い点や公平性を考慮して具体的な事は考えていない。 

・延長保育については、夫婦ワークバランスなどの関係から現状は延長する予定はない。 

ただし、一昨年度に認証保育園から認可になった一部の保育園は、認証保育園時代に 20時、

20時半といった時間区切りで行っていて認可後も引き続きその時間まで行っている。 

・園庭のない保育園はみなし園庭として、日々公園に連れて行っている。区では代替遊技場と

呼んでいて、認可保育園の設置基準に満たしていない園庭の保育園は代替遊技場を設置して

いる。が、保育園が代替遊技場を優先して利用できるわけではない。夕涼み会などで使えな

いわけではないので、相談すれば利用は可。 

・オムツの持ち帰りについては度々とりあげられているが、今後動きがあるかもしれないが、

具体的なアクションはない。家庭での健康管理の意味も込めて持ち帰りをしてもらっている。 

・給食の調理委託について８月に説明会があって質疑応答があった。別途 6番で行う。 

■第 2回あり方協議会（2月 5 日開催予定）の追加議題について 

・来年 2/5（資料には 2/7（日）とあるが、2/5（日）に訂正）に開催、この回は毎年園長先生

が何名かくるので現場での様子に関する質問を行っている。 

・行う予定の質問項目は、 

緊急一時保育、リフレッシュ保育で保育園を使えないか？ 

１日の保育士の動きについて。 

行事、保護者会の土曜開催について。 

区立園と私立園の情報交換をどのように行っているのか？ 

が出てくる予定。追加の質問は第 1回目の後で呼びかけていて、一部追加の質問はいただい

ている。回答をもらって打ち合わせをして開催。というスケジュールで年始に回答をもらう

予定なので、あと来週末くらいまで受付ける。 

 

3. ｢保育園パパママトーク｣の企画・準備について 
 

運営委員（行事担当） 

・父母連イベント「保育園パパママトーク」についてという資料参照。 

・このイベントは今まで「保育園児との生活 A to Z～イマドキの保育園事情～」という名称で

開催していたが、今年、運営委員会で打ち合わせをした結果、イベント名と内容を大幅に変

更した。イベント名は、文京区父母会イベント「保育園パパママトーク」へ名称を変更。 

・変更の趣旨については資料の通りより広く「文京区の保育環境向上」のための活動イベント

にしたい。具体的には、保育園入園前の保護者を対象にしたイベントから保育園に預けてい
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る父母も対象に変更し範囲を拡大。昨年参加した際に現役でも参考になったことが多くあり、

ぜひ現役の方にも聞いてもらいたいと感じた。 

・パネルトークで話して頂いたパパ、ママを例として出すと「保育園の送迎から家事までして

いるスーパーパパさん」、「子育てのために独立開業をしたママさん」「実家が関西で両親

を頼れないママさん」「旦那さんが単身赴任で子育てを一人でしているママさん」等現役に

も役立つ内容だった。 

・資料の「変更の趣旨」の 3点目にあるように、入園前の人に対してこのようなボランティア

イベントをしてきたのは、広報的な役割だった。広報のためであれば入園前、加盟園ではな

く、加盟園以外の保護者、私立園の保護者などに参加枠を広げることで父母連の活動をあら

ゆる人に認知してもらうことが出来ると考えている。 

 

■イベントのターゲットについて 

・保育園生活についての情報がほしい保育園入園前の保護者（従来通り）。 

・すでに保育園生活を始めているが、家庭における役割分担や、働き方など見直す必要を感じ

ている方。 

・保育園生活にパパをもっと巻き込みたいママ。 

・保育園生活にもっと積極的に関わりたいと考えているパパ。 

・保育園生活は現状うまくいっているが、家庭での役割分担や働き方など、他のご家庭ではど

うしているのか関心がある方。 

・上の子が小学生になると保育園生活との両立にどのような工夫が必要になるのか知りたい方

等。 

 

■開催概要 

日時：平成 29年 3月 12日（日）9：30-11：30 

場所：文京区シビックセンター４Fシルバーホール 

主催：文京区認可保育園父母の会連絡会 

共催：文京区 

対象：文京区在住の保育園児の保護者、保育園入園予定保護者 

参加費：無料 

 

■主な役割 

・イベント統括：父母連運営委員 

・受付：目白台保育園父母の会 

・保育：こひなた保育園父母の会 

・議事録：青柳保育園父母の会 

こちらの 3園は本日ミーティング終了後 5分ほどミーティング。 

 

■イベント内容の主な変更点 

1.「現役保育園パパママによるパネルトーク」をメインメニューとする 

・昨年までは、「パネルトーク」「グッズ紹介」「フリートーク」など盛り沢山な内容でした

が、今年は「パネルトーク」中心の構成に変更する。 

・4-5人のパネリストにそれぞれの経験から保育園生活、家庭生活、仕事との両立について語

ってもらうパネルトークの時間を大幅に拡大する。 

・質疑応答の時間を多めにとることで双方向性を確保し、「フリートーク」の代替とする。 

【変更理由】 

・面白いのに時間不足・消化不良だった「パネルトーク」の充実。 
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・運営側の負担減 

2.参加費を無料化 

・前回まで 200円（前々回まで 300円）徴収していた参加費を徴収しない。 

・徴収していた理由としては、経費がかかることもあるが、心理的なハードルを高くすること

で当日不参加になることを防ぐ目的もあった。グルーピング化をするメニューがあったので

あらかじめ人数を把握する上でも必要だった。 

・イベントに必要な経費はすべて父母連の全体予算の中からまかなう。 

・昨年の参加費は 5000-6000円程度集まった。実際のコストは 2000-3000円で黒字イベントで

はあったが、徴収するのに時間がかかる。このために会計担当が必要になるなど事務の煩雑

が伴うので全体の負担を減らしたい。 

【変更理由】 

・無料とすることでより多くの保育園保護者に気軽に参加してもらいたい。 

・子育て系のイベントは、最近無料で開催されることが多い。コストが心理的なハードルにな

るのであれば、それをなくしたい。 

・今回はパネル中心になるので、グルーピングを必要とするメニューがなく申込者数と参加者

数に多少ズレが出てもイベント運営に影響は少ないと判断したため。 

・従来までは加盟園の保護者が参加できないイベントだったが、今回、対象を拡大したことで

加盟園の現役保護者が参加可能となり、父母連の全体会費から必要経費をすべて拠出する合

理性が認められるため。 

・参加費徴収、管理の手間を省くため。 
 

■質疑応答 

（千石） 

ハードルが下がったことで、人数が増える可能性がありますが、シルバーホールの収容人数は

どれくらいかなのでしょうか。 

（運営委員） 

シルバーホールの収容人数は 100名（昨年は 50名程度の参加） 

現状では今年は 100名を定員とし、昨年同様 QRコードを読んでサイトにアクセスしてもらい

Webから参加申し込みを実施し、一度定員で切る予定。 

（千石） 

ハードルが下がったので多くの方に参加してもらった方がいいと思います。 

（運営委員） 

今回キャンセルが多く出るとも予想されますのでそれを含めてどうするのかこれから考えたい

と思います。 

 

4. アンケート Web化のご報告と結果の活用について 

運営委員（アンケート担当） 

・短い期限だったにも関わらず殆ど園で周知ができた。 

・Web化経緯は、8月から準備して何件かアンケートサイトを比較して絞り込んで、結果集計を

しやすいこともあり、google フォームにした。 

・10月にこひなた保育園で先行実施、URLの周知間違え、URLが長すぎてリンクに飛べなかっ

た、などの問題があったので改修、改善して各園に連絡した。 

・アンケート回答率 44.6％で一昨年 43％、昨年 50％強であって、その間に入っているので、

大きく上がっても下がってもいない。今回、回答した人は「Web化がよかった。」という声

が多かった。Web化で回答が出来なかった。という意見はなかった。 
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・Web化したことの各園の回答率は一定の傾向はなかった。過去２年実績と比べると、特別に

下がった園や上がった園もなかったと思う。懸念していた二重回答は google フォームでは把

握できないが、恐らく１件あった。 

・アンケート Webについて、一度回答した後に編集の仕方がわからない、という声があったの

で、修正回答を追加で周知した。さらに来年度は１ページ目に説明するなどしてより改善を

図りたい。 

・アンケートの確認画面は google フォームでは出来ない。今回は無料でダウンロードできる。

という事で選んだので、そこは課題とは承知している。そこを踏まえても回答して頂いた方

からは回答しやすかったという声が多かった。 

・全部の設問が見えないから次にどういう質問がくるかわからずまだ回答していない。という

声は聴いている。周知でメールの連絡手段がないという園はなかった。 

 

■アンケートの Web化について各園と意見交換 

（しおみ） 

紙のアンケートは集計が大変だったと聞いていて 1年間でそれがメインだというくらいの事を

言われていたが、アンケートの Web化で父母連担当の業務負担が軽減された。特に意見やわか

らなかった。という話は受けていない。 

（こひなた） 

紙だと紛失する事もあるが Web 化した事で通勤中でもできて楽だったとう意見は聞いている。

こひなたでアンケートの先行実施をした時に URLが長かったがコピペして iPhone で見たり会社

に転送したりもできて、移動中になどにも回答できたのでよかった。 

最初に質問を全部見られないので、前半にボリューム多く回答して、後半が細くなっていく事

が懸念されるので、事前に質問を全部見てから回答の照準をあわせられたらよい。 

アンケート始めました、という事の周知を兼ねて父母連 HPに PDFでアンケート項目をあげてお

いて、募集、回答期間をアナウンスすれば、一通りアンケート項目をみたい人はアンケート内

容を把握できるのでいいと思う。 

（本駒南） 

上の子が小学校 3 年生で保育園時代のアンケートは紙だった。その時から Web 化した方がいい、

という声はあったので、今年から Web化していただきありがたかった。 

（駒込） 

Web化で負担が減った実感がある。紙で配る場合は園長の確認、許可が必要だったがいらなく

なったので負担が減ってありがたかった。回答に関しては特になかったが、メールで来たのは

ありがたかった、という声があった。 

（本駒込西） 

回答率はわからないが、Webで回答できるのはすごくよい、とうい声はあった。役員で何回か

リマインドをしたが、回答しました、と連絡下さる人もいたが、他の回答状況がわからないの

で、分かればピンポイントでリマインドできる、という事を役員同士で話はした。 

全ての質問項目は見られた方がよかったと思う。 

（久堅） 

回りの近い人の意見は Web化でやりやすかった、という意見は聞けている。 

（本郷） 

運営としては回収してエクセルに入れる必要がなくなったので楽になった。添付のワードから

リンクに飛ぶというのがうまくいかなくて、紙を配布して QRコードから飛ぶ方が楽だったので

紙を配布したので、メールだけでは終わらなかった。 

（千石西） 

周知がうまくいってないので園内の担当とは話す予定。 
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保育園の父母連担当の代表者がインターネット環境がなくて、父母連からのメールが担当止ま

りになっていた。運営より別途改めて周知のアンケートを上げる予定。 

（本駒込） 

Web化はありがたい。リマインドも１回やった。運営からのワードにリンクがのっていたのを

そのままクラスに回すと不便かと思ったので、クラスに回す担当が本文に URLを書いて要点を

まとめて転送した。 

ラクラク連絡網というサイトを使っているが、ガラケーの人を把握してワードの添付だとサク

サクみられないかもしれないので、本文に URLを載せたというのもある。 

（運営委員） 

ワードとテキストの 2種類用意していた。ワードファイルは印刷用、メールはテキストファイ

ルをコピペして下さい、という意図だった。ワードファイルを添付で送られると、開けない人

もいることは承知していた。こちらの意図が通じていないことが、今判明しました。 

（向丘） 

通勤時にアンケートに回答できたので楽だった。 

（ハッピーマム） 

今年から父母連加入で、紙アンケート時代を知らないので比較はできないが、Web 回答だった

ので簡単だった、と聞いている。 

運営からリマインド案内で何名くらいから回答が来ている。と連絡が来たが、自分たちの保育

園は何名、何パーセント位回答できるとわかった方がリマインドしやすい、と思った。 

（青柳） 

５月に仮園舎に移転の件で google フォームを使ってアンケートをした経緯があったので、今回

のアンケートも前回と同じで簡単と、周知はやりやすかった。 

回答率が中間をみたら 17％と低い状況だったが、お祝い会の DVDの申込など他の話題と絡めて

の情報発信だったので、その後にリマインドはしたけど訴求力が弱かったかもしれない、と思

っている。 

今後の参考にできた事は、父母連は保育園ごとに別の URLにしているので各保育園の回答率を

把握できているので、今後保育園でアンケートを行う時は、各クラスで URLを分ければ各クラ

スの回答率が分かるので参考になった。 

（さしがや） 

Web化したので時間を有効的に使えてありがたかった。他の Webアンケートは回答すると自分

の回答がメールで届いて内容を確認できるシステムがあって見返しや修正ができるので、そう

いうシステムがあると更に便利になるとは思うがフリーソフトだと難しい点もあるとは思うの

で、まずはアンケートが Web化したことで便利になっているのでありがたいと思う。 

（どんぐり） 

回答する立場でいうと通勤時間で出来て楽で助かった。紙だとなくしたり提出期限を忘れてし

まうこともあるので WEB化してありがたかった。 

（藍染） 

Web化でわかりやすく回答できた。修正の仕方がよりわかりやすいと二重回答も防げるので更

によいと思う。 

（水道） 

WEB化で答えやすかった。周知方法は紙で配布か、掲示だけにするか、メールのみか。担当で

確認をして、メールと保育園の玄関に掲示して周知した。メールにはアンケート内容のテキス

トも添付したので、どういうアンケートに答えるかは各家庭には届いている。 

回答率が半分位ときいているので、皆が回答できたかはわからない状況。 

（運営委員） 

回答率は 65％に上がっている。 
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（目白台） 

上の子は紙のアンケートだったので Web化は楽だった。展開のしかたは、メールの周知と玄関

の掲示板の 2通りで対応。メールは 2通文面を用意して、修正方法などをつけた文章と、ウェ

ブ回答出来ない人向けにメールの 2通を用意して、各クラス役員にその 2通をメールして、ク

ラス役員から保護者にメールで周知した。Web 回答の文面のメールに対して Web 回答出来ない、

という人はいなかった。 

リマインドは１回行う。父母連よりリマインドお知らせが届いた時に実施した。その時に各園

の回答状況を教えてもらえると、それに併せたリマインドの周知の仕方も変わると思うので、

中間での各園のアンケート回答率がわかった方が良いと思う。 

アンケートの回答率がわかったら教えて欲しい。 

（運営委員） 

目白台は 70％だった。 

（千石） 

今年からアンケートや父母だよりなども全て Web化して紙の配布をやめているので、周知はメ

ールのみで、アンケートも出来なかった、という声はあがっていない。Web化は回答側も集計

側も紙よりメリットが高いと思うのでありがたい。 

（運営委員） 

・アンケートは昨日締め切ったが、千石西以外で延長希望があれば対応する。 

・参考に聞きたいが、周知方法としてはお便りの配布かメールによる周知と理解しているが、

各園どのように周知したかを次年度以降の参考にするので聞きたい。 

〇紙で QRコードを配った園：青柳、本郷、しおみ 

〇掲示とメール：目白台（玄関）、水道（玄関で父母会の案内を置いているところ） 

〇メールのみ：上記以外の園 

（運営委員） 

・アンケートは昨年まで紙で配ったのを各園の担当にエクセル入力してもらって、父母連で更

に個人情報などを確認していたので楽になった。 

・Web化の紙の配布と回収が不要になったために、初めての試みとして非加盟の認可保育園に

もポスター掲示でアンケートをお願いした。現時点で 14名位回答が来ている。今後どうして

いくかは検討する。 

・非加盟園の周知の方法は QR コードのついたポスターを作って、区に配って各園に配布しても

らっているが、掲示するかは各園の判断なので、非加盟園全園が掲示したかはわからない。 

・私立保育園（ベネッセかごまち保育園）の保護者が父母連に興味があり傍聴。ベネッセかご

まち保育園では掲示をしてくれた。 

 

■質疑応答 

（千石） 

父母会がない私立保育園に兄弟の一方が行っていたことがあり、当時、保育園に父母会を作る

事を提案したが、そういったニーズは父母からあがっておらず、保育園側がやれる事ではない、

と断られた経緯がある。父母会が無いと父母同士の連絡網も存在していないところもあると思

うので、そういう課題を浮き彫りにして、私立の認可保育園でも父母会が出来るような道筋を

立ててあげられたらいいのではないか。 

（運営委員） 

非加盟園にポスターを配布した狙いは父母連の存在自体を知ってもらうため。父母連が何をし

ているのか加入するとどんなメリットがあるかを知ってもらう為に実施した。保育園に父母会

がないと、保護者の連絡網がないところもあるので、ポスターを区経由で配布してもらった。

掲示の判断は園長次第になる。私立の認可園は急速に増えているので、区立の認可園が中心に
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父母連は運営してきているが、今後は区立がマイノリティになってくる可能性もあるので、非

加盟園の保護者にも関与してもらって活動を活発化していきたい、とは考えている。 

 

5. 文京区子ども・子育て会議に関する報告 
 

運営委員（推薦委員） 

子ども・子育て支援事業計画の策定が子ども・子育て支援法によって定められており、各自治

体で子ども・子育て会議が開催されています。文京区でも今までに 8月と 10月に 2回開催され

ました。私は、推薦委員として第 2回目に参加させていただきましたので、保育園関連の内容

についてご報告いたします。 

まず、来年度以降の保育ニーズの統計について色々と意見を申し上げました。認可保育園の来

年度の状況ですが、新規の私立 7園が開設されます。しばらくは 4歳、5歳は保育しないので

その部屋を利用した定期保育を実施します。新規園はどの園がどれくらいの定期保育枠がある

かわかりませんが、純粋な募集枠以外に定期保育枠ができることになります。 

また、2年前に認証保育園の 4-5園が認可保育園になりました。認証保育園は業者から要望が

あればつくるが、要望がないので増えない見込み。 

第 3回の開催は 1月になります。議事録は文京区のホームページに掲載されていますので、ご

関心があればご確認ください。 

現在、文京区では待機児童が 200名を超えたため、文京区も待機児童解消に向けて対策を検討

していることがわかりました。 
 

6. 区立保育園の給食調理業務委託について 
 

運営委員 

・来年度からこひなた保育園、本郷保育園で給食調理委託が実施される予定で、8 月に区の説

明会があった。資料も各園で配られているはず。 

・委託する背景としては、調理の職員の離職率が高く定着もしない。非常勤職員でまかなって

こられたが、調理する方の確保が難しいのが現状。 

・8月の説明会の後にこひなた保育園と本郷保育園でそれぞれ個別に説明会が開催された。 

・8月の説明会の詳細は資料に記載。区としてはメリットばかりをうたっていてデメリットが

質疑応答でも出てこない状況だった。各園で配られた調理委託に関しての資料の最後に、質

問書、意見書が付いていて意見を募ったところ個人的にあげていただいたご意見書は 6件あ

った。こひなた保育園では父母会がとりまとめて個別に区に意見書を提出して回答を得てい

る。 

・こひなた保育園の意見書に対する回答。８月の質疑応答の内容。さらに個人的にあげていた

だいた 6件の意見書回答も含めて、区の HP1にアップされている。 

・本郷保育園でも説明会が開催されたが意見書等は提出しておらず、区側は粛々と業者の選定

に向けて動いている状況。 

 

■こひなた保育園の途中経過報告 

（こひなた） 

・父母会としては、別途説明会の開催を保育課に要求して実施した。追加で質問要望書として、

かなりのボリュームの質問要望書をだして個別に回答書を入手した。仕様書に盛り込んでほ

しい事項を、こひなた保育園から提出して、盛り込めないと区から返答があった事項につい

ては、理由を入手予定になっている。 

                                                 
1  http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/hoikusesaku/tyouriitaku.html 
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・12月にはプロポーザルの募集要項の公表が始まるが、期間の短さ、説明会の回数の少なさ。

周知の短さ。などの意見をだしたところ課長が回答書を持ってくるなど誠実に対応してもら

っているなどの経緯はあった。 

・仕様書に盛り込んでほしい事項の提出に関しては、独自の有志プロジェクトチームを結成し

て、全国の保育園で給食の切り替えをして仕様書があがっているのをリサーチし、手分けし

て、今回の区役所からの仕様書で欠落している事や、追加で仕様書に盛り込んで欲しいとい

う事をあげた。どの父母も思っていた事は、決定ありきで進んでいるので、何をどうあげて

いいのか時間もなく予備知識も全くなく何を要望としてあげられるか未知だったが、実際に

洗い出しをして検証・まとめをしたので、行政としても見落としがあって新たに盛り込む事

が出来た、という意見もあったので、会長の指揮、引率力が良かったと思っている。 

・仕様書以外で思ったことは、今回は離乳食のない園として、こひなた保育園と本郷が選ばれ

たが、私立認可園に子どもが通っていた時に、調理の先生と交流があって、成長にあった離

乳食は大変デリケートで、委託業者になった時にそれがどうなるのかについては今回の仕様

書に一切盛り込まれてないので、今後切替園が増えた時に離乳食の該当園はどうするかは今

の仕様書には盛り込まれてないことは認識をしておいた方がよいと思う。 

・本郷保育園の父母会と意見交換がしたかったとは思う。父母連経由でその要望を伝えたら交

流できたのか、とも思ったが時間もなかったのでこひなた保育園独自で動くしかなかった。

こひなた保育園から父母連には区にこういう意見をだしたなどの経緯は報告して、加盟園で

情報はシェアできているので、これからプロポーザルにはいっていくにあたって、そういう

経験値を他の園とも共有財産にしていきたいと思うので、今後はより父母連の活躍・意義も

含めて、今後も他の園の皆さまと情報交換をしていきたいと思っている。 

（運営委員） 

・本郷保育園とも意見交換はしたかった、という思いはあって、こひなた保育園の会長の連絡

先を本郷保育園側にお伝えはした。本郷保育園では大々的に意見交換をしなくては、という

姿勢ではなく、特に公に意見交換の場は設けなかった。会長同士でどういうやりとりがあっ

たかは把握できてはいない。 

・来年度からこひなた保育園と本郷保育園で調理委託が導入。30年度からは駒込保育園、藍染

保育園の離乳食が無い園での導入が決まっている。31年度以降は退職者数等の状況をみなが

ら委託を進めて行くにとどまっている。 

・こひなたの説明会で、現在こひなた保育園と本郷保育園にいる調理の正規の職員は来年度は

別の委託されていない園に異動して引き続き調理の職員として働く事になっている。 

・調理職員の新規採用の今後行う予定はない。若い調理職員は減っていき、将来的には調理職

員が文京区には存在しなくなる。区としては将来的に全園調理委託を目指している方向性な

ので、来年度、再来年度に調理委託実施予定の園は決まっているが、他の認可保育園にとっ

ても他人事ではないので、当事者意識を持って資料を読んで頂きたい。 

 

■質疑応答 

12月事業者募集となっているが募集選定は始まっているのか？ 

（運営委員） 

・事業者を募集するにあたっての仕様書を区と作っている最中ではあるが、仕様書は各園で作

成して業者も各園で選定する流れで一括ではない。こひなた保育園と本郷保育園で同じ事業

者になる可能性はあるが、選定方法、プロセスは園ごとに設定される。 

・こひなた保育園では調理委託に特化して活動する保護者を決めている。選定委員会は区の職

員 4名、保護者代表 2名が含まれているので、仕様書にいかに自分たちの希望を盛り込むか

が要になってくる、仕様書が完成してからでは変更が難しいので仕様書をどうするかの話し

合いをしていく事になる。 
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（青柳） 

・仮園舎終了後なのだろうと園長先生から言われているので、平成 32 年以降の話だとは思うが

問題意識は持っていきたいと考えている。 

・情報によるとこれから委託を導入するにあたり食材の費用はコストダウンされない、という

前提だそうだが、どういったところに気を付けてアンテナをはっておけばよいのかの勘所と

いうか、今後、仕様書を読み込むにあたってのこれと、これとこれはおさえておいた方が良

いというようなポイントを知りたい。 

（運営委員） 

・ 仕様書については公開される2。こひなた保育園から皆さまにもシェアしてもらえると思う。 

・今は区の職員が調理室にいるが今後は外部の方が入る事になる。刃物をあつかうなどの安全

面はどうなるのかは注意しておきたい。 

・調理職員の先生方は、運動会やお祝い会などイベントの受付や準備を手伝ってくれて多岐に

わたって活躍していただいているが、外部業者だとそういう手伝いが難しくなる可能性があ

るので、結果として保育士の負担が増えるという懸念がある。その点もこひなた保育園と情

報交換をする機会を設けて行きたいと思っている。 

 

7. 各父母会意見交換 
 

（運営委員） 

各父母会の意見交換また第 2回のあり方協議会で追加議題について時間をとります。 

各園からお願いします。（時間の関係上、各園からではなく希望者の挙手に変更） 

（ハッピーマム） 

すでにあり方協議会の要望にも記載していますが、29年度の新設保育園増設によりハッピーマ

ムの近隣にも私立認可園が増設されます。公園のない私立保育園が今後増えていくと公園利用

についてお互いに連携をして考えないといけないのではないか。また、私立園に限らず、公立

保育園についても外に散歩にいった際にバッティングする可能性があるので公立、私立の間で

お互いに情報を連携しシェアができないのか。 

（運営委員） 

そちらについては既にご意見についてはあげていただいており、園庭のない保育園については、

公園内や大学、寺社などの敷地を借りるなど保育施設を拡充できる余地を検討しているのか、

公立保育園と私立保育園の情報交換という話題の中で話ができるのではないかと思う。 

 

8. 2017年度父母連運営委員について 
 

運営委員 

・来年度の運営委員について募集中。ここ数年で、色々な事を効率化しようと動いていて、一

番わかりやすい点はアンケートの Web化だと思うが、他にも色々と簡素化していきたい。担

当園の仕事の負担も減っていると思う。現状に満足せず色々改善していきたい。 

・今は、こひなた保育園のメンバーが多いのは、日々顔をあわせる保護者に声をかけやすく担

っていただくのが多いパターンではあるが、父母連としては、色々な園から意見がある集団

でいたいと思っているので、色々な園から手を上げていただいて、運営委員になって欲しい。 

                                                 
2 後日、文京区 HPにて公開された。

（http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/hoikusesaku/tyouripuropo-zaru.html） 
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・父母連自体は今後も現役主義なので、卒園したら会員になる事は認めていない。そのため、

保育園を出たら運営委員からいなくなる。来年自動的にでるのが会長はじめ一番下の子が卒

園する何名かは父母連からいなくなる。 

・運営委員はめったに顔を合せる事はなくネットを介してやり取りしている程度で負担は多く

ない。区との打ち合わせで保育課に出向くことはあるが基本的にはネットを使えて、ここに

出てくる事ができれば大丈夫。 

・運営委員を通じて区役所の人と顔見知りになれる。議会と関わりはないけれど、子ども子育

て会議など区の会議にも出て、区の施策をどう進めて行くかに対して発言はできる。保育環

境を良くしたいと思う方や活動に興味がある方は大歓迎。 

・運営委員は個人の立場で参加するもので、各園の利益代表ではないので、単純に個人の立場

での参加で各園から何名という決まりもないので、参加意欲があればよい。 

・父母連も各保育園の父母会の上位組織ではなく、連絡調整のための媒介という立場の活動。

偉いポジションで気が引けるという感覚ではなく、皆さまの連絡を取り持つ一助になろう、

という感じでよい。 

・定例会も毎回参加でなくてもいい。Web 関連が得意など、全体に関わるのではなくて、Web

関連や HP 更新など、特技を生かした参加でもよい。分業制に近く 1 人が全部でなくみんな

で全部やっていこう、という姿勢。 

 

9. 質疑応答 
 

運営委員 

最後に質疑応答はございますか。 

（特に質問なし） 

1 点お伝え忘れていました。 

2 月のあり方協議会の担当について、アンケートは向丘、議事録は千石西、保育は本駒込にお

願いしています。詳細は別途メールで周知します。 

 

10. 次回日程告知 
 

 ■2016年度第２回文京区保育のあり方協議会 

日時：2017年２月 5日（日）10:00～12:00 

場所：男女平等センター研修室Ａ 

文京区幼児保育課課長、係長、園長が 2名程度来る予定。 

現場の保育士の話を聞ける。 

※会場設営・保育担当は 9:30 集合 

 

 ■2016年度第３回定例会 

日時：2017年３月５日（日）10:00～12:00 

場所：男女平等センター研修室Ａ 

 

■保育園パパママトーク 

日時：2017年３月 12日（日）９:30～11:30 

場所：文京シビックセンター４階・シルバーホール 

※会場設営・保育担当は 9:00集合 

 

以 上 


