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2016年度 第 3回定例会議事録 
日時：2017年 3月 5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：駒込保育園 

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 2回保育のあり方協議会（2月 5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. 区立保育園の給食調理業務委託について 

5. 父母連アンケートの集計結果について 

6. 「保育園パパママトーク」について 

7. 総会議案書の作成について 

8. 2017年度の父母連の係、会費について 

9. 父母会の入会手続きに関する意見交換 

10. 2017年度の父母連運営委員の募集について 

11. 次回日程告知 

 

配布資料 
 

1. 父母連 NEWS116号 

2. 2016年第 3回定例会議事次第 

3. 2016父母連アンケート実施の実際 

4. 父母連の係 

5. 第 3回文京区子ども子育て会議からの報告 

6. アンケート Web化の反省・来年度の実施について 

話し合いの内容 

 

１ 開会挨拶 

【運営委員(会長)】 

今年度最後の定例会。卒園式・お祝い会と忙しい中、参加いただきありがとうございます。 

今回は来年度に向けての議題が多いが、いつも通り子ども子育て会議、あり方協議会の話もあ

る。パパママトークの話もある。 

 

２ 第２回あり方協議会（２月５日開催）の報告 

【運営委員(あり方協議会担当)】 

こども家庭部の部長、幼児保育課の課長、栄養士、園長先生 4 名に来ていただき説明を受けた。 

来年度の申し込み状況、各園での生活・保育士の勤務体制に関する定番の質問に対する回答が

あった。その他に、進展した話としておむつの持ち帰りに関して、これまでは区立保育園では
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できないという話であったが、他の区、私立園の話を聞いて前向きに話を進めているとのこと

であった。 

個人的に気になった点は、現在フルタイム勤務の人でないと保育園に入りにくい状況であるが、

国が働き方改革をすすめ、また、フリーランスで働く人が増えている、など働き方が変わって

いく中、現状では週休 3日の会社の人は保育園には指数の関係で入るのが難しくなるので、現

在の制度が実情に追いついていない点などあり、対応していく必要があると感じた。 

 

３ 文京区子ども・子育て会議に関する報告 

【運営委員】 

父母連の推薦委員として出席。第三回で今年度最後の会議だった。 

第 3回は保育料の在り方の検討について話があった。 

この議題が挙がった趣旨は配布した別紙の通りである。 

現在の子ども子育て支援新制度になってから保育料の見直しを文京区ではしていない。 

公定価格は国が定めた計算式に従って決まっていて、公定価格から利用者負担額を引いた額を

保育施設に給付することとしている。 

新制度の公定価格を基準とした保育料は現在の文京区で定めている保育料に比べ収入の階層が

ざっくりとしていて、上限額も高く、最上位は 10万円を超えている。また、3歳未満と、３歳

以上の子の保育料で差はほとんどない。 

保育料の見直しは保育料の値上がりに関わるので、すぐには決められない。区連協推薦委員、

父母連推薦委員、幼稚園 PTA連合推薦委員等で構成される子ども子育て会議で分科会を作って

慎重に話を進めていくことになる。また、今後、具体的な方向性や数字等が出た場合は報告す

るので皆さんからのご意見を募集したいと思っている。 

【向丘】：大分価格が上がるが、いつ頃から上がるのか。 

【運営委員】：具体的な数字はまだあがって来ていない。急いでやるつもりはなく、話し合い

で決め行きたいという感じであった。来年度中には方向性は決まってくるだろうが、具体的な

数字は出てこないだろうと予測している。 

【運営委員】：文京区の子育て支援制度が５年改定なので、3１年度目安ではないか。 

【運営委員】：そうでもないらしい。幼児保育課長が言うには、急ぐつもりはなく、話し合い

で進めるとの事だった。 

他、もう一つ報告事項がある。来年度は私立 7園が開園する予定だが、初年度は４－５歳児の

募集はしないため、その 4－5歳児のための空いている部屋と保育士で０、1歳児の待機児童対

策として定期利用保育を行う予定である。不承諾となった個人が私立保育園に申し込むことと

しており、幼児保育課は選考に関与しないが、文京区は抽選で選考することを園に推奨してい

る。文京区の選考ポイントは保育の必要性に応じて決定され、ある程度公平な制度になってい

ると感じているが、抽選で決定されることになるとより保育を必要としている園児が利用でき

ない可能性があり、今後は推奨する選考方法を再考してほしいと要望は伝えた。 

【千石】：認可保育園保育料の利用者負担上限がかなり増えるようだが、国の基準だから見守

るしかないのか、父母連として何ができるのか、利用者として我々父母はどういう心づもりで

いればよいのか。 

【運営委員】：この表がそのまま、使われることはないと思う。低所得者のところの負担は増

やさないのは重要で、収入の多い世帯により負担をお願いするという考えだと思う。文京区か

らの補助があることも想定される。 

【青柳】：価格そのものも気になるが、収入の区分が適切か気になる。以前 7年位前に保育料

の改定があった時に文京区の高所得者の区分が増えたが、その時の決め方はどのような経緯で

なされたのか。 
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【運営委員】：前の改定の時は、一番上の階層に全体の４分の１の家庭が入っていたので、も

う少し払えるだろうと、一番上の階層をさらに細かくして増やしたと記憶している。ただ、実

際どのような手続きを経たのかは覚えていないが、過去の父母連の議事録で確認できると思う。

最近の例では、育成室の値上げは、子ども子育て会議で区連協の推薦委員から意見が出され、

それをもとに保護者のアンケートを取った。多子の場合の減免などもアンケートから意見があ

って、子ども子育て会議で話し合われていた。この話題は父母連で話し合っていくことが大事

であると思う。 

【青柳】：保護者が意見を言うタイミング、考える時間があるのかが心配なので、その点に配

慮して議論を進めてほしい 

【運営委員】：それは大事なポイントで、皆さんの意見を聞きながら進めていきたい。何か情

報が入れば MLで流すし、意見を伺いたい。 

【運営委員】：文京区の動き、意見を聞きながら慎重に話を進めているので、突然、数字が決

まってこれでやりますということはない。ある程度時間をかけて保護者と議論していけると思

う。 

【運営委員】：むしろ、保育園より幼稚園の値上がりが著しいところ。また、いきなり 10万円

はないと思う。育成室も 1,000円ずつあげていった。 

 

４ 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、本郷両園で開始される。こひなた保育園では要望書、仕様書への反映依

頼事項等作成。 

【こひなた】 

●こひなた保育園の 28年度の経緯 

8 月説明会。こひなた保育園から父母会としては出席者がいなかった。事の重大性に気が付き、

9月のあり方協議会で区の保育課長に対し父母の意見を述べる方法を確認し、8月の資料をもと

に 9月の末に意見・質問を挙げた。追加説明会（こひなた保護者対象）も依頼した。 

10月追加説明会。質問に対する回答を得た。 

この後、もう一回追加質問し回答を得た 

12月選定委員の決定（保護者から２名、会長・副会長） 

1月 業者の審査、プレゼンテーション 

2月中旬 業者の決定→「天竜」（区ホームページ公開） 

3月（日時未定）に業者から説明がある 

●今後、各保育園が対応していくうえでのポイント 

①保育課はつつかないと動かないが、つつけば良く動いてくれる。個人ではなく、父母会で動

くとよい。 

②今までのこひなたからの質問、それに対する回答、要望書、仕様書は区の HPにアップされて

いるが、公開期間が不明で消えてしまうと思うので、早く確認、引継ぎ用にダウンロードした

方がよいだろう。 

③選定の方法が、一次審査と二次審査があり、一次審査の方が比重が重い。一次審査は書類審

査で書類の量が多い。二次審査はプレゼンテーション。今回一次審査と二次審査の結果（順

位）が異なったが、結局一時審査の結果が通った。書類では嘘は書けないのでよく読むように。 

④仕様書、定型の質問状、プロポーザルは平均勤続年数や業務経歴を書くようになっているが

十分な内容ではないので、意見を言った。どんどん意見を言うことによって選定に必要なプロ

ポーザルができると思う。 

⑤こひなたは 0歳時がいないため、その仕様書(0歳時の分も文京区の方でできている)につい

ては全く見ていないので、今後しっかり見ていってほしい。 
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【駒込】：今回の業者に決まった背景はどのようなものか。 

【こひなた】：選定委員それぞれが点数を持っていて、細かい項目に点数をつけていく。 

天竜となった理由は、マニュアルがしっかりしている、保育園給食の経験がある、給食受託数

が多い、規模的に保育園割合が高かったので安心感があったなどの理由。 

【運営委員】：二次審査の比率が低いことは問題にならなかったのか？ 

【こひなた】：一次と二次で順位が変わったことに選定委員のなかでも話題にはなった。プレ

ゼンテーションは上手下手があり、営業職や社長は話が上手く、審査している方もその気にな

るが、その人たちが実際に業務に携わるわけではない。書類にはやはり嘘はかけない、という

ことで妥当だろうということになった。 

【本駒込】：今後、給食業務委託は順次導入されていくのか？ 

【こひなた】：全ての園で業務委託をする方針。若手の調理職員が定着せず確保が難しいので

業務委託に踏み切った。来年度から多くの上の世代の方が退職されるが新規補充をしても上手

くいかなかった。 

【運営委員】：今後、調理職員の新規採用は行わないので、いずれは全園で委託する状況とな

る。 

【運営委員】：補足であるが、全園実施には 20年など長い期間がかかると思う。本年度と来年

度の駒込と藍染は決まっている。あとは時間をかけて退職者を見ながら実施していくことにな

る。 

【こひなた】：職員さんが定着しない理由について、それが外部委託の一番の理由とか、人材

確保が難しいのは時代の流れによるもの、とし、きちんと回答を得られなかったのが残念。委

託業者の職員の定着には、何かプロポーザルに含まれていたか？ 

【こひなた】：継続何年以上勤務している人のみを入れる、原則 3年くらい異動はさせない、

非常勤は文京区内の人にする、責任者と副責任者を同時に異動させることはないと提案書に記

載している業者はあった。 

退職になると話は別で継続年数を確認して極端に短くないことを確認し、採点に反映させてい

る。 

【駒込】：10月の説明会の内容は 8月と同じか？ 

【こひなた】：10月は、8月で説明済みのことは省き、9月に出した質問に対する詳細な回答

があった。また、質疑応答の時間が設けられた。 

【駒込】：園個別の追加説明会はこちらからせっつかないとなされないのか。そもそも必要か。 

【運営委員】：2月のあり方協議会で話があった。駒込保育園と藍染保育園は 7月に説明会を

行う予定である。個別で追加説明会はしてもらった方がよいと思う。 

【こひなた 会長】：区の幼児保育課は、2月のあり方協議会にて、説明会は予定されている

が追加質問を募集する機会はこちらからお願いしないとやらないと言っていた。こひなたの説

明会の内容と質問・回答は文京区の HPにアップされている。 

【青柳】：区のホームページ、父母連のメールだったり情報が色々なところに散らばっている

ので、今後のことを考えて父母連の HPにまとめてほしい。 

【運営委員】：父母連ＨＰに掲載する方針で検討を進めていきたい。区のホームページは掲載

期限があるので、それらのコピーを載せることも含めて検討したい。 

 

5 父母連アンケートの集計結果について 

【運営委員(アンケート担当)】 

A4の資料で問題点 3点 

①ワードとエクセルを利用した。ワードファイルの編集等の作業をお願いしたが、それらの説

明について、面前での実施は無く、メールでの説明のみとなり、その点は無理があった。 
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②回答が少ない園に個別に働きかける手段がなかった。全体メールでこの園が少ないとは言い

にくかった。来年は園ごとに連絡先を把握しておきたい。 

③集計：２名で実施。以前のようにアンケート用紙から読み取って手作業でデータ化する紙ベ

ースでの集計作業が無くなった分、負担は減ったものの、自由記入欄の整理は自動化できず手

間がかかる等やはり相応の負担があった。ＷＥＢ化に伴って減らしたアンケート係をボランテ

ィアとして改めて募集するとともに各園にアンケート担当を設置してもらうようにして、早期

に公表できるようにしたい。今回は例年と同じ時期の結果公表になってしまった。できれば２

月のあり方協議会の開催前に公表したい。 

●来年度のアンケート運営 

４月の定例会で、アンケート実施方法の説明を対面で実施したい。各園で１、２名、トラブル

があった時に窓口になる人を決め、連絡先を把握しておきたい。 

他、数名の方に集計担当をお願いしたい。立候補がなければ、現在役割の無い小規模園にお願

いできればと思う。また、各園毎のワード文書（１８ファイル）と QRコード作成はせず、周知

用に１枚のみ作成としたい。 

実施時期は 11月とし、１月中に集計結果を公表したい。 

【青柳】：趣旨に関して、2007年からの定点観測とあるが、もう少しアンケートをする目的・

メリットを膨らませてほしい。幼児保育課とのアンケートの何の違いがあるのか？内容が重複

している、などの意見が園内にあり、説明に窮する。回答率を挙げるためにも、動機づけにな

るような趣旨があるといい。来年以降、父母連としてどの点を改善していきたいのか、結果が

どう生かされるのか、今までの実績などを説明していくといいのではないか。実際、アンケー

トの回答結果は大変読み応えがあった。来年度、「ここを改善できるよう攻めていきたい」等、

戦略をどのように考えているのか、お聞かせください。 

【運営委員】：アンケートの目的は定点観測に集約されているが、例えば、毎年の同じ質問、

「子供に対する保育士の数は十分か？」に関しては、６、７年前に開始された、各園の園児の

定員柔軟化以降、単年毎に見るのでは分からないことが、継続して結果を見ることによって、

その傾向が把握できる。 

単年度毎では言えないが、継時的に見ていくことで分かることがある 

感染症発生時の対応・情報伝達に関する設問に対して、全体的な傾向は変わらないが、自由記

載で、保育園ごとに感染症に対する対応・情報伝達が違うことが分かったので、今後、統一化

について幼児保育課に話をしていきたい。 

おむつの持ち帰りについては、不衛生だという話は毎年出ていて、皆さんの関心がとても高く、

あり方協議会の事前質問の募集の際も、毎年必ず出ていることから、あり方協議会で取り上げ

たところ、おむつの持ち帰りについて、区は前向きに検討しているようである。 

父母連の活動実績がどうなのか、分かりにくいという意見があり、反省するべき点ではある。 

ただ、父母連は、常に何かしらの問題があり、その問題解決のために動いて、実績を出さなけ

ればいけないという団体ではなく、存在しているということに意義があり、何かあったら父母

連に意見を伝え、それを幼児保育課に掛け合い、話を聞ける、という環境があることに意義が

あると思う。最近の実績では、細かい話ではあるが、全ての保育園児への防災ヘルメットの配

布（以前は防災ずきんを個別に用意）を行っている。細かい情報発信というのは難しいとは思

うが、ただ、そういった活動成果を伝えていかないと団体自体ももたなくなってしまうのでは

ないかという懸念も個人的にはあると思っているので、やはり情報発信は必要だと思うし、努

力できることはしていきたいと思う。 

【運営委員】：補足であるが、今年度の Web化により集計作業が楽になったので、父母連に加

盟してない私立園にもアンケートの回答をお願いした。ここ数年は私立園が急増しているため、

逆に区立園が少数派になる可能性もある。私立園では父母会自体が無いところもあるので、そ

のような園も含めて状況を見れればと思い、Web化に合わせて実施した。今は過渡期で見えに
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くい部分があったり、定点観測の項目について問題があるかもしれないが、少しずつ改善して

いければと思う。 

 

６ 「保育園パパママトーク」について 

【運営委員】 

最初に、配付資料の訂正であるが、議事次第に記載された開催日時について、2016 年とあるが、

正しくは 2017年である。 

去年まで新規入園児の保護者を対象にしていたが、すでに保育園に入園している園児の保護者

も参加可能なイベントとした。 

ポスターを貼るように園ごとにお願いしているが見たことはあるか？（挙手。全体で半分程

度）。申し込みは盛況で、3月 3日時点で、定員 60名中 33組 55名の申込が入っている。キャ

ンセルが出ると思うので、最大で定員の 120％、72名までで申し込みを打ち切る予定でいる。

今回は、参加者のお子さんを、保育という形で預かるのではなく、「キッズスペース」で遊ん

でもらうことにしているので、子供の数も増えることが予想される。加盟園にも参加募集をか

けたところ、33組中 12組申込有り。現時点では在園児の保護者と新規入園児の保護者の割合

は、１：２となっている。パネルトークを前後半 50分で分けて行う予定で、6人の方にパネリ

ストをお願いしている。ご家庭でどのように育児などを工夫されているのか等、話をしてもら

う予定でいる。 

 

７ 総会議案書の作成について 

【運営委員】 

昨年までは担当園を決めて印刷・製本をしてもらっていたが、今年は運営委員でする予定であ

る。ここ数年、父母会で行った行事を各父母会に原稿を依頼して掲載していたが今年はなくし、

そのような話題は定例会で取り上げるなどして対応すれば足りるのではないかと考えている。

運営委員で作成、各園に配布するので届いたら内容を見てほしい。ページ数が大幅に減って、

総会議案書としては物足りないと感じると思うが、まずはそのような方法で進めてみて、改善

するべき点があったら修正していく。 

 

８ 2017年度の父母連の係、会費について 

【運営委員】（配付資料参照） 

今年度の係としては、あり方、父母連ニュース、イベント（パパママトーク）、議事録、会場

予約・会計監査とし、15年度に比べて係を減らしてスリム化した。各係について実際にやって

みた感想や改善点等の意見があればお願いしたい。 

【本駒込】：2月にあり方の保育を担当した。要望としては、泣く子供が多く、ティッシュを

使いたいと思ったがなかったので、箱ティッシュを予め用意しておいてもらうか、場合によっ

ては預ける際にタオルを持ってきてもらえるようにするとよかった。絵本の読み聞かせは、子

どもも集中して聞いていて、あってよかったので継続してほしい。また、担当した際は男性が

いて、おむつが取れた男の子のトイレ対応は安心できたので、保育担当には男女がいたほうが

よいと思う。 

【運営委員】：保育については、定例会の保育は無くしているので、あり方の保育についてと

いうことになるが、いただいた意見を参考にしていきたいと思う。特に意見がなければ、来年

度も、この係の割振りで進めていく。ただし、今年度はアンケート担当をなくし、Web化して

運営委員だけで行ったところ、運営委員の負担感が大きかった。各園でアンケート窓口担当を

置く方向で検討しているとのことであるが、アンケートの実施の際には、係を分担されていな

い小規模園にお手伝いに入っていただくなども考えていくことになるかもしれない。なお、来

年度の役員への連絡体制が出来上がるまでは、今の役員に連絡の窓口としてＭＬで連絡をする
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ことになるので、その際は新しい役員に引き継いでいただきたい。5月の総会以降は新メンバ

ーにＭＬで連絡していく予定である。年会費については、今年度から階層を分け、階層を園児

数で分けたが、園児の定員と実数にかい離があって、実数を幼児保育課に確認するという手間

があった。また、現行の会則にある 50人を基準とすると、実数の場合、時点によって超えたり

超えなかったりするので、基準とするなら 60人が妥当で、また、定員を基準にするのが、運営

しやすいのではないかと個人的には思っている。場合によっては会則の改正も必要かと思う。

また、会費についても、ここ数年、収支は黒字なので、そこについても考えていきたい。 

 

９ 父母会の入会手続に関する意見交換 

【運営委員】：ある加盟園から提案があった。今まで、父母会入会への辞退者があったか、あ

った場合、その時どういう対応をしたのか。入会にあたって、手続きがあるのかなど、各園の

意見をお聞きしたい。 

まずは、入会の意思確認をしている父母会はあれば挙手願います。（水道、ハッピーマムの 2

つの父母会のみ挙手）。 

【水道】：入会同意書は入園式後に入会案内状と共にフォールポケットへ配布。ポスト投函で

同意書のご提出をいただいている。会費 1,200円は各クラス保護者会で徴収。今年、初めて辞

退する人が出たので、父母会で話し合いを重ね、来年度の同意書は書き直して、「ご入園の皆

さまにご入会いただいております。」という文面に直した。今年の辞退者に関しては、IDカー

ド（配布やセキュリティー面での対応を全て父母会で実施）や、イベント（運動会の設営の手

伝いや父母の会主催のイベントの開催）について説明し、納得してもらえた。いつから同意書

をもらうようにしているかについては分からないが、水道保育園での父母の会は 2001年 10月

から発足したとのことであった。 

【運営委員】：ずっと昔からこの形で進めていたのか？ 

【水道】：いつから始めたかは具体的には聞いていない。今までに入会を拒否した方はいなか

ったと 10年程度前の会長にまで確認している。 

【ハッピーマム】：書面で確認しているが、辞退者が何名かいた。来年度からは確認せずに全

員入会にする。会費もないし、何か問題があった時の窓口として必要だからそれで問題ないと

思う。会費が発生してくると考え直さないといけないかもしれない。 

【運営委員】：父母会の会費はなしで運営しているということだが、父母連の会費は払ってい

ただくことになる。その場合、どう対応されるのか。 

【ハッピーマム】：今、検討中。手続きも面倒な部分もあり、まずは加入を前提として会費は

別と考えることもあるかもしれないので現在検討中である。 

【運営委員】：父母会としてイベントはあるか。 

【ハッピーマム】：父母会としてのイベントはない。今後は園の運営も良くなっているので保

護者が関わって園と協議して進めていきたい。 

【運営委員】：どこか入会に関して問題が生じたところはあったか？ 

【千石】：年会費が 3,000円で高すぎるといわれた。入会については全員加入だが、年会費の

支払いで渋られるケースがある。水道の会費は安い点、千石の 3,000円は高いのだろうか。 

【運営委員】：年会費について他に何か？ 

【こひなた】：3,000円で、先生に選んでいただいた絵本(1400円)を園児一人一人に年度末に

送っている。水道から転園してきた方は金額が高いことに驚いていたが、こひなたの伝統とし

て受け入れてくれた。 

【駒込】：年会費は 3,600円。退会を希望する者への対応としては、各園の父母会で個別に対

応を決めていいのか？例えば、運動会等の写真撮影の業者を父母会で手配しており、写真の申

込はさせない、とか、進級・卒園のお祝いプレゼントを実費で払ってもらう等。 
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【水道】：園から「一人だけしない」というのはダメといわれたので、父母会の運営はどのよ

うになるかを役員間で検討した結果、やはり辞退者が出ればほぼ運営はできなくなる、と結論

した。そこで新年度の会長とクラス役員が、入会を辞退したいという保護者に、ＩＤカードな

ど安全面のほか、父母会主催のイベント開催、運動会での設営手伝いや撮影手配等を行ってお

り、「父母会は、保護者も保育をバックアップしていく組織であること」を説明したら、同意

を得ることができた。 

【駒込】：ネットなどではボランティアの精神で一人だけ差別してはいけない、入会していな

い子にも同じ対応をとあるが法的にはどうなのか。どう対応するべきなのかが分からない。 

【こひなた】：回答にはならないが、父母の会は保育園でのトラブルの窓口になるという意味

もあると思う。父母会の発足にあたって、そういったトラブルがあってできた父母会なのか、

行事開催で園から頼まれてできた父母会なのか、それによっても色々違ってくると思う。 

【駒込】：入会のしおりもその点を強調して作成はしているが、伝わっているのかどうか分か

らない。父母連からも父母の会の存在意義をアピールしてもらえるとありがたい。 

【運営委員】：努力していきたい。 

【運営委員】：広報活動について、保護者会、入園説明会で説明している父母会はあるか、挙

手願いたい（半分くらいの父母会が挙手。） 

【運営委員】：何か活動内容を記載したものを配布している父母会はあるか？（３分の１くら

いの父母会が挙手。） 

【運営委員】：他に何かしている園はあるか？ 

【青柳】：これまで会則しか配っていなかったが、活動内容（青柳祭り参加、お祝い会のプレ

ゼント）を記載したものを作成・配布し、アピールしていこうと思っている。 

【駒込】：しおりの改正、業務のスリム化を図っていこうと思う。新しくしおりを配るのは、

伝統的に上に子供がいる人にお願いしているが、初めて父母会の存在を知らしめる方法は、他

の園ではどうしているか？ 

【運営委員】：兄弟姉妹がいる保護者にお願いしている父母会は？（ほとんど挙手はなく少

数） 

【こひなた】：4月 1日に配布物でお知らせして、兄弟のいる人が入園式の時に 5分位説明、

役員決めをしてもらっているが、兄弟枠で入ってくる人が減っているので難しくなると思う。

再来年以降は見直さないといけない現状である。 

【水道】：入園式後に父母会の入会案内状を同意書と共にウォールポケットに配布。その後、

４月後半に開催される（新入園者がほぼ参加する）全体保護者会のあと引き続いて父母の会総

会を開催している。そこで新旧の会長が挨拶し、父母会についての説明、前年度の会計報告や

活動報告、新年度の活動方針を報告している。 

【さしがや】：入園前に会費などを事前にお知らせできるといいのだが、接触できる機会がな

く、先生方にお願いできればと思っている。保育園側にお願いしている園があるか？ 

【運営委員】：去年くらいから、事前に入園前の方の名前を教えてもらえなくなったから難し

いかも。 

【運営委員】：個人情報管理等の問題から、園側はなかなかその辺の情報は教えてくれないと

思う。なにか要望があれば、あり方等で話をしてみてもよいのではないかと思う。 

 

10 2017年度の父母連運営委員の募集について 

【運営委員】 

立候補して下さる方がいれば熱烈歓迎する。 

運営委員は在園児の保護者であることが条件となっているで、次年度は２名減が決まっている。 

 

11 次回日程告知 
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 ■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 

※担当する父母会は 9:00に集合してください 

 ■第 41回父母連総会 

日時：2017年 5月 21日（日）10:00～12:00 

場所：男女平等センター研修室Ａ 

※会場設営にご協力いただける方は 9:45に集合してください。 

 
以 上 


