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第 43 回父母連総会 議事録  

 
日時：2019 年 5 月 19 日(日) 10:00～12:00  

場所：文京区民センター 会議室 2－A 

司会：運営委員     

記録：しおみ保育園 出席 16 園、欠席 1 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 ○   

 

 

今回の議題  

 

  

1.  父母連紹介 

2.  2018 年度 活動報告 

3.  2018 年度 会計報告 

4.  今年度運営委員の立候補 

5.  新運営委員の所信表明 

6.  父母連活動方針案 

7.  新年度運営委員の体制及び活動計画 

8.  LINE@導入の説明 

9.  新年度予算案 

10. 加盟園の担当係案 

11. 質疑・応答 

12. 次回連絡会／保育のあり方協議会の告知 

13. 各担当係に分かれての事務連絡等 

 

配布資料  

 

  

・第 43 回父母連総会議案書 
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話し合いの内容  

 

  

1. 父母連紹介 

  

総会議案書に沿って報告された。 

  

2. 2018 年度 活動報告 
  

・総会議案書に沿って報告された。 

・あり方協議会（2回）、定例会（3回）の実施のほか会議体（文京区子育て会議・基本構想推進区民協議 会）への

出席、アンケート、イベントを実施した。 

・先日行われた 2019 年度第 1回の文京区子育て会議では、文京区児童相談所（住所：文京区小石川 3－14）の新設

についてと、貧困対策(こども食堂の設置など)について意見交換していきたいとの報告があった。 

・基本構想推進区民協議会では、コミュニティバス B-ぐるの本数増加や新ルート (従来ルートの反対回り) の造

設、公園でのボール使用許可や町会への若い世代への参加の働きかけ等について話題に挙がっていると報告され

た。 

・アンケートを Web 化したが、回答数は用紙配布をしていた年度から大きな増加はなかった。自由回答が急増し

た。 

・イベント（パパママトーク）は例年参加者が少ないため、昨年度は教育に関するテーマに変えて開催した。アン

ケートで参加者の満足度は高かったが、参加者数が増えなかった事と運営委員の負担軽減等の理由から、今年度

のイベント開催は中止とした。 

 

  

3. 2018 年度 会計報告  
  

総会議案書に沿って報告された。 

  

    

4. 今年度運営委員の立候補  
  

 ・卒園した前年度の役員（磯部、山田、杉山、大島）からのコメントが前年度役員より発表された。 

・今年度からの運営委員に下記 3名より立候補があった。 

新任：原、岸、三瀬 

・前年度から継続の下記 3名と合わせ、今年度は計 6名にて活動する事となった。 

継続；川上、佐々木、隈丸 

   

 

5. 新運営委員の所信表明  
 

上記 6名より自己紹介と所信表明がなされた。会場の拍手にて今年度の運営委員就任が承認された。 

 

 

6. 父母連活動方針案  
 

・総会議案書に沿って提案され、会場の拍手にて承認された。 

・会費（会則 9条）の変更提案が承認された。昨年度までの額にて黒字が出ているため、「団体会員（父母の会）」の

会費を半額に変更した。 

所属保育園の園児定員；1-60 名 年額 2000 円→1000 円 
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所属保育園の園児定員；61-100 名 年額 4000 円→2000 円 

所属保育園の園児定員；101 名以上 年額 6000 円→3000 円 

7. 新年度運営委員の体制及び活動計画  

         

・総会議案書に沿って報告、承認された。 

 

会長；川上 

父母連総会、連絡会；原、三瀬 

保育のありかた協議会；隈丸 

会計；川上 

LINE@／名簿管理／Facebook；佐々木 

Web 担当；岸 

アンケート；岸、原 

区の委員階の推薦委員； 

文京区基本構想推進区民協議会；川上 

文京区子ども・子育て会議；隈丸 

緑の基本計画改定協議会；川上 

図書館改修等に伴う機能向上検討委員会；原 

 

  

8.  LINE@導入の説明 
 

・メーリングリストのアドレス管理は運営委員の負担が大きいため、今年度は LINE@を導入する事となった。 

各園必ず 1名は登録をお願いする。 

 

LINE@への登録手順；父母連 担当園 LINE@ URL http://line.me/ti/p/%40cht9592f から登録。 

必ず以下をメッセージ送信していただく。 

・所属保育園 

・フルネーム 

・父母連 担当園 LINE@は運営委員との 1:1 トークで、運営委員以外のメンバーから個人の LINE や 1:1 トークの内容

が見られる事はない旨、説明があった。 

  

・父母連 Facebook ページも新設したため、積極的にフォローしていただきたい。 

文京区父母連 - 文京区認可保育園父母の会連絡会  @bunkyo.fuboren 

 

 

  

9. 新年度予算案  
 

総会議案書に沿って報告、承認された。 

2019 年度に実際に徴収する金額は昨年度の返還金を差し引いて、下記の通り。各園には 9月 8日(日)の連絡会・

保育のあり方協議会での徴収となる旨お知らせがあった。次回参加者にも、徴収する旨を周知していただく。 

 

年会費 1,000 円－返還金 200 円＝800 円；どんぐり、本駒込西 

年会費 2,000 円－返還金 200 円＝1,800 円；藍染、青柳、こひなた、駒込、本郷、本駒込、目白台 

年会費 3,000 円－返還金 200 円＝2,800 円；さしがや、しおみ、水道、千石、千石西、久堅、本駒込南、向丘 
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10. 加盟園の担当係案  
 

・今年度は事前アンケートで希望聴取せず、総会当日に決定となった。担当園は 17 園中 9園。各係の立候補を募

り、 

希望園が複数の場合はじゃんけんにて決定。立候補がない係はくじにて決定した。 

 

2019 年度の担当係 

保育のあり方協議会／連絡会の保育：9/8 向丘 2/2 さしがや 

保育のあり方協議会／連絡会の議事録：9/8 藍染 2/2 青柳 

保育のあり方協議会／連絡会の受付／アンケート集計：9/8 駒込 2/2 水道 

2020 年度の総会議事録：こひなた 

会計監査/会場予約：本郷 

アンケート補佐：久堅 

 

 

11.  質疑・応答  
  

・質問者（千石）： 

来年度からお祝い会と卒園式が分離開催、卒園式は平日開催となる旨が決定事項として園長から通知された。保護

者の間で同じ日に開催しないで欲しいという案が出た。他の園の情報が知りたい。 

・運営委員回答(川上)： 

昨年度の第 2回あり方協議会では「幼保一体化の改革により、別日での開催も可能。園によって希望を聞いて開催

方法を決定する」方針となった。分離開催が区の方針なのか、各園長の意向で決定された事項であるか明確ではな

いため、園や区に確認のうえ報告する。 

 

12. 次回の連絡会／保育のあり方協議会の告知  
  

日時： 9 月 8日(日) 10:00-12:00  

         10:00-10:30 連絡会、10:30-12:00 保育のあり方協議会 

 

場所： 文京シビックセンター4F  

  

2020 年 2 月 2日(日)開催の第 2回も開催時間、場所は同じとなる旨のお知らせがあった。 

 

 

13. 各担当係に分かれての事務連絡等 
 

会場内で各係に分かれて仕事の詳細説明が実施された。係の担当となった園は本日参加していない役員にも周知し

ていただく。 

 

 

以 上  


