
第4３回
文京区認可保育園父母の会連絡会

総会議案書

1. 父母連紹介（5分） ・・・・・・・・・・・・昨年度会長

2. 昨年度活動報告（15分）・・・・昨年度運営委員、各担当

3. 昨年度会計報告（5分） ・・・・・・・・昨年度会計担当

4. 今年度運営委員の立候補（5分） ・・・・・・・・・全体

5. 新運営委員の所信表明（10分）・・・・・新年度運営委員

6. 父母連活動方針案（5分） ・・・・・・・・・新年度会長

7. 新年度運営委員の体制および活動計画（5分） 新年度会長

8. LINE＠導入の説明（5分）・・・・・・・・・・Web担当

9. 新年度予算案（10分） ・・・・・・・・新年度会計担当

10. 加盟園の担当係案（10分）・・・・・・・新年度運営委員

11. 質疑・応答（10分）・・・・・・・・・・・・・・・全体

12. 次回定例会告知（2分） ・・・・・・・・・・新年度会長

13. 各担当係に分かれての事務連絡等（30分）・・・・・全体
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日時：2019年 5月 19日（日）10:00~12:00

場所：文京区民センター 2-A

議事次第：



1. 父母連紹介 - 概要

◼ 父母連とは

• 文京区認可保育園父母の会連絡会（通称：父母連）は、文京区内の認可保育園（※）の父母

の会が集まって組織している連絡会です。

• 各加盟園との情報交換・意見交換を通じて、文京区など関係者に働きかけ保育の質を維持・

向上させること、文京区の子育て支援施策を充実させることを目指して活動しています。

• また、有事の際や慢性的な課題について、個人単位ではなく、父母会・父母連といった組織

で文京区に働きかけることで、建設的な議論や打開策を見出していく役割も担っています。

◼ 父母連の活動内容

⚫ 文京区保育のあり方協議会の開催

年2回、文京区子ども家庭部（＝保育園の所管部）の部長、幼児保育課の課長および係長、

保育園の園長先生、その他担当者等に参加いただき、保護者と行政側の話し合いの場と

して開催

⚫ 総会・定例会の開催

各加盟園同士の情報交換、あり方協議会への議題確認などを目的に、年1回の総会、年3

回の定例会を開催（＊2019年度は回数を見直し予定）

⚫ アンケートの実施

毎年1回、園や文京区には直接伝えにくい保護者の意見・要望・悩みを吸い上げ、また、

保育園における保育の質の変化をモニタリングすることを目的とし実施。アンケートの

結果は幼児保育課に共有し、行政側に保護者の声を届けている。

⚫ イベント開催

昨年度は、3月に「保育園パパママトーク 〜子供の個性に寄り添う ０歳から就学・進学

まで〜」を開催（＊2019年度はイベント休止予定）

⚫ 父母連ホームページの管理運営

「保育のあり方協議会」「総会・定例会」の議事録や、アンケート結果などを掲示

★この他にも、子育て支援に関する区の各種計画の策定にあたって、区の要請により推
薦委員を派遣し、保育園保護者の意見を行政に届けています。

昨年度は、「子ども子育て会議」および「基本構想推進区民協議会」に推薦委員を派遣
しました。また、2019年度は、「緑の基本計画改定協議会」と「図書館改修等に伴う機
能向上検討委員会」からも委員推薦の依頼があり、委員の派遣を行う予定です。
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※ 2018年度の加盟園（五十音順）
区立：藍染、青柳、こひなた、駒込、さしがや、しおみ、水道、千石、千石西、久堅、

本郷、本駒込、本駒込南、本駒込西、向丘、目白台
私立：どんぐり 全１７園

はじめに
2018
年度

2019
年度

父母連ホームページ

http://fuboren.cocolog-nifty.com/blog/



1. 父母連紹介 - 運営委員の業務内容1

◼ 運営委員の業務内容

3はじめに
2018
年度

2019
年度

⚫ 会長

• 全体の進捗管理、幼児保育課の窓口

• 年間予定の作成と把握

• 推薦委員（子ども子育て会議、基本構想推進区民協議会等）の書類記入・郵送（年1回）

• 議員やメディアなどの対応（問い合わせがあった場合）

⚫ 保育のあり方協議会担当

• 年度初めに幼児保育課を訪問する際に、当該年度の開催予定を伝え、会場の予約を依頼

• 総会議、加盟園に対し、取り上げて欲しい議題案の募集

• 挙がってきた議題案をまとめ、あり方協議会に適した質問に変換

• 運営委員内でグループウェアを用いて共有し、必要に応じて修正。幼児保育課に送付

• 幼児保育課と面談し回答案を確認

• メーリングリストおよびホームページで告知（HP掲載はweb担当に依頼）

• ポスター作成（前年のものを流用、日付や議題を更新する）

• 担当園（各回３園）に事前準備、当日の役割、事後の対応についてメールで連絡

• 当日の司会進行

• 議事録を確認後、幼児保育課にメールにて確認依頼

• 議事録が最終化されたら、ホームページに掲載（HP掲載はweb担当に依頼）

★全体として、幼児保育課の面談2回（こちらの都合の良い日に設定可）・協議会当日以外は、

すべて電子的な作業。メール文案およびポスターのテンプレートはあるため、流用可能。

⚫ 連絡会・総会担当

• 連絡会の議題案を運営委員に提案

• 議題決定後、議事次第の作成（および印刷）

• 担当園に依頼内容を連絡

• 当日の受付準備および保育の見回り

• 文具類、保育キットの保管（※男女平等センターのロッカーに保管）

• 2020年度総会（5月）に向け、総会議案書案を運営委員に提案、最終化。

• 担当園が作成した総会議事録案を確認後、加盟園および運営委員に回覧、最終化

★細々とした対応が必要にはなるが、作業時間としての負荷は少なめ。総会・定例会等の現場

では主に裏方の役割を担うこととなるので、決められた日程にきちんと出席できる方に。

⚫ 会計

• 会費管理、領収書の発行

• 会場費、印刷代、交通費などの支出の管理および支払い

• 会場係担当園との監査日程調整

• 会計報告の作成、次年度予算案の作成、必要に応じて、会費の返金

★上記と同じく細々とした作業が必要ではあるが、決められた日程でできる方に。

会費集金の回は出席できるとよい。（領収書発行、通帳への入金等あるため）



1. 父母連紹介 - 運営委員の業務内容2
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⚫ Web管理

• （随時）ホームページへ掲載依頼があった場合の掲載作業

• （随時）ホームページ、クラウドの管理、整備

★基本的に自宅でできる作業。PC操作が苦にならない方であればOK（専門的ではない）。

⚫ LINE＠・名簿管理・フェイスブック管理

• 連絡事項をLINE＠で発信

• 各園からLINE@で問い合わせがあった際の対応

• 加盟園の名簿管理

★年度初めは連絡回数が増えるので、細々と連絡が取れる方に。

⚫ アンケート

• アンケートの設問（その年度特有の2～3問）の提案

• アンケート回答サイトの準備、検証（現在はGoogle Formsを利用）

• アンケート告知（文面検討・連絡）

• アンケートリマインド

• 担当園サポートを得ながらの集計作業（個人情報が含まれている場合は適宜修正）

• 結果をホームページに掲載および幼児保育課に送付

★基本的に自宅でできる作業。PC操作が苦にならない方であればOK（専門的ではない）。

自由記述のチェックは週末2回程度。数値集計は、700件×22問くらいのデータを扱う。

エクセルの基本的な関数を使い、最後はグラフの微修正をする必要があるので、エクセル好き

ならおもしろい。

はじめに
2018
年度

2019
年度



1. 父母連紹介 - 会則（案）
◼ 文京区認可保育園父母の会連絡会 会則

1. 名称
この会は、文京区認可保育園父母の会連絡会と称します。

2. 事務局
事務局は会長宅に置きます。

3. 目的
(1) 文京区の保育園の子どもたちの健やかな成長のために、保育内容および保育行政の向上を目指します。

(2) 各園、各保護者による保育向上のための活動に役立つよう、情報交換や交流の場を設けます。

(3) 保育に関わる団体等と情報交換を行い、保育のあり方を考えていきます。

(4) 文京区の保育の充実・向上を通じて男女平等参画社会の推進に努力します。

4. 会員
この会は、以下の会員により構成されます。

(1) 団体会員：文京区の認可保育園父母の会（保護者会）は団体会員になることができます。

(2) 個人会員：文京区認可保育園に子どもを預ける保護者は個人会員になることができます。

(3) 賛助会員：この会の主旨と目的に賛同する個人は賛助会員になることができます。

5. 会計
会計年度は4月1日から3月31日と定めます。

但し、例年5月〜6月に行われる定期総会開催準備のための出費等については、前年度会計が支出事務を行い、

該当年度会計に引き継ぎます。

6. 総会
総会は年一回、5月もしくは6月に開催し、次のことを決めます。

(1) 活動方針 (2) 運営委員 (3) 予算

また、決議が必要な場合は、団体会員総数の過半数で決めるものとします。

7. 運営委員会
運営委員会は必要に応じて開かれます。また、決議が必要な場合は、運営委員の過半数できめるものとします。

8. 運営委員・会長
(1) 運営委員

• 運営委員は、団体会員の所属者又は個人会員から、団体会員の過半の賛成により選出します。

• 定員は6人を原則とし、状況に応じて増減します。

• 各運営委員の担当事項は、運営委員間の協議で決定します。

• 運営委員の任期は次の総会までとします。但し再任を妨げません。

(2) 会長

• 会長1名を運営委員の中から運営委員の互選により選出します。

• 任期は運営委員としての任期と同じとします。

9. 会費
団体会員（父母の会）

所属保育園の園児定員：1〜60名 年額２，０００円

所属保育園の園児定員：61〜100名 年額４，０００円

所属保育園の園児定員：101名以上 年額６，０００円

※新規加盟園への特別措置として、初年度の年会費は無料とする。ただし、次年度には予算に組み込まれる

ことを前提とする。なお、単年度収支が黒字の場合、領収した各会員の会費額に応じて案分した額（100円

未満の端数切捨て）を返金するものとする。また、返金は次年度の年会費と相殺する方法によるものとし、

退会する場合は返金しない。

個人・賛助会員 年額５００円

※新規会員への特別措置として、初年度の年会費は無料とする。ただし、次年度には予算に組み込まれるこ

とを前提とする。なお、単年度収支が黒字の場合であっても返金はしない。

10. 会則の改定
会則の改定については、団体会員総数の3分の2以上の決議によるものとします。

11. 付則
この会則は、昭和52年2月12日に制定されました。
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昭和54年(1979)6月23日改定

昭和63年(1988)6月11日改定

平成 9年(1997)5月31日改定

平成14年(2002)5月19日改定

平成15年(2003)5月18日改定

はじめに
2018
年度

2019
年度

▷2019年度変更提案あり
年額１，０００円

年額２，０００円
年額３，０００円

平成16年(2004)5月23日改定

平成25年(2013)5月12日改定

平成26年(2014)7月 6日改定

平成27年(2015)5月 17日改定

平成29年(2017)5月 21日改定



2. 昨年度活動報告 – 主な活動と分担

◼ 2018年度の主な活動
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役 割 担当者 担当園 依頼事項

会 長 川上 なし なし

副会長 大島 なし なし

あり方協議会 隈丸
しおみ、水道、千石西、
本駒込、本駒込南、向丘

会場設営、保育、議事録作成
アンケートの作成、集計

定例会/総会 杉山 藍染、駒込、さしがや、千石 総会・定例会での議事録作成

会計 川上 本郷 会場予約、会計監査

メーリングリスト
/名簿管理

杉山
大島

なし なし

アンケートおよび
Web担当

山田
大島

集計ボランティア 自由記述欄の確認
（個人情報が含まれていないかチェック）

イベント開催
大島

佐々木
青柳、こひなた、目白台

会場設営、保育、議事録作成
アンケートの作成、印刷、集計

父母連ニュース/
総会議案書

磯部 久堅 ニュースの校正、印刷

推
薦
委
員

文京区基本構想
推進区民協議会

川上 なし なし

文京区子ども・
子育て会議

隈丸 なし なし

はじめに
2018
年度

2019
年度

◼ 運営委員の役割分担および担当者

月 日 主 な 活 動

4 22 会計監査

5 20 第42回父母連総会

6 14 成澤区長訪問

14 文京区幼児保育課訪問（挨拶・意見交換）

26 子ども・子育て会議（勉強会）に推薦委員が出席

7 1 第１回父母連定例会

25 子ども・子育て会議（第１回）に推薦委員が出席

23 子ども・子育て会議（第２回）に推薦委員が出席

9 9 文京区保育のあり方協議会（第１回）開催

月 日 主 な 活 動

10 5 基本構想推進区民協議会（第１回）に推薦委員が出席

11 基本構想推進区民協議会（第２回）に推薦委員が出席

12 基本構想推進区民協議会（第３回）に推薦委員が出席

18 基本構想推進区民協議会（第４回）に推薦委員が出席

11 25 第２回父母連定例会開催

1 22 子ども・子育て会議（第３回）に推薦委員が出席

2 2 文京区保育のあり方協議会（第２回）開催

3 3 第３回父母連定例会開催

17 イベント「保育園パパママトーク」開催

19 子ども・子育て会議（第4回）に推薦委員が出席



2. 昨年度活動報告 - あり方協議会 1 
◼ 保育のあり方協議会

⚫ 「文京区保育のあり方協議会」とは

「文京区における保育のあり方について幅広く検討し、保育内容の改善・充実に資する」ことを目的

に、公開で文京区の行政と保育関係者と保護者とで協議をする場として設けています。父母連が事務

局をつとめ、平成13年度から毎年開催しています。文京区の保育にご興味のある方はどなたでもご参

加いただけます。

⚫ 2018年度開催概要

昨年度と同様、9月と2月の年２回の開催としました。取り扱う話題は、父母連加盟園の各父母の会か

らメーリングリストや定例会で募集するとともに、前年度の父母連アンケート自由記載欄からもピッ

クアップしました。今年度取り扱う話題をすべてまとめて文書にした上で、協議会への参加者や区の

予算編成の時期などを考慮して9月と2月に振り分けました。

開催前月の８月および1月に、運営委員が幼児保育課を訪問し、幼児保育課長・係長と面談し、幼児

保育課からの文書回答の内容についてより詳細な情報提供を依頼するなど、直接のやりとりで前向き

に議論させていただきました。保育課からの事前回答は、協議会開催前にメーリングリストで公開し

ました。

⚫ 第1回開催報告
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第1回 2018年9月9日（日）10:00～

文京区からの参加者 文京区子ども家庭部

幼児保育課：横山尚人 課長

幼児保育係：伏屋明子 係長

子ども施設担当課：中川景司 課長

話題

1. 保育園定員・待機児童

2. 保育士配置

3. 延長保育の定員・選考

4. 幼稚園入園・預かり保育の選考

5. 新設園の増設方針

6. 保活者への情報提供

7. 保育料無償化の影響

8. 病児・病後児保育の拡充

9. 給食の調理委託

10. 職員や園の評価システム

11. 安全対策におけるフルキャストの活用

12. 毛布のクリーニング

13. その他

内容

延長保育に待機が出ている園に対しては、常態化するようなら枠変更も

検討。保活者のために認証保育園に関する情報も区から積極的に提供で

きる体制を調整中。保育園に対する評価に関して、区立保育園では、毎

年保護に「保育園に関する利用者アンケート」を実施しているが、現在

はこれを園長が開封している。開封はせめて区で、あるいはデジタル化

する方向や第３者評価導入も検討するとのこと。毛布のクリーニングは、

全園で行えるよう、予算を調整する

はじめに
2018
年度
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2. 昨年度活動報告 - あり方協議会 2

⚫ 参加者アンケート結果：例年通り複数回の開催が望ましいとの回答を多く頂きました。
また、協議会の存在を知らなかった、周知が足りないとの意見も見られました。
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第2回 2019年2月3日（日）10:00～

文京区からの参加

者

文京区子ども家庭部

加藤裕一 部長

幼児保育課：横山尚人 課長

幼児保育係：伏屋明子係長

文京区立青柳保育園：澤森美貴 園長

文京区立本郷保育園：山本裕美 園長

文京区立大塚保育園：瀧澤真美 園長

文京区立本駒込保育園：長島千絵 園長

話題

1. 平成31年度4月入所希望の申込状況

2. 今年度の計画と進捗及び来年度以降の保育サービス量

(園児定員、新設園など)

1. 保育士の一日の勤務体制・具体例

2. 園庭がない保育園の対応

3. 園生活全般

4. お祝い会と卒園式

5. 園のセキュリティ

6. リフレッシュ保育の導入

7. 要配慮児童の対応

8. 食物アレルギー対応

9. 園長先生交代時の引継ぎ

10. 電子化・オンライン化

内容

H31年度は、文京区史上過去最高の新規開設園、900人以上の定員

増が報告された。待機児童はやや減った一方で、希望には偏りがあ

るため、必ずしも希望の園に入れていない人もまだ多い。また、園

庭がない保育園が増えているので、区立園の庭やプールの共有など

をより積極的に検討するとのこと。お祝い会と卒園式は、今後は希

望によっては同日開催しないこともあり得るかもしれないとのこと。

写真のオンライン化は進んでおり、今後は園台帳等にも拡張したい

が、達成時期などは未定。

⚫ 第2回開催報告

はじめに
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2. 昨年度活動報告 – 定例会
■ 主な議題

【第１回（2018/7/1）】

1. 区長訪問に関する報告

2. 本年度定例会で扱う議題・意見・要望について

3. あり方協議会で扱う議題・意見・要望について

4. 父母連運営委員の父母会役員免除ルールの有無について

5. 各園における夏の行事の実施状況について(アンケート実施結果報告)

【第２回（2018/11/25）】

1. 第1回あり方協議会の報告および第2回あり方協議会の追加議題について

2. 定例会アンケート（個人情報の取り扱い／父母会ニュース）の実施結果について

3. 父母連アンケートの実施状況について

4. 文京区基本構想推進区民協議会、文京区子ども・子育て会議に関する報告

【第３回（2019/3/3）】

1. 第2回保育のあり方協議会の報告

2. 父母連アンケートの集計結果について

3. 「保育園パパママトーク」の企画・準備について

4. 2019年度の父母連の係、会費について

5. 2019年度の父母連運営委員の募集について

■ 開催報告

• 第1・3回は男女平等センター、第2回はシビックセンター区民会議室にて開催され、多

くの加盟園に参加いただきました。

• ありかた協議会の議題募集および実施内容の報告を行いました。また、父母連運営委員

が推薦委員として参加している2会議「文京区子ども・子育て会議」「基本構想推進区

民協議会」における協議内容の共有を図りました。

• 父母連運営委員へのリクルーティング活動を推し進める目的で昨年度に加盟園父母の会

へ依頼した「父母連運営委員の父母会役員免除ルール」の適用（父母連運営委員を 2 年

務めた保護者は、すべての在園児について父母の会役員が免除される）について、検討

結果を伺いました。7園がルール適用済み、8園が検討中もしくは今後検討予定、2園が

事情により適用は難しいとのご報告でした。

• 加盟園からの質問・意見をもとに、活発な情報交換が行われました。

主なトピック：

⮚ 夏の行事の実施状況（主催、保護者参加の有無、開催日程等）

⮚ 個人情報の取り扱い（クラス名簿の有無、配布方法、配布範囲等）

⮚ キャッシュレス化への対応方法（集金方法、父母会口座の有無等）

⮚ 毛布のクリーニングについて→第1回あり方協議会の議題へ反映。区より対応す

るとの回答を得ました。

• 第3回定例会では、運営委員募集の議題をきっかけとして、父母連の今後の活動のあり

方（業務効率化の方法等）について様々な意見をいただきました。

• 各回の詳細については、父母連ホームページより議事録をご覧ください。

杉山
9
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2. 昨年度活動報告 – 文京区子ども子育て会議

◼ 推薦委員派遣：文京区子ども子育て会議

⚫ 子ども子育て会議とは？
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、平成24年8月に
「子ども・子育て支援法」などの子ども・子育て関連3法が制定されました。これらの法律に基づ
き、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始され、幼児期の学校教育や保育などの
量の拡充や質の向上が図られています。「子ども・子育て支援新制度」では、次のような取組み
が進められています。

• 保育の場を増やし、待機児童の解消を目指します。
• 質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供します。
• 地域の子育て支援の充実を図ります。

「子ども・子育て支援法」では、区市町村は、条例の定めるところにより「子ども・子育て支援
事業計画」の策定などを審議するため、子どもの保護者や子育て支援に係る関係者により構成し
た「子ども・子育て会議」を設置することが努力義務となっています。文京区では、「文京区子
ども・子育て会議条例」が制定され、平成25年8月に「文京区子ども・子育て会議」が設置されま
した。（出典：文京区ホームページ）

⚫ 今年度の開催主旨
平成27年3月に策定された「子育て支援計画（次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業
計画）」にて、平成31年度までの5年間の子育て支援計画が示されました。しかし文京区の保育の
ニーズ量推計は難しく、なかなか5年前の予想が当たらないので、この計画を、毎年微調整しつつ
子育て政策を行っています。今年度は、平成31年度の保育必要量（保育園の数や定員など）の修
正内容に対して、そして、令和2年以降の子育て支援計画を立てるためのニーズ調査の作成と実行
の方法に対して、父母連推薦委員として出席し、保育園保護者として意見を述べました。

◼ 平成30年度の会議の要点
• 未就学児の人口推計の難しさ：出生数および0歳人口の推計方法は、推定値と実数の間に大きな剥離が

あったため、前年度の実数に基づき算出する方法に変更されました。その結果、H31年度の保育のニーズ
量も再算定されました。しかし前年度増えた出生数や未就学児人口に基づき提供量を増やして計画したと
ころ、今年度はニーズ量よりも（年齢によっては）やや提供の方が多い事態が生じ、それに対してどう対
応するかを話し合いました。

• ニーズ調査の作成と施行：令和2年度から5年間の子育て計画を作成するために、どのようなアンケート調
査を行えば適切にニーズ量が把握できるかを調査し、アンケート作成を行いました。アンケート調査を10
月に実施し、1月にその結果を踏まえ、今後の子ども子育て支援政策にどのように活かすかを検討しまし
た。

◼ 来年度
令和2年度から実施する5か年の子ども子育て計画の作成が始まるので、それに対して保育園保護者として
意見を述べる予定です。

◼ ＜参考＞子ども子育て会議資料：
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/kosodatekaigi.html

隈丸
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2. 昨年度活動報告 - 基本構想推進区民協議会

◼ 推薦委員派遣：文京区基本構想推進区民協議会

⚫ 文京区基本構想推進区民協議会とは？

基本構想とは地方自治体が事務処理を進めるために最も基本とする計画のことで、地方

自治法第2条第4項で「事務を処理するにあたっては、議会の議決を経てその地域におけ

る総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うよう

にしなければならない」とされています。現在実施されている基本構想は、平成22年に

策定された「文京区基本構想 歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役のまち「文の

京」」というもので、それに基づいて3年ごとに基本構想実施計画が策定され、実施され

ています。この基本構想実施計画の策定および進行管理を行う協議会が基本構想推進区

民協議会で、学識経験者および区民委員で構成され、父母連からも推薦委員を出してい

ます。実施計画上の中項目（「子育て支援」〜「防犯・安全対策」の１９項目）を対象

に、当該項目に係る施策が計画通りに進行しているかを、実施計画に掲げる「今後３ヵ

年の方向性の実現度を測るための指標」の達成度を評価することにより、進行管理をし

ています。

● 今年度の会議記録

⚫ 担当より

私は、今年度初めて委員として出席させてただきました。区が行っている多くの事業を

知ることができ、大変勉強になりました。任期が２年ということで、今年度も会議に参

加させていただきます。区が掲げる具体的な数値目標が実現可能な数値なのか、その目

標に向け、実際にどのような対策がなされているのか、また、数値達成できなかった部

分については、その原因は何だったのか、についての議論がなされます。父母連の代表

として参加しますので、個人の意見にならいよう、広く、みなさまからもご意見を吸い

上げ、発言していきたいと思います。 川上
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開催日時 内 容、実現度表評価項目

第１回
平成30年10月 5日（金）

18:30〜20:30

区長挨拶、委員自己紹介、委嘱状授与、区民協議会の概要

第２回
平成30年10月11日（木）

18:30〜21:00
＜子育て・教育＞
子育て支援、教育、青少年の健全育成

第３回
平成30年10月12日（金）

18:30〜21:00

＜福祉・健康＞
高齢者福祉、障害者福祉、生活福祉、健康づくり、生活衛生環境
＜まちづくり・環境＞
住環境、環境保護、災害対策、防犯・安全対策

第４回
平成30年10月18日（木）

18:30〜21:00

＜コミュニティ・産業・文化＞
地域コミュニティ、産業振興、生涯学習、文化振興、観光
スポーツ振興、交流

基本構想 概ね１０年を計画期間とし、各分野の取組方針を規定

Action（見直し）

点検・評価の結果に基づく、具体的な
見直し

Plan（計画）

実施計画（３年間）を中心とした具体
的な計画

Check（点検・評価）

具体的な事業の点検・評価・公表

Do（実施）
計画事業を中心とした事業の実施

＜基本構想を実現するためのＰＤＣＡサイクル＞



2. 昨年度活動報告 – 父母連アンケート

■ アンケート概要

父母連アンケートは2008年から年1回、父母連加盟園を対象に実施しており、今回で11

回目となりました。園や文京区には直接伝えにくい保護者の意見・要望・悩みを拾い上

げること、また定例設問で経年比較を行って保育園における保育の質の変化を モニタリ

ングすることを目的としています。アンケートの結果は父母連HPで公開、また幼児保育

課に提出し、行政側に保護者の声を届けています。お忙しい中、アンケートにご回答い

ただきました保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

今年度はアンケート実施のWeb化３回目でした。Web化により各園にお願いしていた印

刷、回収、集計といった業務を削減することができました。昨年は集計ボランティアを

募りましたが、2018年度は、各園にお願いする係りのひとつとして、結果のチェック

（グラフ、自由記述内の個人情報削除のチェック）にご協力をいただきました。

※幼児保育課が実施するアンケートもありますが、先行して実施する父母連アンケート

の設問を幼児保育課に共有することで、両アンケートで同じ設問がないよう調整してい

ます。

■ 実施方法

１０月より加盟園17園の父母連担当の方に、各園での周知をお願いしました。父母連運

営委員と幼児保育課の業務軽減のため、非加盟園用アンケートのポスターの作成は中止

しました。アンケートサイトも非加盟園用に別途用意することはせず、加盟園用と共通

としました。

アンケート結果は、各園ごとおよび全体で集計し、経年比較も実施しました。

■ 回答率

1469世帯に案内を出し、627件の回答がありました（回答率約43％）。

回収率は昨年度より下がりました（昨年度48％ ）。

非加盟園は１４件から１件減りました。
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2. 昨年度活動報告 – 父母連アンケート結果

給食について

2017年度より2園で保育園給食の民間委託が始まりました。さらに、2018年度より0歳児園での委託が

開始されました。そこで今年の動向に注目していたのですが、評価は高くなりました。また、【問７】

給食における食材の選定や安全性について、十分対応されていると思いますか？ についても、「十分

されている」が 42% ⇒ 49％に上昇しました。

通園状況について

２年前から「待機児童」が10%⇒5%⇒４％と引き続き減少しました。その一方で、「別の認可

園に通っている」は高い水準のままです。「その他」との回答も去年の１０％から１７％へ増加し

ました。詳しいことをきく設問はありませんので、上昇要因は不明です。

詳しくは、父母連HPで公開しています

13
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2. 昨年度活動報告 – 父母連イベント

■ 父母連イベント：保育園パパママトーク

1.イベント概要

【日 時】平成3１年3月1７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

【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

【担 当】企画運営：佐々木・大島

受付：目白台保育園、保育：こひなた保育園、議事録：本駒込保育園

2.目的

• 文京区の保育環境全体の向上と、より広範な父母連の広報

• 文京区の保育園家庭間の有用な情報共有（「子供の個性に寄り添った親子関係」「保育園生
活の充実」）

3.内容

• ＜前半＞教育業界に長年携わる現役保育園保護者による講演

• ＜後半＞教育業界に携わる現役保育園保護者２名と父母連運営委員１名によるパネルトーク

• 主なテーマ「子供の個性に沿った親子関係の構築」

「保育園家庭の子供と過ごす時間のやりくり」

4.開催報告

• 参加者：10世帯、13名（昨年比-５世帯、-7名）

• 参加者アンケート（抜粋）

⮚ どの程度参考になったか？

①大変参考になった:講演75.0％（昨年:70.6%） ②まあ参考になった: 25.0 % （昨年: 
23.5 %）
③あまり参考にならなかった: 0 %(昨年: 5.9 ％) ④参考にならなかった:０% （昨年: 
0％）

⮚ 参加してみての満足度は？

①満足: 62.5％（昨年: 70.6%） ②やや満足:25.0％（昨年29.4%）

③どちらともいえない:12.5% （昨年0 %） ④やや不満:０% （昨年0 %）

⮚ 今後もイベントを続けるべき？

①続きるべき:87.5％（昨年：94.１%） ②どちらともいえない: 12.5% （昨年
0 %）

③続ける必要はない:０% （昨年0 %） ④よくわからない:0% （昨年5.9 %）

⮚ 自由記述

•「周りの保育園の親に聞きづらいことも聞けて良かった。」

•「子供と一緒にいる時間が短い中で、習い事や受験までさせた方が良いのか気になって
いたが、色々な家庭の例を聞けて良かった」

•「お話を聞いて、今を大切に、楽しみをもって育児していきたいと思いました。」

•「既に保育園へ通っている父母向けの内容が中心だった所は期待と違ったが、近い将来
に体験する場面なので参考にします。」

5.担当より

・参加者数は引き続き前年比減とはなりましたが、内容の参考度は「大変参考になった」
との回答が前年より増加した結果となりました。 継続した方が良いとの回答も多くありま
したが、年々参加者数は減少しており、2019年度父母連運営委員の人数減から業務削減
の為、休止する事に致しました。今回参加した保護者様からは良い場であったというお声
も多く、意義のあるイベントにすることができた事に感謝いたします。ご協力いただいた
関係者皆様、誠にありがとうございました。

大島・佐々木

14はじめに
2018
年度

2019
年度



3. 昨年度会計報告
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◼ 会費（実際に徴収した金額）
800円（年会費2,000円－返還金1,200円）:どんぐり、本駒込西

1,600円（年会費4,000円－返還金2,400円）:藍染、青柳、こひなた、駒込、本郷、本駒込、目白台
2,400円（年会費6,000円－返還金3,600円）:さしがや、しおみ、水道、千石、千石西、久堅、本駒込南、向丘

◼ 本郷保育園父母の会のご協力により、令和元年５月１３日に会計監査済み

◼ 会則により、黒字3,814円のうち、3,400円分（１園あたり200円）を返金する

返金は、次年度の会費と相殺する

川上

はじめに
2018
年度

2019
年度

収入の部 支出の部

会費（１７園＋個人会員１） 32,500 行事費
あり方
イベント（お茶３本）

通信費

会場費
第１回定例会（男女平等）

第２回定例会（区民会議室）

第３回定例会（男女平等）

第４３回総会（区民センター）

事務・消耗品費
第１回定例会

印刷費
総会
第２回定例会

交通費
総会（保育セット）
区長訪問
第１回定例会（保育セット）
あり方（保育セット）
あり方（事務セット）
イベント（保育セット）
イベント（事務セット）

324
0

324

0

16,400
2,950
4,300
3,650
5,500

610
610

5,800
5,000

800

5,556
330
348
330

2,660
330

1,210
348

＜内訳＞
本郷保育園
本駒込保育園
本駒込西保育園
本駒込南保育園
向丘保育園
どんぐり保育園
しおみ保育園
駒込保育園
藍染保育園
こひなた保育園
千石保育園
水道保育園
青柳保育園
久堅保育園
さしがや保育園
千石西保育園
目白台保育園

個人会員

行事参加費

利子

1,600
1,600

800
2,400
2,400

800
2,400
1,600
1,600
1,600
2,400
2,400
1,600
2,400
2,400
2,400
1,600

500

0

4

収入合計 32,504 支出合計 28,690

単年度収支 3,814

※１）前年度繰越金 652,550 ※２）次年度繰越金 656,364

※１）の内訳
現金
普通預金

70,843
581,717

※２）の内訳
現金
普通預金

33,353
623,011
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4. 今年度運営委員の立候補
運営委員の立候補は本総会まで受付けています。父母連の活動にご賛同いただき、少し

でもご協力頂ける方はぜひ立候補をお願いいたします。

5. 新運営委員の所信表明
新運営委員から、立候補した理由などを含めご挨拶します。

6. 父母連活動方針（案）

『 できる人が できるときに できることを！

～令和の時代を生きる子どもたちのために～ 』

1. 各園の日常的な保育情報を交換しあい、互いの園の父母の会運営やよりよい保育の実現
に役立つようにします。

2. 各園と各父母の会のコミュニケーションが円滑に図れるよう、一緒に考えて助け合いま
す。

3. 子どもの最善の利益の実現を目的とし、保育行政の情報収集に努めるとともに関係者・
団体に働きかけ、子育て支援の充実と保育園における現状の保育の質の維持と、更なる
向上を目指します。

4. 区・保育士・父母連が対等な立場で協議する場として「文京区保育のあり方協議会」を
さらに充実させ、保育行政に保育園の保護者の声を反映させ、より良い保育につなげて
いけるようにします。

5. 文京区の「基本構想推進区民協議会」（文京区基本構想の進捗管理・見直し）、「子ど
も子育て会議」、「図書館改修等に伴う機能向上検討委員会」、「緑の基本計画改定協
議会」等の、行政と区民の協議体に推薦委員を派遣し、年少人口が急増する文京区にお
ける子育て支援や教育に関する施策に積極的に関与していきます。

6. 認可保育園の保護者の声を吸い上げ、認可保育園と地域小学校等との連携や幼保一体化
実施に伴う具体的な課題への対応に貢献します。

7. ホームページやLINE＠、Facebookを活用して、父母の会や父母連定例会等への参加が難
しい保護者を含めた意見・情報の交換ができるようにします。

8. 父母の会のない園の保護者とも関わりを持ち、保育のあり方について、意見や情報を交
換します。

9. 父母の会を新設する際には支援します。

10.文京区内の他の保護者団体や、区外で子育て支援に関する分野で活動する諸団体と、必
要に応じて連携をし、子育て支援や教育に関する情報収集を行います。区立、私立を問
わず、保育園を巡る環境の改善やそれぞれの父母の会の活動に役立てるようにします。

11.運営委員や各園の父母連担当者が負担感なく参加できるよう、時代に即した父母連のあ
り方を考えながら活動していきます。

12.活動を通じて、男女平等参画社会の推進に努力します。

はじめに
2018
年度

2019
年度
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7. 新年度運営委員の体制および活動計画
◼ 運営委員の体制

◼ 2018年度からの主な変更点

１．定例会の簡略化および「保育のあり方協議会」との同日開催（加盟園出席必須）
「定例会」の名称を「連絡会」に変更

２．連絡ツールを、メーリングリストからLINE＠へ変更

３．父母連イベントの廃止、父母連ニュースの廃止

４．加盟園が担当する係数の削減（全１７園担当→９園のみ担当へ）※詳細次項参照

◼ 2019年度の主な活動計画

• 2019年5月19日（日） : 第43回 父母連総会
• 2019年9月 8日（日） : 第1回 保育のあり方協議会/連絡会
• 2019年 10月頃 : 父母連アンケート実施予定
• 2020年2月 2日（日） : 第2回 保育のあり方協議会/連絡会
• 2020年5月13日（月） : 会計監査
• 2020年5月18日（日） : 第44回 父母連総会

8. ML廃止とLINE＠について

役 割 担当者

会長 川上

父母連総会、連絡会 原、三瀬

保育のあり方協議会 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

区の委員会の推薦委員

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）

はじめに
2018
年度

2019
年度



9. 新年度予算案

◼ 支出科目について

1. 前年度返還金：会則に基づき黒字3,814円のうち3,400円を返還

2. 行事費：あり方協議会開催に係る費用（事務・消耗品費、印刷費を含む）

3. 会場費：2020年の総会で使用する会議室の使用に係る費用

4. 交通費：運営委員の活動交通費、保育セットの移動に係る費用

5. 事務・消耗品費：父母連活動のために購入した備品、用紙等に係る費用

6. 印刷費：あり方協議会のポスター、総会、連絡会等資料の印刷に係る費用

7. 予備費：予定外の支出や予算を上回る支出があった場合に備える費用

8. 通信費およびWeb関連費：昨年使用はないが、LINE＠移行に伴う支出に備える費用

※ご参考 繰越金について（2006年度議案書より引用）

繰越金は、昭和50年代に本郷保育園父母の会から寄付していただいた約50万円が基になっています。

近隣にビルが建設された際の日照権の保証金だったそうですが、当時の父母連で話し合って『皆のお

金だから皆に還元しよう』ということを決めたそうです。残念ながら文書の記録が見つからなかった

のですが、当時の方々の『未来の子どもたちのために役立ててほしい』という気持ちが込められてい

るものだと思います。

繰越金は父母連を安定して運営するための貴重な基金となっています。低金利が当面続くことが予想

され、利息収入は今後もあまり見込めません。将来に引き継いでいくために大切にしていきましょう。

18

*2019年度に実際に徴収する金額

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

はじめに
2018
年度

2019
年度

収入の部 支出の部

会費（団体17園） 40,000 行事費 1,000

会費（個人1名） 500 会場費 5,500

事務・消耗品費 1,000

印刷費 1,0000

交通費 6,000

予備費 17,000

収入合計 40,500 支出合計 40,500

単年度収支見込 ０

前年度繰越金 656,364 次年度繰越見込 652,964

▲返還金 3,400

合計 693,464 合計 693,464

2018年度 収支実績

行事費 324

会場費 16,400

事務・消耗品費 610

印刷費 5,800

交通費 5,556

支出合計 28,690

単年度収支 3,814

次年度繰越金 656,364

▲返還金 3,400

合計 652,964
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10.加盟園の担当係（案）

11. 質疑・応答

はじめに
2018
年度

2019
年度

役割
運営委員
担当者

依頼事項 必要園数 担当園名

保育のあり方
協議会/連絡会

隈丸
三瀬
原

保育

当日５〜６名で出席し、
別室にて参加者の子ども
を保育。読み聞かせボラ
ンティアの方の対応。

9/8 １園

2/2 １園

議事録

当日２名で出席（ＰＣ持
参）、議事を記録。終了
後2週間以内に議事録を完
成し、運営委員へ送付。

9/8 １園

2/2 １園

受付/
アンケート

集計

当日2名以上で参加、受付
担当・マイク回し。当日
回収したアンケートを自
宅で集計（要エクセル）、
２週間以内に集計結果を
運営委員に送付。

9/8 １園

2/2 １園

2020年総会
議事録

原
三瀬

当日２名で出席（ＰＣ持参）、議事を記
録。総会終了後2週間以内に議事録を完
成し、運営委員へ送付。

１園

会計監査
/会場予約

川上
・会計監査（年1回、1時間程度）
・2020年の総会会場予約
（年1回、ネット・窓口）

１園

アンケート
補佐

岸
原

１１月〜１月頃に実施。
アンケートの自由記述の確認、集計の確
認（要エクセル、自宅集計）

１園
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12. 次回定例会告知

■2019年度 第１回あり方協議会/連絡会
日時： 2019年9月8日（日）10:00~12:00

場所： 文京シビックセンター４階

※会場設営にご協力いただける方は、9時45分に会場へお越しください。

13. 各担当係に分かれての事務連絡等
各係に分かれて、担当の運営委員から、依頼したい内容のご説明や役割の決定をします。

＜会場図＞

はじめに
2018
年度

2019
年度

運営委員からのお願い

◆受付で配付した園名プレートとクリアファイルは、閉会後に受付にご返却ください。

◆１２：３０完全撤収に向け、机と椅子の片付けにご協力をお願い致します。

以上、お疲れさまでした。

▷あり方協議会：隈丸

▷2020総会議事録

：原、三瀬

▷会計／会場：川上

▷アンケート：大島

▶LINE＠登録＆質問コーナー

：佐々木

父母連運営委員席


