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第4４回 文京区認可保育園父母の会連絡会   総会議案書                        
2020 年 6－7月 

新型コロナウイルス肺炎の流行のため、今年度は初めての書面総会となります。保護者の方におかれましては保育

や勤務状況が不規則な中、父母会・父母連の活動にご協力いただきありがとうございます。議案書の内容をご確認の

上、各所属園の代表者は各議題案（第1－5号議案）について別途送付します Google フォームにて承認・不承認をご

回答ください。 
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はじめに；父母連紹介  
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お
よび個人会員が集まって組織している連絡会です。 

• 各加盟園・個人会員との情報交換・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。 

＊私立園のどんぐり保育園は2020年度以降の参加を見合わせる旨ご連絡がありました。 

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・連絡会の開催 
各加盟園・個人会員同士の情報交換を目的に、年1回の総会、年2回の連絡会を開催 
 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。 

 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、連絡会の議事録や、アンケート結果などを掲示 

 
 

 
 文京区の各種委員会への推薦委員派遣 
子育て支援に関する区の各種計画策定委員会に、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る。 
２０１９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」、「緑の基本
計画改定協議会」、「図書館改修等に伴う機能向上検討委員会」に推薦委員を派遣。 
２０２０年度は「子ども・子育て会議」、「基本構想推進区民協議会」に委員を派遣予定。 
 
 

  

※ 201９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＊ 
個人会員：２名 

父母連ホームページ 
http://fuboren.cocolog-nifty.com/blog/ 
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父母連運営委員の業務内容（１） 

● 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） 

 

● LINE＠／フェイスブック等の連絡／発信ツール管理 
• 加盟園担当者・個人会員にLINE＠登録を説明、対応 
• 加盟園担当者、個人会員へ連絡事項をLINE＠で発信 
• 各園からLINE@で問い合わせがあった際の対応 
• 父母連の活動をSNSを利用して発信 

 

● 保育のあり方協議会担当 
• 年度初めに幼児保育課を訪問し、会場の予約等、協議会の概要を打ち合わせ 
• 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のレビュー、選定、最終議題を幼児保育課に送付 
• 幼児保育課と面談し回答案を確認 
• ポスター作成（前年のものを流用、日付や議題を更新する） 
• LINE＠およびHPで会を告知（HP掲載はweb担当に依頼） 
• 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LINE＠やメールで連絡 
• 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、HPに掲載（Web担当に依頼） 
★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、電子的な作業。 
 

●総会／連絡会担当 
• 連絡会（年２回）と総会（年１回）の議題を考案、議事次第の作成（および印刷） 
• 総会議案書の作成（および印刷） 
• 担当園に依頼内容を連絡 
• 連絡会の司会 
• 議事録の確認と最終化、HPに掲載（Web担当に依頼） 
★総会・連絡会には必ず出席が必要だが、その他は自宅でできる電子的な作業。 
 

● 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 
★第１回連絡会は出席必須（会費徴収、領収書発行、通帳への入金等あるため） 
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 父母連運営委員の業務内容（２） 

● 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） 
• 結果を連絡会で説明、ホームページに掲載、および幼児保育課に送付 
★自宅でできる作業。エクセルの基本的な関数の使用、グラフ化ができる方であればOK。 
 

● ホームページ管理 
• ホームページの管理、掲載依頼があった場合の掲載作業 
★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）。 
 

● 基本構想推進区民協議会の推薦委員 
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/kekaku/kousou/kuminkyougikai.html 
• ２年任期 
• 年間4－5回（10月の平日に集中、18:30-20:30）＠シビックセンターの協議会へ参加（未就学
児の無料託児あり） 

• 基本構想実施計画の策定および計画内の背策が、計画通りに進行しているか達成度を評価。 

 
● 文京区子ども子育て委員会の推薦委員 

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kosodatekaigi.html 
• ２年任期 
• 年間約５回の委員会（平日18時半―20時）＠シビックセンターへの参加（無料託児あり） 
• 事前資料を確認し、保育の質・量の拡充に関して、保育園保護者として当日意見を述べる。 

 
● 緑の基本計画改定協議会の推薦委員（2019年度のみ） 

https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/midori/ryokuka/midorinokihonkeikaku/gijiroku.html 

 
● 図書館改修等に伴う機能向上検討委員会の推薦委員（2019年度のみ） 

 
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/libraries/kinokojo.html 
 
・約1年任期（2019年6月～2020年5月） 
・全10回予定（新型コロナ禍ほか諸事情により8回程度であった）。平日18時半～20時半。無料託児あり。 

・乳幼児にとって望ましい図書館とは何かを保護者の立場から意見する。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/kekaku/kousou/kuminkyougikai.html
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kosodatekaigi.html
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/midori/ryokuka/midorinokihonkeikaku/gijiroku.html
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/libraries/kinokojo.html
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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（父母の会として）＞ 

 ▶園児定員：1～60名 ： 年額１，０００円 
 ▶園児定員：61～100名 ： 年額２，０００円 
 ▶園児定員：101名以上 ： 年額３，０００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。但し、次年度には予算に組み込まれること
を前提とする。尚、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 ＞ 
年額一律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。 
昭和54年(1979)6月23日改定 平成15年(2003)5月18日改定 平成27年(2015)5月17日改定 
昭和63年(1988)6月11日改定 平成16年(2004)5月23日改定 平成29年(2017)5月21日改定 
平成  9年(1997)5月31日改定 平成25年(2013)5月12日改定 令和元年(2019)5月19日改定 
平成14年(2002)5月19日改定 平成26年(2014)7月6日改定 
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第1号議案；2019年度活動報告 
 2019年度の主な活動 
 文京区保育のあり方協議会の開催(年2回) 2019/9/8、2020/2/2 
 父母連総会の開催（年1回） 2019/5/19 
 父母連連絡会の開催 （年2回）2019/9/8、2020/2/2 
 アンケートの実施  
定例アンケート 2019年12月～1月 
お祝い会の日程変更と卒園式についてのアンケート 2019年7月 
新型コロナ肺炎関連質問に対するアンケート 2020年4月 

 父母連ホームページ・LINE@・Facebookの管理運営 通年 
 文京区長・幼児保育課訪問（挨拶・意見交換）2019/6/7 
 子ども・子育て会議に推薦委員が出席（第1-5回）  2019/7/5、8/26、10/29、2020/1/21 
 基本構想推進区民協議会に推薦委員が出席（第1-5回） 2019/9/12、9/26、10/2、10/11、10/25 
 緑の基本計画改定協議会に推薦委員が出席 
 図書館改修等に伴う機能向上検討委員会に推薦委員が出席（第1-7回） 

2019/6/18 7/9 7/29   9/17 10/21 11/27、2020/2/18  
 

 2019年度の運営委員の役割分担および担当者 

役 割 担当者 担当園 依頼事項 

会 長 川上 なし なし 

保育のあり方協

議会/連絡会 

隈丸 

三瀬 

向丘、さしがや 
藍染、青柳 
駒込、水道 

保育 
連絡会の議事録作成 

受付、フィードバックの集計 

父母連総会 三瀬 

原 
こひなた 次年度の総会議事録作成 

会計 川上 本郷 会場予約、会計監査 
父母連アンケート 原、岸 久堅 アンケート集計補佐 

LINE@/名簿管理 佐々木 なし なし 
HP担当 岸 なし なし 

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 

緑の基本計画
改定協議会 

川上 なし なし 

図書館改修等
に伴う機能向
上検討委員会 

原 なし なし 
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文京区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。 

 2019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、父母連加盟園の保護
者からオンラインアンケ―ト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 

第1回 2019年9月8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. 病児保育の拡充 
2. 子育て訪問支援券の拡充 
3. 延長保育の拡充 
4. 非就労日(看護休暇、有給休暇等)の通常保育について 
5. 平日の行事開催について 
6. プールについて 
7. 書類や園情報伝達の簡略化・電子化 
8. 園医について 
9. 安全対策・危機管理強化 
10. 園庭遊具の改善 
11. 保育園定員・待機児童等 
12. 保育士配置 

 
内容 

 
病児保育の定員がニーズにマッチしていないという保護者からの意見を
伝えて議論した。需要は時期によって変化するため箱を増やす以外の対
応策も考えたいという区の意見であった。令和2年度から実施される
①卒園式の平日への移行、②お祝い会を発表会という名で12月に
移行、③0-2歳児クラスの発表は保護者会の日に実施、という通知
に対して、平日に卒園式を実施することによって考えられる弊害
を区に伝えた。子供の負担等と考慮しての決定とのことだが、保
護者の意見を参考に、引き続き最良の形を検討して（必要に応じ
て再考して）ほしい旨を伝えた。 
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文京区保育のあり方協議会  

 第2回開催報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

。 

 
 

第2回 2020年2月2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 

藍染保育園長：佐藤京子 

こひなた保育園長：豊田千恵子 

本駒込西保育園長：中村玉江 

目白保育園長：原美砂 

 
 

話題 

1. お昼寝について 
2. 歯磨きについて 
3. 給食・食育について 
4. お散歩について 
5. 園児の服装の規定について 
6. 園での水分補給について 
7. 保育時間・送迎ルート等の決定基準について 
8. 運動会・お祝い会のビデオ・写真業者手配について 
9. 悪天候による運動会等の中止について 
10. 平日の卒園式について 
11. 延長保育について 
12. 私立認可園の諸問題について 
13. 東京オリンピックとのかかわりについて 

 
内容 

保育時間や送迎ルートの決定に関する議題では、残業など既定の就業
時間から外れる日もあるので柔軟に対応してほしい、小さい子から預
けるというルールも、状況に応じて柔軟に対応してほしい旨を伝えて
議論した。卒園式の平日化に関しては、9月のあり方協議会に引き続
いて議論した。今後はできるだけ早い段階での通知や、決定前に保護
者の意見をきくプロセスを導入してほしい旨を伝えた。延長保育に関
しては、2年連続で待機が出ている千石保育園の事例等を踏まえ、延
長保育枠の拡大も検討して頂きたい旨伝えて議論した。私立園におい
ては保育士不足や、運営委員会が機能していない事例などもあり、区
として改善に向けて介入して頂きたい旨を伝えた。 
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連絡会  
【第１回議題（2019/9/8）】 

1. お祝い会の日程変更と卒園式について(アンケート結果の報告) 
【第２回議題（2020/2/2）】 

1. 父母連定例アンケートの結果報告について 
2. 卒園式／発表会の日程変更後の各園の対応について 
3. 夕涼み会の実施状況について 

 

開催報告  
・昨年度から連絡会と名称を変えて年2回の開催に変更になり、会議時間も30分に短縮さ
れました。第1・２回とも、保育のあり方協議会と同日にシビックセンター シルバーホー
ルにて開催され、全加盟園の代表者に参加いただきました。 
※ 連絡会の詳細については、父母連ホームページより議事録をご覧ください。 

http://fuboren.cocolog-nifty.com/blog/cat13439265/index.html 
 
・文京区子ども家庭部幼児保育課長から、2020年度以降はお祝い会、卒園式が別日開催になる 
事が通知されたことで、保護者の方から様々なご意見をいただきました。父母連として保護者の 
意見を区に伝える事を目的として、加盟園全園を対象に「お祝い会の日程変更と卒園式につい
て」アンケート※を実施し、結果を区に報告しました。 
その後に開催された第2回連絡会では卒園式／発表会の日程変更後の各園の対応について情報交
換しました。 
 
※「お祝い会の日程変更と卒園式について」のアンケート結果詳細はホームページより下記資料
をご覧下さい。 

http://fuboren.cocolog-nifty.com/blog/2019/09/post-02b27e.html  
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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30年度10月に実施されたニーズ調査等の結果を踏まえて、令和2年度以降5年間の子育て支援計
画である「子育て支援計画（次世代育成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業計画）令和2年度
～令和6年度」の内容を議論し策定しまし。子育て支援計画が、真に子供のためのものになるよう
に、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。 
▶ニーズ調査の結果 
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/keikaku/needstyousa.html） 
▶子育て支援計画（次世代育成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業計画）令和2年度～令和6
年度 
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/keikaku/kosodatesienkeikaku.html 

 今年度の会議の論点 
▶ニーズ量推計の解釈について 

令和2年―6年における子育てに関する必要ニーズ量（保育園の定員数や病児保育の枠数など）を、人口
推計やアンケート結果を基に議論しました。病児保育などはアンケートから算出された必要量と、最終
的に区が提示したニーズ遼に12倍もの開きがあったため、アンケート調査の値をもっと取り入れて枠を
増やしてほしい旨、父母連より意見しました。 

▶子育て支援計画の内容について 

文京区の基本理念や子育て支援事業の５つの柱に関して、だれが見ても分かりやすいような分類や用語
を模索し、保育園保護者の目線から意見しました。 

 来年度 
令和2年度から実施される子育て支援計画を評価・必要に応じて修正する作業t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 

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/keikaku/needstyousa.html
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/keikaku/kosodatesienkeikaku.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kekaku/kosodatekaigi.html
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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す。
文京区基本構想には、平成２２年度策定時から、「歴史と文化と緑に育まれた、みん
なが主役のまち「文

ふ み

の京
みやこ

」」という将来都市像があります。3年ごとに実施計画が策
定され、実施、見直しが繰り返されています。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す。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。下のＰＤＣＡサイクル
のＣ（点検・評価）の場になります。 

＜基本構想を実現するためのＰＤＣＡサイクル＞ 

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 

 

Check（点検・評価） 

具体的な事業の点検・評価・公表 
 

● 今年度の会議記録 

 

Plan（計画） 

実施計画（３年間）を中心とした
具体的な計画 

 

Do（実施） 

計画事業を中心とした事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 担当より 
今年度は、平成２２年度に策定された基本構想が令和２年で１０年を迎えることと、
３年を計画期間とする基本構想実施計画の見直し最終年にあたるため、次期計画の策
定を見据えた指標評価が行われました。ライフスタイルの多様化やＩＣＴの進展な
ど、様々な社会変化に対応できる持続可能な戦略について考え続けていくことが重要
だと感じました。各回の詳細については、文京区ホームページより議事録をご覧くださ
い。      

 開催日時 内 容、実現度表の評価項目 

第１回 
令和元年9月12日（木） 

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 
＜子育て・教育＞ 
子育て支援、教育、青少年の健全育成 

第２回 
令和元年９月26日（木） 

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 

第３回 
令和元年10月2日（水）

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 

第４回 
令和元年10月11日（金） 

18:30～21:00 

＜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５回 
令和元年10月25日（金） 

18:30～21:00 
次期行政計画『「文の京」総合戦略』に向けて 
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推薦委員派遣―文京区緑の基本計画改定協議会                                                                       

・緑の基本計画とは？ 

 都市緑地法第 4条に基づき、市町村が都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する取組を総

合的かつ計画的に行うために定める、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画 

・改定の背景 

 平成１１年に策定された現行の「緑の基本計画」から 20 年が経過し、計画期間が満了することを受け、

社会情勢や自然環境の変化、法改正、上位計画の改定等に対応し、緑の基本計画の改定を行う。 

・実施日時および議題内容 

◆第１回：令和元年 ５月２７日（月）１８：００～２０：００ 

 ＜議事内容＞ 

  ①現行計画に対する取組と文京区のみどりの現状 

  ②現状から見えてきた課題について 

 ＜おおまかな内容＞ 

  ①新規公園の開設や既存樹木の生長などにより、緑被率目標（１７％）は達成されている。 

    想定外の人口増加に伴い、1人あたりの公園面積（５．０㎡）は、達成されていない。 

  ②計画改定の方向性と課題（案）が挙げられた。 

     ・目に見える緑（緑視率）の充実➡小規模住宅密集地での減少傾向、 

     ・樹木の老朽化➡大木の寿命問題、樹木延命の手立て、樹木医との連携 

     ・利用しやすい公園づくり➡ニーズの多様化（避難場所としての機能、遊具の充実など） 

     ・区民参画の促進➡活動参加者が固定化、新規参加者を増やす取組の必要性 

◆第２回：令和元年 ９月 ９日（月）１８：００～２０：００ 不参加 

◆第３回：令和元年１１月１１日（月）１８：００～２０：００ 

 ＜議事内容＞ 

  文京区みどりの基本計画（素案）について 

 ＜おおまかな内容＞ 

    ・現行の計画では、区民、事業者、区が協働して実現を目指す計画とされていたが、具体的にど

のように取り組んでいくのか、という記載がなかった。新たな計画では、区民、事業者、区が柔軟

に様々な役割を担うことで課題を解決し、みどり豊かな未来を築いていくための具体的な筋道を示

した計画になっている。 

◆第４回：令和２年 １月２０日（月）１８：００～２０：００ 不参加 

※会議の議事録は文京区 HPに掲載されています。 
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推薦委員派遣―図書館改修等に伴う機能向上検討委員会  

・図書館改修等に伴う機能向上検討委員会とは？ 
図書館改修等に伴う機能向上検討委員会は、老朽化した区内図書館について現状の問題点を指

摘し一層の機能向上を図るべく、文京区教育委員会によって設置された会議体。 

委員は図書館関連の学識経験者、区内出版関係者、公募区民、区立小中、幼稚園各PTA連合会代表

などによって構成されている。 

特に文京区立小石川図書館は築55年が経過しており、改築を前提とした議論がされている。 

それ以外の区立図書館についても、公立図書館に今後求められる役割についてそれぞれが意見を

出し、また議案について幅広く検討する。 

報告書として区に提出するまでの過程で、父母連代表は推薦委員として、特に乳幼児にとって

望ましい図書館とは何かを保護者の立場から意見する。 

2019年6月の第1回会議に始まった1年にわたる任期は、当初2020年5月の第9回での終了を予

定していた。しかし新型コロナウイルス災禍により開催は保留されているため、報告書のまとめ

には至っていない。 

 

【文京区立小石川図書館改築の大まかな方向性】 

・小石川図書館のバリアフリー化。（エレベーター、幼児対応のトイレなど設置） 

・貸出し型から滞在型の図書館へ（閲覧席の増設） 

・駐輪場拡充 

・ICT化（電子書籍貸出、自動音声読み上げ） 

 

【参加した所感】 

区内のほとんどどこからでも歩いて1km以内に図書館、図書室がある。ただ白山1丁目と後楽1

丁目に1㎞以内に図書館、図書室が存在しないエリアがある。 

白山1丁目の図書館の空白地帯をカバーするため、小石川図書館を現在の位置よりも東に少し移

設し、また文京区の基本構想に掲げられた将来都市像“歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役

のまち「文の京」”に呼応する「小石川植物園に隣接し、歴史・文化・緑に溢れた文京区らしい図

書館」を提案したほか、会議自体の進行方法について、近隣区の図書館などの取り組みの調査結

果など積極に議論に参加した。 

小石川植物園との隣接化は用地確保などの問題のため、あいにく今回は実現が難しいそうだが、

コンセプトのまとまりづらい会議全体をけん引して議論を活性化させ、真砂中央図書館や小石川

図書館の館長らの信頼を得、また父母連の存在感を示すことができた。      原
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父母連アンケート  
• 父母連アンケートとは 

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12 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４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。集計は2019年度も
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。 

アンケート結果は、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 

1465世帯に案内を出し、651件の回答がありました（回収率44.4％）。回収率は昨年度

より上がりました（一昨年度47.9％→昨年度43.0％ ）。 

詳しくは、父母連HPで公開しています。 

http://fuboren.cocolog-nifty.com/blog/cat13439351/index.html 
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第2号議案；2019年度会計報告 

収入の部 支出の部 

会費（17園＋個人会員２） 

＜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２名分 

利子 

37,600 

1,800 

1,800 

800 

2,800 

2,800 

800 

2,800 

1,800 

1,800 

1,800 

2,800 

2,800 

1,800 

2,800 

2,800 

2,800 

1,800 

1,000 

4 

行事費 

 あり方協議会 

 

通信費 

 

会場費 

 第１回連絡会 

 第２回連絡会 

 令和２年度総会（男女平等センター） 

    〃 （区民センターキャンセル料） 

キャンセル振込手数料 

事務・消耗品費 

 セロハンテープ 

 油性ペン 

会計監査郵送費 

印刷費 

平成３１年度総会資料 

 運営委員打合せ資料 

 

交通費 

0 

0 

 

0 

 

2,470 

0 

0 

0 

2,250 

220 

598 

216 

196 

186 

5,440 

5,000 

440 

 

0 

収入合計 37,604 支出合計 8,508 

単年度収支 29,096 

※１）前年度繰越金 656,364 ※２）次年度繰越金 685,460 
    

※１）の内訳 

 現金 

 普通預金 

 

33,353 

623,011 

※２）の内訳 

現金 

 普通預金 

 

29,096 

656,364 

■会費（実際に徴収した金額） 
800円（年会費1,000円－返還金200円）:どんぐり、本駒込西 

1,800円（年会費2,000円－返還金200円）:藍染、青柳、こひなた、駒込、本郷、本駒込、目白台 
2,800円（年会費3,000円－返還金200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                  川上 
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第3号議案；2020年度運営委員の承認について 
昨年から継続して運営委員を担当する6名に加え、2020年度からの運営委員として新たに２名

の立候補がありました。今年度の運営委員は8名となりました。 

 

■ 所信表明 
糸井：あり方協議会と会計を担当します。コロナの影響で例年とやり方など変化するかもしれま
せんが、次につなげられるように取り組んでいきたいと思います。 
川上：今年度は会計を担当致します。文京区在住２２年目になりました。今年は『持続可能な父
母連』について考える１年にしたいと思います。？？な点、お気軽にご相談ください。 
岸：今年度から、川上さんから会長を引継ぎました。父母連の活動を持続可能で意義のあるもの
にすべく、一年間活動していきます。 
隈丸：保育のあり方協議会を担当します。今年は変則的になりそうですが、子供のためになる会
となるよう、柔軟に対応したいです。 
佐々木：より分かりやすく参加しやすい父母連になるよう、新しいツールの導入を試みます。今
年はホームページのリニューアル計画、SNSツールを利用しての情報発信について、運営側とし
ても実施しやすい運用方法を探ります。 
原：文京区父母連運営委員に立候補いたしました原一成です。現在、子供が千石保育園の4歳児
クラスに子供が在籍しています。 
昨年度は運営委員１年目で、「図書館改修等に伴う機能向上検討委員会」「アンケート」「総会
／連絡会」を担当いたしました。２年目の今年度は「広報」「アンケート」「総会／連絡会」を
担当できればと思います。 
岸さんからの父母連活動方針案にもありますが、昨年度参加してみて「広報」が大きな課題だと
思っておりました。「ここをしっかりやらないと将来、父母連運営委員のバトンを引き継いでい
くことが難しいのでは？」という風に考えており、力を尽くしたいと思います。 
また先般からの働き方改革及び今回のコロナ禍で、我々保護者の暮らし方、働き方がいま大きく
変わってきています。これまで想定されている以上に、多種多様な暮らし方、働き方が出てくる
のではないか、それに合わせて望まれる保育の形も多様化していくのではないかと思います。 
「アンケート」「総会／連絡会」担当としては、保育の社会システムがその大きな変化に適切に
対応しているか、父母連として保護者の声を汲み取って文京区に伝えながら、ウィズコロナ、ポ
ストコロナでも安心して子育てできる環境を作れる一助を担えれば幸いです。 
平嶋：文京区子ども子育て委員会の委員を担当します。区に伝えたいことがありましたら、ぜひ
メールやLINE＠でお知らせください。 
三瀬：コロナ渦中でもなるべく活発に情報交換できる場を作ること、父母連や運営委員の活動を知

っていただくための広報活動にも力を入れていきたいです。 
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第4号議案；2020年度父母連活動方針 

2020年度 活動方針 

みんなが知っている父母連を作ろう 

～持続可能な父母連システムをめざして～  

価値観の多様化している現代において、昨年度から運営委員の中では、父母連という
活動にどんな意義を見出し、どうやって維持していくのか、ということが議論の中心と
なっています。近年では区立園でのおむつ持ち帰りの廃止への問題提起など、重要な活
動を行っていることは確かですが、誰が、いつ、どのようにして活動を維持していくべ
きか、今年度を通じて考えていきたいと思っています。 

具体的に今年度は、以下の活動に重点をおいて取り組みます。 

1. 広報活動の充実を通じて、父母連の活動を多くの方に知ってもらい、活動の理解を
得て、活動に参加してくれる方を募ります。 

2. 運営委員の活動の簡素化・マニュアル化を通じて、初心者でも負担なく父母連運営
委員を務められるようにします。 

特に、1の広報活動には力を入れたいと考えており、積立金を用いてポスターの作成と
ホームページ作成を外注したいと考えています。 

また以下は例年の通りの活動方針ですが、引き続き文京区の保育園が子どもにも親に
も心地よい環境であるために活動を続けていきます。 

3. 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。 

4. 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。 

5. 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。 

6. 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。 

7. 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」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。 

8. 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
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体化実施に伴う具体的な課題への対応に貢献します。 

9. 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。 

10. 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。 

11. 父母の会を新設する際には支援します。 

12. 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。 

13. 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。 

 

2020年度年度運営委員の体制および活動計画 
 運営委員の体制 

 

役 割 担当者 
会長 岸 
父母連総会、連絡会 三瀬、原 
保育のあり方協議会 隈丸、糸井 
会計 川上、糸井 
LINE@/名簿管理/Facebook 佐々木、三瀬 
広報（HP/ポスター） 原、岸 
アンケート 原、平嶋 

 

区の委員会の推薦委員 
文京区基本構想推進区民協議会（岸） 

文京区子ども・子育て会議（平嶋） 

 2020年度の主な活動計画 

• 2020年6月:   第44回 父母連総会（ペーパー総会） 

• 2020年9月 13日（日）:  第1回 保育のあり方協議会/連絡会 →開催方法検討中 

• 2020年 10月頃:   父母連アンケート実施予定 

• 2021年2月7日（日）:  第2回 保育のあり方協議会/連絡会 →開催方法検討中 

• 2021年5月頃 :   会計監査 

• 2021年5月 :   第45回 父母連総会 
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連絡手段（LINE＠）について 
運営委員と加盟園の担当者の方々との連絡手段として、2018年度まで利用していたメーリングリストか

ら切り替え、2019年度よりLINE@を主な連絡手段として利用しております。 

2020年度ご担当の方々には「父母連 2020担当」のLINE＠へご登録頂いております。 

昨年度の「父母連 2019担当」のLINE＠は、2020年度への引き継ぎが完了し次第、削除されます。 

未だ登録がお済でない方は以下の方法をご参考ください。 

＜登録・利用方法＞－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

①以下のURLもしくはQRコードから登録 

https://lin.ee/uuOGoqt    

 

②「所属の保育園名」とご自身の「お名前（フルネーム）」を送信ください。 

③登録されると、運営委員からの一斉配信メッセージや個別メッセージが届きます。 

※通常のLINEと同様に、運営委員と１対１でメッセージのやり取りをすることが可能です。 

※登録された方々のアカウントは、運営委員のみ知り得ます。登録された方々はお互いのアカウントや個

別メッセージは見られません。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

各園より少なくとも１名はご登録お願いいたします。     佐々木 

 

■LINEオープンチャットの開設について 
これまで父母連はLINE @で配信を行ってきましたが、運営委員との1対1のやり取りに限られていまし

た。今回開設予定の父母連@文京区のLINEオープンチャットはメンバー同士が気軽に直接やり取りでき

るグループチャットです。普段ご利用のLINEプロフィールとは別に名前や写真を設定できますが、名前

には必ず所属園を入れていただくルールとさせていただきます。各保育園で困っていること、他園に聞い

てみたいこと等どんどん発信し、加盟園同士で自由に情報交換していただけたらと思います。沢山の皆様

のご登録をお待ちしております。  

オープンチャット「父母連@文京区」 

https://line.me/ti/g2/oBIfMKbWnlqTtHFutr9fGw?utm_source=invitation&utm_medium=link_co

py&utm_campaign=default 

そのほか、文京区父母連ではFacebook ページも開設しております。こちらでも活動報告をしていきた

いと思いますので、ホームページと合わせてご覧ください。

https://www.facebook.com/bunkyo.fuboren/ 

https://lin.ee/uuOGoqt
https://www.facebook.com/bunkyo.fuboren/
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第5号議案；2020年度予算案 
収入の部 支出の部  ２０１９年度収支 

会費（団体 16園） 19,500 １．行事費 0  １．行事費 0 

会費（個人）新規２名、継続２名 1,000 ２．通信費（新規） 100,000  ２．通信費 0 

  ３．会場費 6,000  ３．会場費 2,470 

  
４．事務・消耗品費 2,000 

 
４．事務・消耗品

費 

598 

  ５．印刷費（新規） 30,000  ５．印刷費 5,440 

  ６．交通費 0  ６．交通費 0 

  ７．広報費（新規） 55,000    

       

収入合計 ① 20,500 支出合計 ③ 193,000  支出合計 8,508 

  単年度収支見込 ▼172,500  単年度収支 29,096 

2019年度繰越金 ②685,460 2020年度繰越見込金 ④ 512,960  2018年度繰越金 656,364 

       

合 計（①＋②） 705,960 合 計（③＋④） 705,960  2019年度繰越金 685,460 

  2020年度 年会費の改定および返還金について                                                              

●年会費の改定：保育園の規模により、徴収金額は下記のとおりとする。 

年会費 500円➡本駒込西 
年会費1,000円➡藍染、青柳、こひなた、駒込、本郷、本駒込、目白台 
年会費1,500円➡さしがや、しおみ、水道、千石、千石西、久堅、本駒込南、向丘 

 
●返還金：2019年度の黒字29,096円は、返金せず繰越金とする。 

 

   2020年度予算案 支出科目について                                                                             
1. 行事費：あり方協議会開催に係る費用  
2. 通信費：父母連ＨＰ制作の外注費用（新規） 
3. 会場費：2021年の総会で使用する会議室の使用に係る費用 
4. 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 
5. 印刷費：父母連宣伝ポスターの印刷（新規）、総会、連絡会等資料の印刷に係る費用  
6. 交通費：今年度以降、計上しない                     
7. 広報費：広報費：ポスターデザイン作成に係る費用（新規） 

 
※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。 
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その他連絡事項 

・加盟園の担当係（2020年度は必要に応じて担当園を募ります） 
 

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
糸井
三瀬 

 

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。 

9/13 １園    開催しない場合 

   不要 

2/7 １園    開催しない場合 

   不要 

 

連絡会 

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。 

9/13 １園   Web開催の場合 

   不要 

2/7 １園  Web開催の場合 

   不要 

 

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。 

9/13 １園 Web開催の場合 

アンケート集計の

み 

 

2/7 １園 
Web開催の場合 

アンケート集計の

み 

2021年総会
議事録 

三瀬 
原  

 

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 川上 

糸井 

・会計監査（年1回、1時間程度） １園 
 

アンケート
補佐 

   原 
   平嶋 

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 
 

・次回定例会告知 
■ 2020年度 第１回あり方協議会/連絡会 

日時： 2020年9月13日（日）9:30~11:30 
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15分に会場へお越しください。 
※開催しない場合は事前にLINE＠でお知らせします。 
                                                                                                                      以上。 
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