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2017 年度 第 1回定例会議事録 

日時：2017 年 7 月 2 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. 区長訪問(5/23)に関する報告 

3. 本年度定例会で扱う議題・意見・要望について 

4. DVD 撮影業者について（Web アンケートに基づき各園から質疑応答） 

5. あり方協議会で扱う議題・意見・要望についてほか 

6. 各父母会意見交換 

7. 質疑応答 

8. 次回日程告知 

 

配布資料 

 

1. 2017 年度 第１回定例会議事次第 

2. 2017 年度の父母連アンケートスケジュール 

3. DVD 撮影業者等アンケート 

4. 父母連ニュース 

 

話し合いの内容 

 

1. 開会挨拶 

＜運営委員・小林＞ 

DVD 業者アンケート回答への御礼。 

今年はなるべくウェブを使って色々な意見を集約し、公開方法も HP だけでなくグーグルドラ

イブ等を活用していきたいと思う。 

（HP だと、必要な資料に辿りつけない等があった為） 
 
 

2. 区長訪問(5/23)に関する報告 

＜運営委員・小林＞ 

5/23 に成沢区長を運営委員４名で訪問した。 

内容は父母連ニュースに記載している。 

区長との話の中で大切なのは保育料の改定、保育士の待遇改善だと感じている。 

・保育料の改定について 

こども子育て会議ですすめていく内容ではあるが、幼児保育課長も話していた通り、急いで改

定する必要はないと区長も言っていた。なるべく皆が納得いく形になるように、時間をかけて

議論していく事が大事だと考えている。 

・保育士の待遇改善について 
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区によってはその区内の保育園に補助を出す事によって保育士の給料を上げる施策をとってい

るが、それだと同じ事業者の保育園に勤めていても区をまたがって転勤があると給料が下がっ

てしまうという現象があり、保育士が定着しないという問題があるという事。文京区では現金

で支払うのではなく、区内で実績のある業者に二つ目以降の保育園を増やす際に補助金を上乗

せする事で、業者を区に定着させる事、良い保育士さんに継続してもらう事を目指していると

の事。 
 

3. 本年度定例会で扱う議題・意見・要望について 

＜運営委員・牛嶋＞ 
定例会議題について募集したが、特にメールはなかった。この場で他園の状況について聞きた

い事などがあったら、今日でも良いし、後日でも構わないので、身近な情報交換をしてもよい

と思う。以前は行事・イベントの情報交換等をした事もある。 

今何か聞いてみたい事がある方はいるか。 

 

■議題：保護者証について 

 

＜向丘保育園＞ 

保護者証の扱いについて園で議論がある。 

保護者証は入園時に園から２つ（保護者証＋カードホルダー）のみ渡され、以降更新はない。

破損しても再配布されない。 

父母会から配布している園もあるとの事で、父母会からの支給なのか園からの支給なのか、破

損した時は自己資金で購入しているかどうかを教えて欲しい。 

 

＜運営委員・小林＞ 

以下３点という事で各園回答 

1.保護者証の支給の範囲 

2.どこが費用を負担しているか 

3.破損時の対応方法 

 

    ※以下「－」表記は回答無しの場合 

 

 ＜さしがや＞ 

1.2. 

保護者証（園）／カードホルダー（父母会） 

 3. 保護者証は園に相談。カードホルダーの破損時は自己負担だが、父母会から園に渡して

い 

 て、在庫がたくさんあったので先日必要な方に再配布した 

  

  

＜ハッピーマム＞ 

保護者証、カードホルダーは配布されていない 

引き取りカードは２枚渡されている 

 

＜水道＞ 

1.2. 

保護者証（父母会）／カードホルダー（父母会） 

父母会予算でカード３枚（印刷代） 

ホルダーは１つのみ？予算上出ていないので、確認が必要 

3.分からないが、園からという事はないと思う 
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＜本駒込＞ 

1.2. 

保護者証２枚（園）／カードホルダー２枚（園） 

保護者証は毎年更新 

3.分からない 

 

＜駒込＞ 

1.2. 

保護者証２枚（園）／ カードホルダーの支給はない 

保護者証は毎年更新、色が変わる 

3.破損時、紛失時は園に相談 

 

＜どんぐり＞ 

暗証番号なので、保護者証、カードホルダーは配布されていない 

 

＜目白台＞ 

1.2. 

保護者証３枚（園）／ カードホルダーの支給はない 

3.－ 

 

＜藍染＞ 

1.2. 

保護者証２枚（園では？）／ カードホルダーの支給はない 

3.－ 

 

＜本郷＞ 

1.2. 

保護者証（園）／ カードホルダーの支給はない 

3.おそらく園からもらえる 

 

＜本駒込西＞ 

1.2. 

紙をパウチしたものに紐が通った物２枚（園） 

毎年渡される 

3.園からもらえる 

 

＜千石西＞ 

1.2. 

紙をラミネート加工したものに紐が通った物３〜４枚（原則２枚）（園）が渡される 

入園時のみ 

カードに組の色シールが貼ってあり、毎年シールを張り替える 

3.園に言えばくれる気がするが、分からない 

 

＜青柳＞ 

1.2. 

保護者証２枚（園）／ カードホルダーの支給はない 

入園時のみ 

3.園から再発行 

 

＜本駒込南＞ 
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1.2. 

紙をラミネート加工したものに紐が通った物（園） 

3.園から再発行 

 

＜千石＞ 

1.2. 

保護者証２枚（父母会）／カードホルダー２枚（父母会）  

入園時のみ 

3.破損時も予算は父母会 

 

＜こひなた＞ 

1.2. 

保護者証２枚（園）／ カードホルダーの支給はない 

保護者証は希望の枚数渡される 

毎年更新ではなく、何年かに一回更新される 

3.－ 

 

＜久堅＞ 

1.2. 

保護者証３枚（園）のみ／ カードホルダーの支給はない 

入園時のみ、退園まで使う 

3.園で対応 

 

＜しおみ＞ 

1.2. 

紙をラミネート加工したものに紐が通った物（園）２枚 

申請した場合は３枚もらえる 

保育園の印が入っている 

3.破損を聞いた事がないので、確認が必要であれば確認する 

 

＜向丘＞ 

毎年変わっている園の方にお聞きしたい、色が変わっているか？ 

個人名が入っていないタイプか？ 

保育園の名前だけか。 

 

＜水道＞ 

園名だけが入っていて、学年ごとに色が違う。６年間ずっと使う。 

色で学年が分かるようになっている。 

 通し番号が入っているので、落とした時に分かるようになっているのではないか？ 

 

＜運営委員・小林＞ 

ここからは挙手で。 

Q.保護者証に個人名が入っている園は？ 

      １１園 

Q.毎年更新されている園は？ 

      ３園 

Q.学年によって色分けされている園は？ 

      １園 

 

＜向丘＞ 
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個人名が記載されている場合、毎年更新の園は無いようだ。名前が記載されていると園でも再

印刷が面倒なのではないかと思う。 

個人名が記載された形で渡されているものについては、入園から退園まで使っているという事

が理解できた。カードホルダーも個人で用意している園が多そうという事で。 

 

＜運営委員・小林＞ 

中にはラミネート加工したものに紐を通したものを園が配っているという園もあるようだ。 

    こういった感じで、細かいことを定例会で話していけたらと思う。 

これまで総会議案書には行事についてどういったものを行っているかを記載していたが、総会

議案書のスリム化という事で、今年度から割愛している。 

    行事に関して、前年度までのものは HP から総会議案書を見ていただければと思う。 

 

他に情報共有されたい方はいるか。 

 

＜千石西＞ 

Q.父母会の電子化について教えて欲しい 

    父母会を電子化出来ないかという議題がある。 

千石保育園がかなりスムーズに行っていると聞いているので、どのように電子化されているの

か教えて欲しい。例えばメール会議、チャットなどをやっているか。 

 

＜千石＞ 

    メール会議、チャットなどは行っていない。 

 

＜運営委員・小林＞ 

数年前にペーパー総会にしたという話があった。その事かと思う。参考になるので、教えて欲

しい。 

 

＜千石＞ 

総会はウェブにした1。各家庭にメールで議案を送付して共有し、問題なければそのまま決議

という事にしている。父母会の役員会議は集まって行っている。 

 

＜運営委員・小林＞ 

確かに各園でコミュニケーションの取り方は違うと思うので、各園がどのようにやっているか

アンケートを取りたいと思う。アンケートが出来たらご連絡させていただく。 

詳しい結果は１１月の第二回の定例会で報告するが、今日配っているアンケート結果のように

メールでも共有させていただく。 
 
 

4. DVD 撮影業者について（Web アンケートに基づき各園から質疑応答） 

＜運営委員・大島＞ 

アンケートの経緯は、前回の総会で久堅保育園より質問があり、ウェブアンケート実施。１４

園から回答。そのうち２園は、ＤＶＤ業者には依頼していない。お祝い会は全ての園が実施。

運動会は５園が業者依頼。 

    ＤＶＤ価格はいろいろだが、一番利用が多い＊＊はだいたい２千台円くらい。 
（※＊＊は業者名。詳細は総会後に実施した「DVD 撮影業者についてのアンケート結果」参照。） 

納期は、卒園に間に合う園が半分くらい。卒園に間に合わない場合は、郵送等で工夫して対応。 

    集金方法は、ほぼ父母会でとりまとめ。振込は３園。他は現金。 

                                                 
1後日、千石より、定例会の場で「総会はウェブ」と発言をしたが、その後確認したところ総会はウェブ化してお

らず、「昨年度よりペーパー総会に移行しており、本年度もペーパー総会。（議案書を配布し、ポストにて回

収）」との旨の訂正の申し出があった。 
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こひなたは封筒に現金を入れて、父母会の鍵付きのボックスに入れてもらい、その日のうちに

回収してもらう。 

業者名は、＊＊が多い（５園）。その他は、後で気になるところは質問してほしい。今回気に

なるところで、誓約書が挙がっていたが、ない園が多い。実施している園は、経緯等があれば、

教えていただけるとありがたい。 

納品等のチェックはあったり無かったりだが、＊＊では Youtube にアップして確認。 

       その他は、補足、疑問があれば発言いただきたい。 

 

＜本駒西＞ 

DVD の依頼をほとんどの園がしているが、当園ではしていない。依頼費はどこから？一回の業

者への支払いはいくらくらいか。 

 

＜運営委員・小林＞ 

       依頼費とは？ＤＶＤ費以外の金額のことか？ 

 

＜本駒西＞ 

       撮影代のこと。 

 

＜運営委員・小林＞ 

撮影代を別途支払っている園や、父母会から費用を支払っている園はあるか？（挙手がない

ようなので）おそらくない。ＤＶＤの料金に撮影代も含まれている。 

 

＜千石＞ 

制作諸経費として振込手数料、封筒・切手代等は、父母会が負担。申込みをしない人もいる

が一律で父母会から負担している。 

 

＜こひなた＞ 

費用の件では、こまごましたお茶代、駐車場台は父母会負担。他園に質問したいのだが、購

入の 低枚数の制約があるのか聞きたい。 

 

＜本郷＞ 

数年同じ業者。ＤＶＤ、ブルーレイで価格が変わるのは、６０枚から。事前に買う意志があ

るかをお祝い会前に全世帯にアンケートする。その結果、だいたいこのくらいの価格になる

と周知してから、購入してもらう。 

 

＜しおみ＞ 

低枚数はおそらくない。枚数に応じて、金額がスライドする。購入の意志を聞く時に、

「●枚以上であれば△円」という周知の仕方。事前アンケートは取らない。 

 

＜運営委員・小林＞ 

       そういった場合だと申込時には、金額が決まっていない。いつお金を支払うのか。 

 

＜しおみ＞ 

       後から連絡が来てから、金額をお知らせ。金額は父母会への振込で対応。 

 

 ＜運営委員・大島＞ 

      父母連アンケートスケジュールについて、説明したい。 

次回の定例会は１１月なので、このタイミングで説明を行う。アンケート結果は毎年あまり

変わらない場合もあるが、定点観測という意味もある。変わらない事にも意義があるので、

協力していただきたい。 
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今日は概要を説明。アンケートの担当者を各園から専任で出してもらっているので、今後はそ

の方と連絡をとる。実際にアンケートが始まるのは１０月から。各園でアンケートを配布して

もらう。途中集計を発表するので、回答状況によっては再度周知をしてもらえるとありがたい。

以前は紙で配布したアンケートを回収し、各園の担当者がエクセルに結果を打ち込んでいたが、

昨年度ウェブ化して、その負担自体はかなり減っている。ただ、昨年度が初めてで修正が必要

な個所もあると思うので、少しずつ修正しながらやっていきたい。１２月の定例会で、使った

感想なども聞いてみたい。結果は２月のあり方協議会で、使用したい。 

アンケートは、今回のＤＶＤアンケートと同様に、ＵＲＬを各園で変えることはしない。アン

ケートに回答する際に、自分の園を選択してもらう。 

前回、途中で確認したい事などが生じてもどなたに聞けばよいかわからないとの意見があり、

今回は各園でアンケート担当者を決めさせてもらった。何かあったら相談させていただく。 

また、メーリングリストを訪ねた際に、ボランティアの方を募集しているが、今も引続き募集

している。公開前に個人情報を削除する等の仕事をお願いしたい。自由回答は、紙でアンケー

トを実施していたときは、３００程度だったが、ウェブ化で１５００に増えたので、確認の負

担が増えている。ぜひ協力をお願いしたい。 
 
 

5. あり方協議会で扱う議題・意見・要望についてほか  

 

＜運営委員・小林＞ 

各保育園、おむつ、歯磨き、お昼寝が多いという印象。保育課に事前に送り、あり方協議会で

回答を得るという形にする。 

育成室の利用時間については、保育課の管轄外となるため、私の方で、育成室の団体、区連協

に伝えていく。 

    先日、こひなた保育園からもらった追加の意見も含めて伝えていく。 

 

＜こひなた＞ 

       区への質問もあげていいのか。協議という事ではなく、見解を聞きたいものがあるが。 

 

＜運営委員・小林＞ 

       大丈夫。もし、この場でお話しいただけるのであればお願いしたい。 

 

＜こひなた＞ 

災害時の引取の件について、園からは発災から 短でどれくらいで引き取りに来られるかとい

う質問が来て提出していると思うが、行政的には会社に対して落ち着くまで、数日、３日間と

か会社に留まれという条例がある。危険があるので。そこに齟齬がある。保護者としてどう対

応すべきかを聞きたい。 

 

＜運営委員・小林＞ 

事前質問に追加させていただく。 

あり方協議会はバトルする場ではなく、現状確認し、議論し、対策があればそれを検討すると

いうのをここ数年やっている。正面から要望すると建設的な議論ができなくなるので、要望も

まずは事実確認から入らせていただく。 
 
6. 各父母会意見交換 

 
    なし 

 

7. 質疑応答 

＜運営委員・小林＞ 

訂正：第二回定例会 １２月３日（日）→１１月２６日（日） 
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確認依頼：総会の議事録の修正版を送るので、確認をお願いしたい。 

宣伝：子ども子育て支援会議、7月 25 日シビックセンター２４F で開催。 

    予約すれば保育あり。 

 

＜青柳＞ 

    どんな人が子ども子育て支援会議に参加するのか。 

 

＜運営委員・小林＞ 

主催は文京区。参加者は父母連と区連協、幼稚園、障害児支援の代表者、区民の代表者、大

学、幼稚園の先生など。議題は子ども子育て支援計画の見直しがメインで、他には保育園料

改定の考え方や新規開設保育園の情報、待機児童数や育成室、保育園の話なども扱う。傍聴

者も多い。議事録がアップされるため参加しなくても内容確認が可能。文京区基本構想推進

委員会というものもあり、年度３回くらい開催されている。基本構想実施計画の冊子をもと

に、予算などを議論。区の全体像を知ることができる。会議の日程はまた連絡するので、興

味がある人はぜひ参加を。 
 
 

 
8. 次回日程告知 
 
 ■2017 年度第２回文京区保育のあり方協議会 

日時：2017 年 9 月 10 日（日）10:00～12:00 

場所：男女平等センター研修室Ａ 

※会場設営・保育担当は 9:30 集合 

 

 ■2017 年度第 2回定例会 

日時：2017 年 11 月 26 日（日）10:00～12:00 

場所：男女平等センター研修室Ａ(予定) 

 

 

以 上 


