
文京区認可保育園父母の会連絡会 

2017 年度	 第 3 回定例会議事録	 

日時：2018 年 3 月 4 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：藍染保育園	 

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回あり方協議会（２月４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.	 父母連アンケートの集計結果について	 

5.	 「保育園パパママトーク」の企画・準備について	 

6.	 総会議案書の作成について	 

7.	 2018 年度の父母連の係、会費について	 

8.	 運営委員経験者の各園での役員免除について	 

9.	 2018 年度の父母連運営委員の募集について 
10.	 質疑応答 
11.	 次回日程告知 
 

配布資料	 

	 

1. 2017 年度	 第 3 回定例会議事次第	 

2. 2018 年度の係について	 

3. 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＞ 
 
2.	 第 2回あり方協議会の報告 
	 ＜運営委員 小林＞ 
事前質問への回答について紹介 
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・定番質問 
→来年度の募集状況、保育士の一日の勤務体制などについて回答を得た。 
・おむつの持ち帰りについて 
→2018 年 4 月から全園でおむつの持ち帰りが廃止になり、園で廃棄してくれるようになる。長
年質問を投げかけてきた成果がようやく形になった。 
・育児休業中の継続通園について 
→育児休業が最長 2歳まで認められるようになったことに伴い、在園時の兄弟が満 2歳になる月
いっぱいまで継続通園できるよう変更される。 
・スターティングストロングプロジェクトについて 
→専門家チームによる能動的な対象児童の養育への関わり、子育て支援事業、パパの子育て支援

などを行っている。活動内容についての認知度はまだ 20%程度。よい冊子ができたのでいず
れ園から配布予定。 

・保護者会の土日開催について 
→例年通りの回答。運動会、お祝い会は土曜開催にしているが、その他の行事の土曜開催は予

定なし。 
・給食の調理委託について 
→2018年 4月から新たに 1歳児園 2園で開始される予定。再来年度からは 0歳児園にも拡充
予定。どの園かは不明。 

 
HPに議事録をアップする予定。 
参加者アンケートの結果、あり方協議会は引き続き年 2回の開催を予定している。 

 
3.	 文京区子ども・子育て会議に関する報告 
＜運営委員 小林＞ 
平成 29年度第 3回文京区子ども・子育て会議が開催された。 
・認可保育所１施設及び小規模保育所３施設の開設について 
・音羽地域活動センター跡地における育成室及び私立認可保育所の整備について 
上記について話があった。HP に内容がアップされている。今回の子ども子育て会議の目的は、

子育て支援の 5ヵ年計画を見直すことであったが、来年度は新たな 5ヵ年計画の策定に向けた議論
が行われる予定。次回は 6月開催予定。 
 
4.	 アンケート結果について 
	 ＜運営委員 山田・大島＞ 
・1504世帯のうち 721件から回答を得た（47.9%） 
・紙媒体から webに変更してフリーコメントが 300→1100件くらいに増えた。回収もスムーズ
にいった。 
・ボランティアで個人情報をチェックしていただいた。ご協力いただいた方々に感謝する。 
・アンケート結果をもとに 2月のあり方協議会の質問を加えることができた。 
・父母連非加入園にもアンケートを周知しているが、14件のみの回収にとどまった。 
・各園に結果を PDFファイルで送る予定、HPにもアップ予定。 
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5.	 「保育園パパママトーク」の企画・準備について 
＜運営委員 鈴木＞ 
・５名の文京区の現役パパママがパネリストになってトークイベントを行う。 
・育児休業を取得したパパ、ワンオペ気味の育児をされているママなどから、成功例・失敗例な

ど話してもらう予定。 
 
6.	 総会議案書の作成について 
＜運営委員 牛嶋＞ 
・2018年度の父母連総会は 5月 20日（日）10時～12時に開催予定 
・4月 20日に議案書を作成、各園に郵送予定。 
・総会参加予定の人中心にチェックしてほしい。 

 
7.	 2018年度の父母連の係、会費について 
係について 
＜運営委員 牛嶋＞ 
基本的には前年度と同様の業務内容。 
① あり方協議会（1回につき 3園、年 2回） 
・ポスターは運営委員の方でだいたい作成する。 
・主に受付、保育、議事録作成をお願いしている。 
②  ニュース 
・ニュース、イベントポスターはだいたい運営委員で作成している。 
・主に印刷だけお願いすることになる。 
③  イベント 
・自宅での作業はここ数年お願いしていない。 
・メインは会場での作業になる。会場設営、受付（アンケート回収・後日提出）、保育、議事録作

成。全部で５名くらいは必要か？ 
・イベントの際のパネリストを担当園から 1名ずつくらい推薦してもらっている。 
④  議事録 
・会場で議事録の作成を行う。年に４回開催。 
⑤  会場予約、会計監査 
・会場の予約、会計をする。 
 
・4月末くらいまでに各園で希望を決めておいて、5月の総会で決定する。 
・来年度の父母連参加者のメールアドレスをいただく際、（アンケート集計の）ボランティア募集

もするのでご検討よろしくお願いします。 
 
＜青柳＞ 
ボランティアの仕事量についての情報をシェア。 
・フリーコメントに記載されていた商標、個人名などの削除、表現を変えるなど→1時間くらいで
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終わる。 
・エクセルでマクロを組んで、手計算でチェック→2時間程度で終わる。 
 
＜本駒込南＞ 
係について：第 3希望までの担当にならない可能性はあるか？ 
 
＜運営委員 牛嶋＞ 
基本的には第 2希望くらいまでにおさまるよう配分できているが、年度によっては希望の偏りがあ
りジャンケンして決めた時もあった。 
 
会費について 
＜運営委員 牛嶋＞ 
・小規模園は 2000円、中規模園 4000円、大規模園 6000円。このまま据え置き予定。 
 
＜運営委員 小林＞ 
・余った会費についてはお返しするということになっているので、2018 年 5 月の総会の際に御報
告・返金できると考えている。 
 
質問 
＜青柳＞ 
父母連HPには古い会則が載っているようなので修正したほうが良いのでは？特に会費には注意が
必要。 
 
＜運営委員 小林＞ 
会費について誤解があるといけないので早めに更新する。 
 
8.	 運営委員経験者の各園での役員免除について 
9.	 2018年度の父母連運営委員の募集について 
＜運営委員 小林＞ 
・今年は 7人態勢でやっていた。例年 7、8名でやっている。 
・毎回前年度の役員が同じ園の中から知り合いを連れてきていて勧誘している。来年度少なくとも

3名は抜けるので、鋭意募集中。 
・父母連活動の大きな目的は保育の質をあげていくこと。単年度で目に見えてわかる成果が出るわ

けではないのでなかなかわかりにくい面があると思う。実際おむつの持ち帰り廃止がなくなった件

も足掛け 10 年くらいはかかっている。今後も文京区の幼児保育課との懸け橋として継続していく
活動なので、ぜひご協力いただきたい。 
・運営委員募集の一助となるよう、「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」というルールを会則に入れるなどご対応いただきたい。加盟園で

あれば他の園に転園・入園した場合も免除となるようにしたい。お子さんが複数いる家庭にとって

はメリットがあると考えている。 
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＜こひなた＞ 
具体的な作業内容、集まりの頻度などを教えてもらった方が運営委員に立候補しやすいのでは？ 
 
＜運営委員 小林＞ 
それぞれの業務内容は以下のとおり。 
渉外（あり方担当）：あり方協議会の開催に向け、各園からあがってきた意見を、うまく質問に落

とし込み、文京区幼児保育課に送る。幼児保育課との面談をして回答案をつめていく。面談回数は

それぞれ 1回（計 2回）。 
広報：定例会に合わせて父母連ニュースを作成、年に 3回。毎年 3月に父母連イベントを行ってい
て、11-3月くらいが準備期間。 
事務：総会、定例会の準備、とりまとめ。 
アンケート：あり方協議会との関連を考慮して設問を考える。毎年共通の質問 15 問＋新規 3 問程
度。 
 
＜運営委員 山田＞ 
・委員の仕事のためにとった午前休は 2,3 回。昼休みなど使って作業する、夜間に作業したのは 4
回くらい。 
 
＜運営委員 牛嶋＞ 
・父母連の手伝いをする中で誘われて運営委員になった。 
・区の保育課の方と何度も面談するうちに、区に自分の意見が言いやすくなった。 
 
＜運営委員 小林＞ 
区長への表敬訪問や保育課の方との面談などのために、午前休み 3回くらいとった。 
いろんな制度があるのに実は使用できていなかったということが勉強になった。 
 
＜本駒込南＞現在の役員の在籍園を教えて欲しい。 
 
＜運営委員 小林＞ 
こひなた、汐見から複数名、ほかには現在、藍染、千石から参画している。 
 
＜本駒込南＞ 
「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」と
いう文言は総会で決まる話なのか？ 
 
＜運営委員 小林＞ 
父母連が強制力を持っているわけではないので、各園の父母の会の会則に入れてもらいたいという

お願い。会則に入れるかどうかは各園の判断になるので、検討いただければ幸い。 
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園の行事写真購入について 
＜青柳＞ 
青柳では2018年3月末からクラウドサービスを利用して園を介さずに注文・購入が可能になった。
web 注文や web 決済が可能になった。メール便だと送料は 120 円。お願いしている写真館では 1
枚 130円で、値段は変わらず良心的な値段設定だと思う。園で写真を急いで選ばなくて済む、写真
館も写真を園に届けなくて済む、園も高額の写真代を保管しなくて済む、などメリットは大きいと

思われる。 
 
Web 閲覧の導入など段階を経て、今回 web 決済、自宅配送の導入に至った。2 年間かけて実現し
た。全家庭からの個人情報保護の同意書を園に提出してもらっている。 
 
＜本駒込南＞	 時間をかけて導入に至ったのか。 
 
＜青柳＞	 文京区内の小学校ですでに導入されているところもあるので、後押しになった可能性が

ある。 
 
＜運営委員 小林＞	 データではもらえないのか？ 
 
＜青柳＞	 オプションとして、データで配信してもらえるような業者もある。 
 
＜運営委員 小林＞	 同意書については園から新入園の方に通知されるのか？ 
 
＜青柳＞	 そうです。特に他のお子さんや先生の肖像権などについて、SNS へのアップロード禁
止やウイルス感染への対策など注意点としている。 
 
報告事項 
＜ハッピーマム＞ 
ハッピーマムの父母の会の運営自体が難しい状況になったため、父母連を脱退するという決定にな

った。認可園になるにあたり経営者が変更になり、その際発生した様々な問題に関しては父母連の

方々にお世話になり、大変感謝している。 
 
10.	 質疑応答 
＜本駒込南＞	 あり方協議会やイベントの際の保育担当が 2名では足りないか？ 
 
＜運営委員 小林＞	 回によって預かる子供の人数の増減があるが、これまでの状況から考えると
3-4名程度いてもらったほうがよいかもしれない。0歳児は断り、1歳児以上を見てもらうようにし
ている。 
 
＜久堅＞	 イベントの内容と日時は父母連のMLで流すか？ 
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＜運営委員 小林＞	 役員の募集の件と同時に周知する。園で共有していただけると有り難い。 
 
＜運営委員 小林＞ 
前回 2月のありかた協議会はシビックセンターでの開催だったが、シビックセンターは駅からも近
く交通の便が良いので、次回以降もシビックセンターで開催するのはいかがか。開催場所について

何か意見はあるか？ 
 
＜本駒込＞	 業務用エレベーターを使用したため部屋の場所がわかりにくかった。シビックセンタ

ー自体は駅から近いので場所としては良かった。 
 
＜駒込＞	 5-10分くらいエレベーターが来なかったのでそれが改善されれば良い。 
 
１１	 次回日程告知 
■保育園パパママトーク 
日時：2018年 3月 18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 

■第 42回父母連総会 
日時：2018年 5月 20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 

 
以上 

 


