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1.  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 17 園の父母の会が集まって

組織している連絡会です。各園の日常的な保育の情報交換や文京区役所などの関係者に働きかけ保育の質

を維持・向上させることで文京区の子育て支援施策を充実させることを目指し、活動をしています。  

 

＜現在の加盟父母会＞（五十音順） 

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、本駒込南、

本駒込西、向丘、目白台 

 

 

父母連の運営と活動 

◎総会・定例会の開催 

＊年 1 回の総会、年間 3 回ほどの定例会を開催し、保育園に関する日常的な情報交換を行っています。 

＊定例会に合わせ「父母連ニュース」を発行し、活動状況をお知らせしています（父母連ホームページ  

 http://fuboren.cocolog-nifty.com/blog/をご覧ください）。 

 

◎文京区保育のあり方協議会の開催 

＊年 1～2 回、文京区役所・男女協働子育て支援部（＝保育園の所管部）の部長・保育課長ほか担当者、 

また、保育園の園長先生をお招きし、保護者と行政の協議の場を持っています（このような協議の場がある

自治体は他にはないと、私たちは聞いています）。 

 

◎父母連イベントの開催 

＊保育園児との生活 AtoZ～イマドキの保育園事情～は父母連主催のイベントです。 

お子さんの保育園入園を希望するパパ・ママと現役パパ・ママが集い、リアルな保育園生活の情報共有をす

ることで、入園前の不安を少しでも解消できればとの思いで開催しています。 

 

◎父母連アンケートの実施 

＊毎年一回、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しています。アンケートの結果は保育課に提出し、行政

側に保護者の声を届けています。 

 

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、 

保護者側のカウンターパートとして父母連は機能しています。 

 

詳しくは、2015 年度の活動報告を参照ください。 
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2. 一年を振り返って 

 

向丘・鈴木（2015 年度会長） 

 

2015年度は父母連会長2年目としての1年間でした。他の運営員のお陰で父母連のイベントはとてもスムー

スに開催でき、どのイベントも今までよりも盛り上がっていたのでは？と感じました。各担当園のご担当の皆様、 

保育課の方々、および運営員に皆さん に感謝する次第です。 

この 2 年間を通じて、子育ての問題は、たとえば待機児童問題は、 それを解決しようとするとそれに関連し

た多くの問題を解決していく必要であることがわかりました。例えば、保育園の定員が足りない場合、保育園を

増やさなければなりません。保育園を増やすにはその土地が必要です。土地を見つけたら周囲の住民に、そこ

に保育園ができることを理解してもらう必要があります。今までに比べたら賑やかになります。その保育園に園

庭が無い場合は、近くの公園を利用する必要があります。公園の近隣のご理解も必要になります。その新しい

保育園の周りの安全性の確保、喫煙所が近くにあるか？車通りはどうか？その保育園の先生の確保、経験豊

かな先生も配置できるのか？保育園を作るには多くの問題課題を解決しなければならないのです。 

今日の日本社会では「共働き」が多く、総務省統計局に「25～44 歳の育児をしている女性の都道府県別有

業率」というデータが公開されています（男性版が無いのも考えものですが）。それによると東京都はその年齢

層の育児をしている女性の 50％が働いているそうです（因みにトップは島根県で 74％強）。こういった社会的な

状況を支える為には保育園は必要です。待機児童（実際に待っているのは児童ではなく親の方ですけど）問題

は解決しなければならない重要な問題の一つだと思います。我々区民および区の職員は待機児童の問題を解

決するにはそれに関連する複数の課題をきっちりと理解をし、対応することが必要だと云うことを忘れてはなら

ないと思います。 

父母連としては、2016 年度以降も区立保育園の質の維持および向上、私立認可園の保育の質の問題、待

機児童の問題を考えていかなければならないと思います。問題の本質を見極めつつ、子供達の将来の為に力

を合わせて頑張っていけたらなと思います。 
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2015 年度活動報告 

 

3.  2015 年度の主な活動 

 

月日 主 な 活 動 

5 月 17 日 第 39 回父母連総会 

 25 日 成澤区長を訪問（シビックセンター） 

 25 日 保育課訪問。新旧運営委員が文京区保育課に引き継ぎのご挨拶・意見交換 

6 月 12 日 文京区学童保育連絡協議会の総会に出席 

 29 日 子ども子育て会議（第 1 回）に推薦委員が出席 

7 月 6 日 第 1 回父母連定例会 

 10 日 子ども読書活動推進計画策定検討委員会（第 1 回）に推薦委員が出席 

 29 日 基本構想推進区民協議会（第 1 回）に推薦委員が出席 

8 月 5 日 基本構想推進区民協議会（第 2 回）に推薦委員が出席 

 20 日 保育課訪問、第 1 回「文京区保育のあり方協議会」の協議事項打ち合わせ 

 25 日 子ども子育て会議（第 2 回）に推薦委員が出席 

9 月 6 日 第 1 回「文京区保育のあり方協議会」開催 

 30 日 子ども読書活動推進計画策定検討委員会（第 2 回）に推薦委員が出席 

10 月 22 日 子ども読書活動推進計画策定検討委員会（第 3 回）に推薦委員が出席 

 28 日 基本構想推進区民協議会（第 3 回）に推薦委員が出席 

11 月 4 日 基本構想推進区民協議会（第 4 回）に推薦委員が出席 

12 月 6 日 第 2 回父母連定例会 

  父母連アンケート実施 

1 月 14 日 保育課訪問、第 2 回「文京区保育のあり方協議会」の協議事項打ち合わせ 

 20 日 子ども子育て会議（第 3 回）に推薦委員が出席 

 25 日 子ども読書活動推進計画策定検討委員会（第 3 回）に推薦委員が出席 

 27 日 基本構想推進区民協議会（第 5 回）に推薦委員が出席 

2 月 7 日 第 2 回「文京区保育のあり方協議会」開催 

3 月 6 日 第 3 回父母連定例会開催 

 19 日 行事「保育園児との生活 AtoZ～イマドキの保育園事情」開催 

5 月 22 日 第 40 回 父母連総会 
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4.  運営形態・各園の役割分担 

 

★2015 年度運営委員の役割と担当者 

○会長：鈴木（向丘） 

副会長をはじめ、各父母会のみなさんと相談しながら運営を進めました。また、父母連の事務局長とし

て、対外的な窓口となり渉外に関わった他、定例会の準備、定例会当日の議事進行などを行いました。 

○渉外担当副会長：砂倉（こひなた）、小林（こひなた） 

認可保育園を所管する保育課や区連協(育成室)等関連団体との情報交換や意見交換、あり方協議担

当父母会、アンケート担当父母会との連絡調整を行いました。また、文京区子ども・子育て会議（砂倉）、

文京区基本構想推進区民協議会（牛嶋）、子ども読書推進計画策定検討委員会(小林)に参加しました。 

○広報担当副会長：牛嶋（千石）、鈴木（しおみ） 

父母連ニュースの編集、印刷、配布の実施。次年度入園児保護者向け行事のポスターの作製及び掲

示、運営も担当しました。また、父母連ホームページの管理等を行いました。 

○事務担当副会長：比田井（さしがや）、藤山（しおみ） 

名簿の作成、定例会の議事録・事務書類の管理、各係のサポート、会計担当父母会、との連絡調整等

を行いました。 

 

各係の担当父母会と担当運営委員 

係 担当父母会 担当運営委員 

アンケート 青柳 渉外担当 

あり方協議会 水道、しおみ、千石西、向丘 渉外担当 

広報 駒込、本駒込、藍染、どんぐり 広報担当 

ＡｔｏＺ 本駒込南、目白台、こひなた 広報担当 

事務 さしがや、千石、本郷、久堅 事務/広報担当 

ＭＬ管理 本駒込西 事務担当 

 
 

☆ 定例会の会場設営・保育ローテーション 

定例会にお子さん連れで参加する保護者のために、保育担当を設けて子どもたちの保育をしています。 

基本的に 2 園ずつ、1 園につき 3～4 名が保育にあたります。2015 年度は定例会の場合 2 園体制とし、総会、

あり方協議会の場合、体制を増やしてローテーションを組みました。ローテーションは以下の通りです。 

 

総会時は保育が大変込み合うため、3 父母会＆2 部屋体制で臨みましょう。 

2015 年 2016 年 

7 月 藍染、本駒込南 2 月(あり方) さしがや、本駒込、本郷 

9 月(あり方) 
千石、どんぐり、本駒込西、

目白台 
3 月 水道、千石西 

12 月 向丘、駒込 5 月(総会) 青柳、こひなた、久堅、しおみ 
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5. 1）委員派遣：文京区 基本構想推進区民協議会 
 

千石・牛嶋 

 

平成２２年度６月に策定した文京区基本構想に掲げる１０年後の将来都市像「文の都」～歴史と文化と

緑に囲まれたみんなが主役のまち、の実現に向けて平成２３年度から２５年度は第１期 3 カ年計画として

基本構想実施計画を策定し、平成２６年度からの 3カ年の実施計画を策定する協議が行われました。今年

度の基本構想推進区民協議会では前年度までに策定された計画の進行管理を主に行いました。 

基本構想は５つの大項目（1. 子育て・教育、2. 福祉・健康、3. コミュニティ・産業・文化、4. まちづくり・

環境、5. 行財政運営）と２０の中項目、全部で２４９の事業からなり、すべてについて協議会で評価するの

は困難であるため、重要度の高い事業、委員の関心の高い事業を中心に評価を行いました。 

メンバーは学識経験者２名が議長、副議長となり、団体推薦委員１２名、区民公募委員９名で、牛嶋は

昨年度から父母連推薦委員となり、今年度で任期は終わりました。今年度は５回の会合が開かれました。

第 1 回、第 2 回は事務事業評価に関する審議、第 3 回、第 4 回は基本構想実現度評価に関する審議を行

いました。また、第 4 回、第 5 回は文京区版の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に関する審議を行い

ました。 

事務事業評価は、行政・所管課による自己評価のようなものです。基本構想実現度評価は、前年度ま

での区民協議会で計画と同時に評価指標についても策定されており、それに基づいた評価で多くはイベン

ト参加者数や満足度といった数値評価になっています。いずれも区の担当者による説明ののち各委員か

らの質疑という形で行われました。 

父母連として最も関係の深い子育て・教育とくに保育園に関する部分では、私立保育園の拡充や認可

外保育所の認可化など、子ども子育て会議と重複するところも多いですが、保育園の耐震改修や保・幼・

小・中連携なども基本構想に含まれています。 

文京区基本構想は区が行っている事業の大部分を網羅しているので、資料が多くて大変でしたがこの

区民協議会に出ることでたくさんの区の事業を知ることができ、その意味では大変勉強になりました。今年

度定例会の保育でもお願いした読み聞かせボランティアも、絵本の読み聞かせ講座や講座受講者がボラ

ンティア活動に参加できるようフォローすることを区の事業として行われているものです。来年度もさまざま

な事業に注視していきたいと思います。 

 

 

▼協議会の資料や議事録、実施計画の詳細については、区のホームページをご参照ください。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/kekaku/kihon/kuminkyougikai.html
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5. 2）委員派遣：文京区 子ども子育て会議 

 

こひなた・砂倉 

 

2013 年 8 月から文京区版子ども子育て会議（正式には『文京区子ども・子育て会議及び文京区地域福祉推進

協議会子ども部会』）が開催され、父母連推薦委員として参加しました。 

この会議では、開始から 2 年かけて、5 か年分（2015-2020 年度）の子育て支援に関する政策や事業計画を策

定しました。2015 年度はニーズ量予測と実際の乖離や計画実行の進捗状況などの確認が主な内容でした。会

議の要点を以下に記載します。 

 

1,出生数増加傾向は継続 

2014(H26)年の出生数は 1917 名。計画策定時に推計した 1730 名を上回る増加です。子供の増加傾向継続に

より保育園・幼稚園ともに不足する見込みで、今後どのように対処していくか悩ましいところです。子ども達が豊

かに過ごすための施設やスペースを新たに確保していくとともに、現在あるスペースをより有効に活用する必

要があるのではないかと意見が出されました。 

2,認可保育園入所不承諾、待機児童 

2015(H27)の保育園入所状況が示されました。認可保育園定員は 3520 名、在籍 3328 名。入所不承諾は 449

名、うち認証保育所等で保育されている児童数は 317 名、育児休業延長 63 名、待機児童は 69 名。認可保育

所の定員増にもかかわらず、待機児童も増加しています。 

3,育成室待機児童 

・4 か所の増設や 40 名を超えた受入を行っているにも関わらず、育成室でも待機児童が発生しています。今後

も育成室の増設、また区内全小学校（20 校）で「放課後全児童むけ事業」実施が予定されています。 

4,育成室・幼稚園の利用料見直し 

育成室保育料を 7000 円→10000 円/月、幼稚園保育料を 9000 円→12000 円/月に見直す案が提示され、議論

しました。「児童急増の今、やむを得ない」「子育て分野での値上げは許せない」「低所得世帯に配慮すべき」等

様々な意見が出されました。最終的には区議会でこの案が可決され、2016 年度から実施されています。 

 

文京区においては人口流入の傾向が強く、子どもの数はここ 10 年間増え続けています。子育て世代の転入増

加がその原因と考えられます。ただ、日本全体でみた場合には子どもの絶対数は減少していくことが予測され

ており、文京区においても 2020 年がピークではという予想もあります。しかし、文京区で多数のマンション建設

が続いている現状を見ると、ますます東京集中・過密化がすすみ、結果として子どもが過ごす環境が悪化する

のではないかと危惧しています。 

 2015年3月25日、自民党は『待機児童対策緊急提言』を発表しました。「既存の保育園への受け入れ人数の

拡大」として、「人員基準、面積基準について、国の最低基準を上回る基準を設定している自治体において、保

育所等それぞれが、国の基準を上回る部分を活用して、一人でも多くの受け入れを積極的に取り組むことを要

請する」と記載されています。保育園児の環境悪化の危機はすぐそこにあるのだと感じます。 

推薦委員としての私の任期3年は終了しましたが、2016年からは2年の任期で新たな推薦委員が参加します。

引き続き現役保育園児保護者のリアルな意見を行政に届けていければと期待しています。 

▼子ども子育て会議の URL 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/kosodatekaigi.html 

▼自民党『待機児童対策緊急提言』 

https://www.jimin.jp/news/policy/131806.html 
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5. 3）委員派遣：文京区 子ども読書活動推進計画策定検討委員会 

 

こひなた・小林 

 

平成 28 年度から 5 年間の「子ども読書活動推進計画」を策定するための検討委員会に父母連推薦委員とし

て参加いたしました。 

子どもの読書活動については、平成13 年に制定された「子どもの読書活動の推進に関する法律」において、

すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的に

環境整備を推進することが基本理念とされています。また、国や各自治体に対し、子どもの読書活動の推進に

関する施策を策定し、実施することを求めています。文京区では、本法律に基づき、「子ども読書活動推進計画」

（平成 23 年度～平成 27 年度）を策定し、子ども（0 歳児～おおむね 18 歳）の読書環境を整備してきました。平

成 27 年度で計画期間が終了することから、平成 28 年度から平成 32 年度を計画期間とした推進計画を検討す

る本委員会が設置されました。 

委員会は学識経験者が議長、中学校校長が副議長となり、区内関係団体推薦委員（出版社含む）8 名、区

立幼保小中学校の園長/校長 4 名、区民公募委員 4 名で構成されました。4 回の検討会議が開催され、第 1 回

は概要説明（根拠となる法律の説明及び平成 27 年度までの計画の内容理解）、第 2、第 3 回は素案の審議、

第 4 回は「子ども読書活動推進計画」最終案の審議を行いました。 

検討委員会では、過去 5 ヵ年の推進計画で実施された 54 事業の成果を踏まえ、35 事業計画を策定しました。

事業計画の検討資料として、平成 27 年 5 月に保育園保護者に対しても実施された「文京区子どもの読書活動

に関するアンケート」が活用されていました。このアンケートでは、読み聞かせの頻度、家庭にある絵本の冊数、

図書館の行事やブックスタートへの参加の有無を問う設問があり、図書館に対する要望の一部についても、委

員会内で検討されました。 

乳幼児の保護者として関連する新規/重点事業計画は下記のとおりです。 

・ ブックスタートのフォローアップ事業の充実： 1 歳 6 ヵ月児を対象に図書館バッグと絵本を配布する

「としょかんとなかよし」を月 1 回実施し、より多くの対象者に配布できるよう努める 

・ 「乳幼児とその保護者が利用しやすい環境作り」：乳幼児向け絵本や育児に関する図書を充実させる

とともに、親子で利用しやすい環境を整える 

・ 「プレママ・プレパパへの啓発」：子どもの読書活動の意義について啓発するチラシを同封し、読書の

大切さを伝える 

 

▼検討委員会の資料や議事録、実施計画の詳細については、区のホームページをご参照ください。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/libraries/dokusho/dokusho02.html 
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6. 定例会の主な議題 

 

第 1 回 （7/5） 

1. 年会費徴収  
2. 会長挨拶 

3. 渉外に関する報告 

  文京区子ども・子育て会議 

4. 2014年度第３回定例会で提案された要望（駒込・本駒込西）について 

5. 定例会・あり方協議会で扱う議題・意見・要望について 

6. 各父母会の行事について意見交換 

 

第 2 回 (12/6) 

1. ハッピーマム茗荷谷園の新規加盟について  

2. 第1回保育のあり方協議会（9/6実施）の報告  

第2回保育のあり方協議会（2/7開催）の議題について  

3. アンケートの実施要領と今後の流れについて 

4. 保育園児との生活A to Z（3/19開催）の企画・準備について 

5. 渉外に関する報告  

文京区子ども・子育て会議                           

文京区基本構想推進区民協議会 

子ども読書推進計画策定検討委員会 

6. 父母会総会の開催方法等について意見交換  

7. 2016年度父母連運営委員について 

 

第 3 回 （3/6） 

1. 第 2 回保育のあり方協議会(2/7 実施)の報告について 

2. 渉外に関する報告 

文京区子ども・子育て会議 

3. 父母連アンケートの集計結果及び Web 化について 

4. 保育園児との生活 AtoZ（3/19 開催）の企画・準備について 

5. 総会議案書の作成について 

6. 2016 年度の係について 

7. 2016 年度父母連運営委員について 
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7. 保育のあり方協議会 

 

こひなた・砂倉、小林 

1.あり方協議会とは 

正式名称は「文京区保育のあり方協議会」。公開のもと「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、文京区の行政と保育関係者と保護者とで協議する場として設

けています。父母連が事務局をつとめ、2001(平成 13)年度から開催しています。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。 

2.2015 年度 あり方協議会の参加者・話題 

■第一回 2015年9月6日（日） 

≪文京区からの参加者≫ 

文京区男女協働子育て支援部保育課 課長 新名 幸男（にいなゆきお） 様 

文京区男女協働子育て支援部保育課 保育係長 小菅 葉子（こすげようこ）様 

文京区男女協働子育て支援部保育課 給食指導担当主査 内田 恵美子（うちだえみこ） 様 

 データ提供 

 各園の園児数、常勤保育士数 

 非常勤保育士配置状況 

 「待機児童数」「認可保育園入所申込数」「認可保育園入所不承諾数」とその定義 

 保育士の雇用形態、幼稚園教諭との相違点 

 配慮の必要な子どもの保育（専門知識を持つ職員の配置や育成） 

 4月1日時点で入園可能月齢に達していない子どもの（年度途中での）入園を可能にする制度の導入 

 保育時間延長 

 放射能対策 

 アレルギー対応 

 保育園の周辺環境の整備、近隣住民との関係についての取り組み 

 デング熱対策（蚊への対策） 

 病児・病後児保育の利便性向上 
 

■第二回 2016年2月7日（日） 

≪文京区からの参加者≫ 

文京区男女協働子育て支援部部長 林 顕一（はやしけんいち）様 

文京区男女協働子育て支援部保育課課長 新名 幸男 様 

文京区男女協働子育て支援部保育課係長 小菅 葉子 様 

藍染保育園園長 豊田 千恵子（とよだちえこ） 様 

久堅保育園園長 川尻 加良子 （かわじりかよこ）様 

さしがや保育園園長 佐藤 京子 （さとうきょうこ）様 

目白台保育園園長 関口 恵美子 （せきぐちえみこ）様 

 

 2016(平成28)年度4月入所希望の申込状況 

 来年度以降の保育サービス量（園児定員、新設園など） 

 保育士の一日の勤務体制・具体例 

 各園のセキュリティ対策 
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 保育園行事や保護者会の土曜日開催 

 保育園生活の可視化 

 保育園における幼児教育 

 きょうだいの入所・通園 

 保育士の病気休職の際の制度 

 園庭のない保育園の増加 

 第2子以降を里帰り出産する際の休園期間 

 保育園付近での喫煙 

 2歳・3歳児までの保育園卒園後の状況について 

 

4.あり方協議会の開催結果 

昨年度と同様、9月と2月に年二回の開催としました。 

取り扱う話題は、父母連加盟園父母会からML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

由記載欄からも選定しました。各園固有の問題点から発生したいくつかの話題については、全園共通のものと

して議論できるように表現を変更しました。取り扱う話題をまとめて文書にし、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、2月の開催前には質問を追加するなどの調整をおこないました。

運営委員が保育課を何度か訪問して保育課長・係長と面談し、文書では伝わりにくい詳細を口頭で補足説明、

また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。9月にも園長先生にぜひご参加いただきたい旨を保育課に相談しましたが、運動会

等で現場が多忙な時期であり困難とのご返答をいただいています。保育課からの事前回答は、協議会開催前

に父母連HPやMLで一般公開しました。 

 

第 1 回は、保育園開設時間やワークライフバランス、要配慮児の保護者からの発言など、フロアからも多数

のご発言をいただきました。また、認証から認可に移行した園の保護者からは、業者交代により保育の質が低

下した厳しい状況と「質を保つための仕組みを求む」との切実な意見が伝えられました。 

第 2 回は今年度も区立園 4 園の園長先生にご参加いただきました。現場の保育士の先生方の労働環境・待

遇に保護者の関心が高まっており、「ぜひ改善を」と保護者から活発に意見が出されました。また、募集園児数

が増加しているにもかかわらず認可園入所不承諾数も増加しているという状況が示されました。 

あり方協議会参加者アンケート結果では、複数回の開催が望ましいとの回答を多くいただきました。各テー

マの結果内容詳細は、父母連HP掲載に掲載されているあり方協議会事前回答資料・議事録をご参照くださ

い。 

5. 今後に向けて 

3年間、父母連運営委員として協議会運営に関わらせていただきました。 

まずは、文京区保育課のご協力に、心から感謝申し上げます。ユーザーからの声に耳を傾け、ときに責める

ような意見も受け止める、それは大変ストレスの大きい作業です。そこから逃げずに、園児のために誠実に対

応してくださる姿勢に、保育園児保護者として安心し、またいち職業人として見習わねばと感じました。 

父母連加盟園保護者のみなさまも、ご協力ありがとうございました。みなさまのお力あってこその協議会です。

今後ともこの会が有意義に継続できるよう、引き続き支えていただければ幸甚です。私も今後はいち保護者と

してできることをしていきたいと思います。 
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8. 保育園児との生活 AtoZ～イマドキの保育園事情～ 

 

しおみ・鈴木 

 

平成28年3月19日（土）、文京シビックセンター4階シルバーホールにて「保育園児との生活AtoZ～イマドキの

保育園事情～」を開催。保育園入園予定のパパママ３２世帯４３名にご参加いただきました（事前申込：３５世

帯５２名）。 

通算4回目、父母連主催となってから2回目の今回は、特に次の点に力を入れました。①保育園生活の中で

もとくにパパママの役割分担、仕事との両立について役立つ情報を提供する。②参加者が先輩パパママに聞

きたいことをより自由に質問できるようにする。この2点を実現するため、開催時間を長く確保し（例年より30分

早いスタート）、前半のパネルトークはパネリストの人選を工夫、後半は自由懇談形式（フリートーク）にしまし

た。 

パネリストたちの楽しくて役に立つ子育てトークに、参加者の積極的な質問とサポーターの熱意あるアドバイ

スがあちこちで繰り広げられ、とても活気のあるイベントになりました。 

開催概要 

【日 時】 2016年3月19日（土）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 

【協 力】 保育園を考える親の会 

【参加費】 一人 200 円（夫婦での参加 300 円）  

主な役割分担 

・イベント統括：父母連運営委員 鈴木（しおみ保育園）・小林（こひなた保育園） 

・受付：目白台保育園／保育：こひなた保育園／議事録：本駒込南保育園／ポスター制作：本駒込保育園 

イベント内容 

①保育育園グッズ紹介 

区立・私立保育園それぞれの「月曜日のお支度一式」を紹介しました。紹介を現役保護者の方にやっていた

だき、区立と私立の違いなどをご紹介しました。 

 

②現役保育園パパママによるパネルトーク 

５名の現役保育園パパママにそれぞれの経験から保育園生活を語っていただきました。パネリストには「私

立園」「夫が単身赴任」「子育てのため独立開業」「実家が遠方」「パパが保育園生活の主担当」などバラエティ

に富んだ方々にご協力いただきました。とくにパパママの役割分担や仕事との両立については、パネリストに

事前に作成していただいた資料を活用。パワーポイントで投影し、参加者にも配布しました。 

 

③現役保育園パパママとのフリートーク 

 １９名の現役保育園パパママ（フリートークサポーター）にご協力いただき、参加者と自由懇談していただきま

した。参加者が話したい人をみつけやすいように、フリートークサポーターの座るブース（A～K）を設け、サポー

ターのプロフィール資料を配布しました。４５分の時間の中で、参加者は先輩パパパママとじっくり話し込んだり、

ブースを移動したり、役立つ情報を得ようと活発に動き回っていました。 
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イベントを終えて 

収穫の一つ目は、入園後の情報を必要とするより多くのパパママにご参加いただけたことです（昨年比＋１７

世帯１６名増）。要因として、ポスター掲示場所の増加（子育て広場、後楽園駅等）、簡単に申込手続きができる

Web ページ開設など広報上の工夫や、４回の開催を重ねイベントの認知が広がったことなどが考えられます。 

収穫の二つ目は、今回とくに力を入れた点（①パパママの役割分担・仕事との両立について役立つ情報を・

②参加者がより自由に質問できるように）が大好評だったことです。参加者アンケートからは「共働きのタイムス

ケジュールがとても参考になった」「フリートークでかなりのことが聞けた」等の回答を多数いただきました。「今

後もイベントを継続した方がよいか」の質問には「継続した方がよい」との回答が 100％でした。 

 収穫の三つ目は、担当園をはじめ多くのサポーターの方々にご協力いただけたことです。担当園の方々には

とても熱心に役割をこなしていただき、担当園以外の保護者からも多数志願がありサポーターになっていただ

きました。このような善意の交流は、文京区の新しい保育園保護者に先輩が経験を伝え、やがてはバトンを渡

していくことにもつながります。父母連が主催するにふさわしいイベントにできました。改めて感謝申し上げま

す。 
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9. 父母連アンケート 

こひなた・小林 

 

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8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

開するとともに、保育課にも提出し行政側に保護者の声を届けています。 

アンケートにご回答いただきました保護者の皆様、またご多忙な中アンケート実施に多大なるご協力をいただ

きました各園担当の皆様、本当にありがとうございました。 

 

実施方法 

2015年12月より加盟園17園の担当者を通じ各園ごとにアンケート用紙配布～回収～集計を行っていただきま

した。その後、各園の集計結果をアンケート担当園（青柳保育園）に集約し、全体の結果をまとめて頂きまし

た。 

結果 

1,435世帯に配布し、730通の回答をいただきました（回収率51％）。 
自由記述欄にも多くの声が寄せられました。園への感謝の気持ちやリアルな悩みがつづられた、保育園保護

者の『生の声』です。今後あり方協議会の議題に取り上げる等、子供達をとりまく環境をより良くするために活

かしていきます。 
アンケート結果の詳細、過年度比較結果は父母連HPに公開しています。 
▼父母連アンケート集計結果：http://fuboren.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/2015-34bb.html 
 

アンケート結果（抜粋） 

 

「いつも感じる」「感じたことはある」の回答はここ数年減少傾向にあります。区立認可保育園では、国の基準よ

り手厚く保育士が配置されていますが、依然として約半数の保護者の方は保育士不足を感じることがあるよう

です。保育士さんが子供たちに向き合う時間を多く保つことは、子供たちが安心して園生活を過ごせることにも

つながります。保育士配置については父母連からも引き続き意見を伝えていきますが、保護者として協力でき
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ることもあるのかもしれません。 

 

来年度以降のアンケート方法 

印刷物での配布、回収、集計は煩雑な作業であり、各園に大きな負担となっていたと思われます。負担軽減の

ため、今年度はwebベースでのアンケート実施を計画しています。 

 

※過去に、文京区保育課と父母連の2種類のアンケートを一本化できないかというご意見を頂きました。保育課との

協議の結果、それぞれの団体の性格が異なるため一本化は妥当ではないと判断しました。保育課のアンケートとは

同じ設問がないよう調整しています。さらに、2013年度より、父母連と保育課のアンケートにおける視点の違いを明

確化するため、父母連アンケートの活用方法と保育課アンケートとの相違点についてアンケート票に記載しました。 
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10.  2015 年度会計報告 

（単位：円）

会費（  園） 81,000 行事費 3,673

行事参加費 7,500 通信費 246

利子 164 会場費 14,450

事務・消耗品費 1,519

印刷費 4,740

収入計 88,664 支出計 24,628

単年度収支 64,036

※１）前年度繰越金 486,637 ※２）次年度繰越金 550,673

※１）前年度繰越金内訳 ※２）次年度繰越金内訳

現金 21,144 現金 45,016

普通預金 465,493 普通預金 505,657

合計 486,637 合計 550,673

上記の通り報告いたします。

2016年4月17日

会計

2016年4月17日

会計監査

以上、2015年4月1日から2016年3月31日までの会計報告を監査し、間違い
のないことを確認しましたので、報告いたします。

2015年度　文京区認可保育園父母の会連絡会

　会　計　報　告　書　
（2015年4月1日～2016年3月31日　）

収入の部 支出の部
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各園父母の会の活動 

 

2015 年度に各園父母の会で実施した行事紹介 

 

藍染 

藍染保育園では、保育園と父母会の共催行事として毎年夏に「夕涼み会」を開催しています。今年度は 2015

年 7 月 3 日（金）に行いました。在園児と父兄、兄弟姉妹、卒園児、約 230 名が参加しました。父母会の夕涼み

会係は、園との事前打ち合わせ、景品の選択＆購入、御神輿の組み立て、出店の準備、店番、後片付け、御

神輿の解体などを担当します。 

夕涼み会は 16 時半にスタートするので、園児はお昼寝あけにいったん帰宅し、再登園します。浴衣や甚平

姿の子ども達も多く、先生方もいつもとは違う浴衣や法被を着ており、園全体が華やかな雰囲気に包まれま

す。 

父母会はヨーヨー釣りと輪投げコーナーを出店。子ども達に配布する景品も父母会が用意します。園は工作コ

ーナーと上映会、ゼリーの試食ができるお茶処を用意してくださいました。天気が良ければ園庭で、雨天ならホ

ールでオープニングに御神輿、エンディングに盆踊りを楽しみます。今回ははっきりしない天気で雨が降ったり

やんだりしていましたが、御神輿と盆踊りは園庭で行うことができました。先生方にリードしていただき、無事に

終えることができました。 

 

青柳 

2015 年度、青柳保育園では、父母の会協力、主催の園行事を二つ行いました。 

一つは、7 月に行われた保育園主催の夏祭りで父母の会のブースをもち、子ども達の大好きなガチャガチャを

してもらい、景品をお渡ししました。 

二つ目は、11 月に父母の会主催の青柳祭りを行いました。東京大学お茶の水女子大学民族舞踊（フォークダ

ンス）サークルの方をお呼びし、ルーマニア、ロシア、ブルガリアなどの踊りを披露して頂き、最後には園児らに

ダンスを教えて頂きながら、一緒にダンスを楽しみました。カラフルな可愛いらしいドレスと素敵な音楽に五感を

刺激され、子ども達も大喜びでした。 

 

こひなた 

今年度、こひなた保育園では、2 つの父母会主催行事を行いました。1 つは新年会での江戸太神楽、もう 1

つはミニコンサートです。 

江戸太神楽は、毎年保育園の新年会にお招きしています。東京都の無形民俗文化財に指定されている、獅

子舞や曲芸などを中心とした伝統大衆芸能です。近隣の幼稚園や地域子育てステーションからも参加者があ

りました。冒頭、獅子舞が登場すると、歓声をあげる子、泣きながら逃げる子で騒然となりましたが、踊りながら

練り歩く獅子舞に頭を噛んでもらって無病息災を祈りました。その後は傘回しや籠と毬の芸、水芸などを楽しみ

ました。 

ミニコンサートは、NPO 法人「みんなのことば」よりプロの演奏家が来園し、本格的な生演奏（フルート、バイ

オリン、ヴィオラ、チェロ）を披露してくださる、約 45 分間のミニコンサートです。質の高いクラシック演奏を間近

で聴くことができる貴重な機会となっており、年長年中の子ども達は昨年までの内容や演奏家のお兄さんお姉

さんのことをよく覚えていて、とても楽しみにしています。今年も子どもたちは全身で音楽を楽しみ、パフォーマ

ンスに遠慮なく笑い声を上げたり、しんみりするリクエスト曲で涙する大人がいたり、最後のアンコール曲では

自然と大合唱になりました。子どもも大人も楽しめる素晴らしいプログラムですが、訪問先数が限られており、

選考があるため毎年来ていただけるとは限らないので、終了後のアンケート等で各ご家庭へ協力を募り、園全

体で心待ちにしていることを主催者側に伝えるようにしています。 
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駒込 

駒込保育園父母の会では、園と父母会が一体となった園行事の運営を行っています。 

・お楽しみ会行事 

 毎年子供達のためのお楽しみ企画を主催しており、昨年度好評だった『和太鼓演奏・タヲ』さんをお招きし、保

育園のホールをお借りしてパフォーマンスを披露していただきました。乳児クラスには紙のバチ、幼児クラスに

は本物のバチを使った指導もあり、子供たちは目を輝かせていました。園の限られた予算では難しいお楽しみ

行事を提供でき、園からも感謝の声が寄せられています。 

・写真撮影、DVD 撮影 

 運動会やお祝い会には、父母会がプロのカメラマンをお招きして、クラス集合写真、スナップ写真を撮影して

います。お祝い会ではさらにDVDの撮影および販売を行っており、当日は落ち着いて子供達が頑張っている姿

を目に焼き付けることができます。 

・子供服リサイクル 

年 3 回、保育園に段ボール箱を設置して、子供服のリサイクルを行っています。衣替えの時期に合わせ、すぐ

に使用できるものに限って回収していることもあり、洋服の山があっという間に無くなっていきます。 

このように駒込保育園父母の会では、これまで築き上げてきた父母会活動をもとに、園と保護者、保護者同士

が協力しあって、園生活がさらに豊かなものになるよう工夫を重ねています。 

 

さしがや 

＜夕涼み会でおもちゃ屋さんを出店＞ 

さしがや保育園父母の会では、毎年夏に保育園で開催される夕涼み会にお店を出店しています。今年の夕

涼み会は、耐震補強工事が完了した新園舎で平成２７年７月８日に開催され、おもちゃ屋さんを出店しました。 

 春頃から、年頃に合わせたおもちゃを選び、子供たちに見つからないようラッピング作業。当日はあいにくの

雨で屋内開催となってしまいましたが、保育園の先生たちが開いているヨーヨーや手作りおもちゃなどのお店と

並んで、父母の会のおもちゃ屋さんにも、目をキラキラさせた子供たちの行列ができました。 

 夕涼み会が終わる前に袋を開けておもちゃを見たい子供たちの、「何が入っているんだろう」と袋を見つめる

興味津々な表情も印象的でした。 

 飾られた提灯やたくさんの保護者、浴衣姿の先生たちなど、普段と違う雰囲気にドキドキそわそわしながら、

盆踊りやお店めぐりを楽しみ、各家庭に帰宅してからはもらったおもちゃを開けて、ひとつひとつ保護者に見せ

つつ遊んで楽しみ、思い出に残る夕涼み会になりました。 

 

しおみ 

【保育園との共催行事】 

① 夕涼み会 

開催日：２０１５年７月１０日（金） １６：３０～１８：００ 

父母の会は園外警備とゲームを設営。ゲーム内容は「輪投げ」「ターゲットゲーム」の２種類。 

景品は約１５０個購入。「こねるスーパーボール」「くまもんキューブパズル」［しゃぼん玉てっぽう」の３種類。 

 

② 尾松先生のお話会 

父母の会が費用だけ負担する保育園との共催行事として、昨年度に引き続き「尾松先生のお話会」を実施しま

した。今年度は保護者も参加するなど、保育園と共同で行うイベントの新しい形を見出したと言えます。 

昨年度は１回でしたが、今年度は９月８日（火）と３月２４日（木）の計２回実施しました。 

 

【父母の会の主催行事】 

① バスハイク 

開催日：平成２７年１０月２５日（日） 

天候：晴れ 

行き先：ふなばしアンデルセン公園 
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参加人数：園児・児童 60 名、大人 52 名－合計 112 名 

当日のアクティビティ：公園内散策、昼食、レクリエーション 

雨天の場合は鉄道博物館を予定しておりましたが、当日はお天気に恵まれ晴天のコースで実施できました。 

 

水道 

【2015 年度主催行事】 

①5 月 親子遠足 

小石川植物園にて全クラス合同で開催 

乳児組は、ハンカチ落とし、お絵かき、ビニール風船などを楽しみ、幼児組は、しっぽとりゲームとリレーを行

いました。 

②父母の会からのプレゼント行事 

11 月に尚美ミュージックカレッジ専門学校ミュージカル科 16 名の皆さんに「みゅーじかるばらえてぃ“ピノコの

大冒険”」を保育園ホールで上演して頂きました。 

ピノキオの話を元にした創作劇で、途中に赤ずきんちゃんとオオカミ、オーロラ姫や人魚姫も登場し、「約束を

守る」「うそをつかない」「友達を大切にする」ことの大切さを説くストーリーで、ハラハラドキドキの展開に泣いて

しまう子がいたり、ピノコとその友達のホーリーを応援したり、新体操のようにリボンをクルクルするダンスに「す

げー！」と驚いたり・・・、色々な反応をみせてくれ、子供達にも好評でした。 

 

千石 

千石保育園の父母の会行事を以下にご紹介します。 

 ６月：父母の会主催 「学習会」  

今年度は講演会を開催しました。テーマは「うまれてきてくれてありがとう！〜幼児期から家庭で伝えたい誕生

学〜」。講師に宗藤純子氏（公益社団法人誕生学協会認定 誕生学アドバイザー、バースコーディネーター）を

迎えました。 

「僕・私はどうやって生まれてきたの？」。未就学の子供の 8 割が聞くといわれる質問に親としてどう答えるのか、

この講義を通じて学びました。生命誕生の仕組みからお腹の中で大きくなる赤ちゃんの成長過程、どうやって

赤ちゃんが出てくるのかを人体模型を使った説明には、特に子どもたちが食い入って聞いていました。出産ビ

デオ上映では涙するお母さんも。妊娠中に両親学級で学んだはずのことでも時を経て聞くと、妊娠・出産の神

秘に改めて考えさせられる良い機会だったと思います。 

 ７月：保育園と父母の会共催 「夕涼み会」  

父母の会は「スーパーボールすくい」、保育園は「ゲーム」「おばけ屋敷」「喫茶店」などのお店を用意。ほとん

どの子供達が浴衣や甚平で参加します。盆踊りを踊ったりゲームをしたりと、親子で夏祭りの楽しい気分を味

わいました。 

 6 月・11 月： 父母の会主催 「リサイクル」 

2015 年度は、①6 月 8 日（月）～12 日（金）、6 月 15 日（月）～19 日（金） ②11 月 9 日（月）～13 日（金） ③

2 月 22 日（月）～26 日（金） 計 3 回のリサイクルを開催いたしました。 ①②は子供の衣類・靴・絵本・オムツ・

タオルなどの通常リサイクル（①の前半は夕涼み会用の甚平や浴衣のみ）、③はコットベッドシーツやカバーの

リサイクル。期間中は、保育園の廊下に設置した箱に、リサイクル品を入れていただき、欲しい方が自由に持っ

ていくという形で行いました。保育園側にも必要なものを引き取っていただき、残った衣類は、区のリサイクル

（大原地域センタ―）に出しました。その他、自転車やベビーカーなど大型品のリサイクルを、父母の会掲示板

を使って通年で行いました。 

 11 月：「運動会」 3 月：「お祝い会」  

「運動会」と「お祝い会」では業者による DVD 撮影と販売を父母の会が依頼しています。また、「お祝い会」で

は各クラスで 1,200 円前後の絵本などのプレゼントを子どもたち全員に贈呈しています。 

その他 

2015 年度父母の会活動方針は「一生の子育て仲間を作る会」でした。保護者同士の繋がりができることを目指

して夕涼み会後にビアガーデンで親睦会、運動会後は役員の親睦会をレストランで開催。この他にも年長クラ
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スでは文京区保養施設のやまびこ荘スキー旅行、スパリゾートハワイアンズ旅行のイベントを企画し、家族ぐる

みで親しくなれる機会を作りました。 

 

千石西 

＜千石西保育園父母会主催行事紹介＞ 

千石西保育園では、2015 年 11 月 24 日 10：00～10：45、保育園内のホールで東京大学奇術愛好会

(http://www.ut-magic.org/)のマジシャンのお兄さんの楽しいマジックショーを開催しました。  

東京大学の男子学生 2 名が来てくれて、楽しいマジックを見せてくれました。子供たちは普段見ることのないマ

ジックにすごく盛り上がってました。 

 

 

どんぐり 

どんぐり保育園の父母会は例年バザーを主催しています。数十年に渡って受け継がれている行事とのことで

す。バザーでは、主に在園児や卒業生の家庭から商品となるものを持ち寄ってもらい販売します。例年 OB、

OG（時には１０年以上前の卒業生や保護者も！）と在園児、その保護者たちの交流の場になっています。販売

する商品はいろいろですが、子ども服や子供雑貨、消耗品などの売れ行きが良いようです。 

バザーの他には、保育園主催の行事に出し物を提供しました。また、行事の際のプレゼント、進級・卒園祝

いなどの企画、手配などを行っています。 

 

久堅 

＜夏祭り＞ 

久堅保育園の父母会イベントとして夏祭りがあります。 

夏本番の７月の夕方、子供たちが可愛い浴衣や甚平に着替えて夏祭りが始まります。 

この日のお迎えは夕方の４時頃、仕事の都合をつけてお迎えにきたお父さんやお母さんと合流し、室内と園庭

に作られたいろいろなお店を周ります。 

お店はお面、ヨーヨー、おやつ、ゲームなどなど子供たちが喜ぶようなものばかり。 

この夏祭りのために各クラスで作った工作もお店の大事な商品です。 

あらかじめ配られた引き換え券で、父母や先生が扮する”店員さん”から商品を買います。 

人気はゲームのお店。ゲームをするとご褒美のオモチャが貰えます。 

いつもの保育園がまったく違う雰囲気になって、子供たちは親子で楽しむイベントに大満足な様子。 

会場の準備、店番、誘導など、先生方にも多くのご協力をいただき、すばらしいイベントになりました。 

 

本郷 

本郷保育園の父母の会主催園内イベントは、プロのダンサーによる社交ダンスショーを開催いたしました。 

実施日：12 月 4 日 出演ダンサー：:若代 慎 &辰巳 友梨亜プロ 

 

ホールの周りに子供達を座らせ、真ん中でダンサーの方に 4 曲＋1 曲踊って頂き、途中事前に園長の方から 

声かけしてくださっていた職員の方も男性のダンサーとペアで踊ってもらい、約40分のショーでしたが、1歳児ク

ラスから 5 歳児クラスまで、1 名も途中退場する事なく大喜びで見ていました。 

社交ダンスを生で見るのは皆初めての経験で、目をキラキラさせながら見入っていました。 

今回お越しいただいたペアの方は普段はダンススクールで講師をなさっていて、全国大会優勝経験もお持ちの 

方たちで、本物のダンスを見せてあげることができ、とても有意義なイベントになりました。 

 

本駒込 

「モンブランのマジックショー」 

ここ数年大人気の「モンブランのマジックショー」を開催しましいた。今年で五年連続の開催となりました。今

回は新しくマルちゃんというイタリア人マジシャンの参加もあり、子供たちと盛り上がり、さらにパワーアップした
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イベントになりました。 

※開催時期については、以前は 11 月に開催していましたが、子供たちが体調を崩し始める時期と重なることか

ら、Ｈ25 年度より、新生活に慣れて落ち着いてくる 6 月を開催時期としています。 

 

本駒込西 

本駒込西保育園では父母の会主催イベントを２つ行いました。 

１つは、１０月にトモキチおじさんの「トモキチ笑劇場」を開催いたしました。動物が 主人公の人形劇をメイン

に、ハンカチ遊びやマジック、腹話術と、時間の許す限りたっぷりとショーを行っていただきました。０～３歳まで

の乳幼児でも内容は とてもわかりやすく、最後まで飽きずに充分に楽しませてもらいました。子供たちにトモキ

チおじさんは大人気！最後は「もっと見たい！」「また来てほしい！」との声があり子供たち皆興奮した様子でし

た。 

 ２つめは、１２月に父親保護者有志のバンドの集まりである「パパバンドの演奏会」を行いまし た。楽器演奏

に興味のある父親を父母の会で募集し、園児たちの前でバンド演奏を披露しました。こちらも父親が演奏者と

いうことで子供たちには大好評。園児 たちがよく知っている、大好きな曲をセレクトしました。パパ有志の集まり

なので謝礼はありませんが、練習ための会場費を父母会で負担いたしました。 

 昨年まではイベント予算が少なく、外部委託でのエンターテイメントショーが難しかったのですが、今年度より

会費を若干値上げすることにより今回のようなイベント企画が初めて実現できました。 

 

本駒込南 

本駒込南保育園では、園外行事、園内行事各 1 回開催しました。例年父母会主催のバザーを開催してきま

したが保護者の負担が大きいこと、天候に左右されることなどから今年度は試験的にバザーを中止し、下記の

親子交流イベントを開催しました。 

 

①園外行事：「みなみの日 2015」と題して、全クラスの子供と保護者で楽しめる交流イベントを開催。 

日程：7/12(日)9:30～12:00  

場所：駒込地域活動センター地下ホールと３Ｆ和室 

内容：・親子運動遊び教室（こどもプラス、柳澤講師に依頼、年齢別に分けて行う） 

   ・お下がり交換会（衣類やおもちゃなどの不用品を持参して、ほしい人が自由に持  

ち帰る。金銭のやり取りはなし。） 

   ・手作りのゲームコーナー（ヨーヨー釣り、ボーリング、コイン落とし、輪投げ） 

    休憩室 

基本的に父母会費で賄ったが、在園児以外の参加者からは別途参加 100 円を徴収しました。 

当日は、約 200 名の参加者があり、親も子も楽しいイベントとなりました。 

 

②園内行事：「まっちゃんのつながりあそび」：町田浩志先生を招いて、12 月の平日に保育園内で開催しました

（保育園との共催）。父母会からは講師代を出し、当日の運営や講師とのやり取りも保育園にお任せしました。 

 

向丘 

向丘保育園は、今年度も例年と同じく 3 回イベントを開催しました。ただ、今年度は仮園舎での保育だったこ

とと、例年お願いしていたイベント業者の都合もあり、内容は刷新。地域活性と地産の見直しという意味も含め

文京区の業者を中心に探し、以下の 3 つのイベントを開催しました。 

① 6 月開催 乳児クラス(0～2 歳児)用 「なにぬの屋」による布を使った紙芝居 

② 6 月開催 幼児クラス(3～5 歳児)用 千駄木の「吉原」による飴細工ショー 

③ 8 月開催 幼児クラス(3～5 歳児)用 「東京大学サイエンスコミュニケーションサークル CAST」による

理科実験教室 

＜当日の様子＞ 

①  いわゆる紙芝居とはかなり異なり、布製のパネル(もはや舞台セット)を中心にお遊戯とパントマイムと人形
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劇が組合わさったような楽しい公演でした。演目は「あめふりかくれんぼ」。 始めは「何が始まるのかな？」ときょ

とんとしていた子供たちも、すぐにお話の世界に入り込み、大笑いしたり、かくれんぼするお人形さんを一緒に

探したり、みんなで雲の中(！)に潜り込んだり…楽しい時間を過ごしました。 

② 初めて飴細工の出来上がる工程を目にする子供が多く、ざわざわした中で子供の集中力が切れないよう、

演者の方が話し掛けたり質問を投げかけたりして工夫してくれました。熱く溶かした飴を固まる前に次々に形を

変え、良く知る動物の姿になっていく様子に、子供たちはまるで手品を見るような不思議そうな表情を見せてい

ました。 

③ 「光」をテーマに、3 色の光を混ぜるといろいろな色が生まれ最後は真っ白になることや、空が青く夕焼けが

赤い理由などを、実験を通して解説。工作の時間も設け、中をのぞくと何もないのに横から透かして見ると真ん

中に壁があるように見える不思議な筒を作りました。子供たちにとってはまだ少し理解が難しい部分もあったと

思いますが、色とりどりの光や水を使った美しくわかりやすい実験に、子どもたちからは歓声があがっていまし

たし、大学生のお兄さん・お姉さんたちとの交流も楽しんでいました。 

 

目白台 

27 年度、目白台保育園では父母会主催のイベントを 2 回行いました。 

1 弾は、プロの語り手として大人気の尾松純子先生による『おはなし会』。内容は読み聞かせやパネルシアター、

手遊びなどでした。2 回目ということもあり、尾松先生を知っている園児達は「今日はどんなお話を聞かせてくれ

るの？」と期待で目を輝かせており、初めての子ども達も先生の明るくエネルギッシュな語りに引きこまれてい

る様子でした。大人の私達も楽しめるあっという間の時間でした。年長の息子は尾松先生の手遊びが気に入っ

て(私もなんですが…)家に帰った後何回も歌って遊びました♪ 

2 弾は、みんなで楽しめるイベントということでバルーンアートでした。この時期インフルエンザが流行ってしまっ

た関係で、０歳児だけお部屋でショーを見せていただけるというパフォーマーの方の配慮を頂きました。細長い

バルーンや丸い風船を組み合わせて作る人気キャラクターや動物が完成すると子ども達は大喜び。パフォーマ

ーの方が園児達に話かけると、つぶやきや歓声があがり会場が盛り上がりました。魔法のような風船のパフォ

ーマンスに子ども達にとってはたまらない世界でした。最後に園児一人一人にバルーンのお土産を貰うことが

できました。 

 

 

 

(C)イラスト/わたなべふみ  2007 all rights reserved  無断転用厳禁 
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2016 年度活動計画 

 

1. 2016 年度 活動方針（案） 

 
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」(２００１年度開

始)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」

（平成 27 年度から５年間の保育サービスのニーズ量の策定と評価）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認可保育園

の保護者の声を反映させ、また、認可保育園と小学校等の連携や幼保一体化等の具体的な課題へ

の対応に貢献します。 

 

6. メーリングリストやホームページを活用して、父母の会や父母連定例会などに参加できない保護者を

含めた意見・情報の交換ができるようにします。 

 

7. 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。父

母の会を新設する際には支援します。 

 

8. 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がある場合

は連携し、子育て支援や教育に関する情報収集を行い、認可保育園、私立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。 

 

9. 父母連の活動に対する理解と、会員の交流のため、父母連主催で行事などを検討、立案、企画、実

施します。 

 

10. 活動を通じて、男女平等参画社会の推進に努力します。 
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2. 2016 年度予算（案） 

 

収入の部 支出の部   2015 年度 支出実績 

会費(団体・17 園) 70,000  行事費   7,500    行事費   3,673  

行事参加費 7,500 通信費 500    通信費 246  

    会場費 20,000    会場費 14,450  

    事務・消耗品費 2,000    事務・消耗品費 1,519  

    印刷費 10,000    印刷費 4,740  

  Web 関連費 27,500    

    予備費 10,000       

収入計 77,500  支出計 77,500    支出計 24,628  

   単年度収支見込 0    単年度収支 64,036  

前年度繰越金 550,673  次年度繰越見込 550,673    次年度繰越金 550,673  

合計 628,173  合計 628,173    合計 575,301  

 

支出科目について 

１）行事費は、「保育園児との生活 AtoZ」の開催に係る費用。  

２）通信費は、会場使用承認書の郵送等に係る費用。 

３）会場費は、定例会等の会場使用に係る費用（昨年支出実績相当額）。 

４）事務・消耗品費は、ニュースや総会議案書等の用紙代を含む。 

５）印刷費は、ニュースやポスターのカラー印刷代（モノクロ印刷は区施設を利用すれば無料）。 

６）Web 関連費は、アンケートの Web 化、ホームページ見直しに係る費用。 

７）予備費は、昨年度予算と同額。 

 

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およそ 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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 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）   園児数：1-50 名 年額２，０００円 

園児数：51-100 名 年額４，０００円 

園児数：101 名以上 年額６，０００円 

※新規加盟園への特別措置として、初年度の年会費を無料とする。 

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。 

         個人・賛助会員     年額  ５００円 

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 

          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 

  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
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