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代表あいさつ 

コロナ感染症が一刻も早く収束しますことを願
いながら、この年報をお届けます。 
日頃は保育園を考える親の会にご理解ご支援を

いただき、ありがとうございます。 
昨年は、長年にわたって発行してきた機関紙「つ
うしん」を休刊し、ホームページやフェイスブック
等 SNS での活動を充実させてまいりました。その
結果、会員数もふえ、現在は 405 人の方が、メー
リングリスト、フェイスブックグループ、イベント
活動、その他の活動に参加してくださっています。 
今年は、副代表に渡邊寛子さんに入っていただき、
事務局の葛谷悦子さんと私を加えた 3 人が舵取り
役となり、運営スタッフチーム、ウェブチーム、イ
ベント世話人チームなどプロジェクトチーム活動
を活性化していきたいと思っています。会員の皆様
には、いっそうのご参加ご協力をお願いいたします。 

（代表 普光院 亜紀） 
 

副代表あいさつ 

皆様、こんにちは。副代表を務めさせていただ
くこととなりました渡邊寛子と申します。 
子どもは、この4月から中1になる長男、小2
の長女、5歳児クラスの次男の3人です。 
いよいよ、私の保育園生活も残すところ1年。
卒園後も何か保育園の活動に関わり続けたいな
ぁ、とぼんやりとですが考えています。 
ということで、今後も会員専用Facebookグル
ープで保育を取り巻く問題をシェアさせて頂きな
がら、皆さんと共に自分に何が出来るのか模索し
たいと思っています。引き続きよろしくお願いい
たします。 （副代表 渡邊寛子） 

 

 

 

 

 

 

事務局から 

今春、子どもたちは6年生と3年生になりま
す。時間の管理も身の回りの整理も自分でできる
ことが増え、親の出番が徐々に減っていくことを
実感しています。構いすぎず離れすぎず、ほどほ
どの距離で見守る難しさを実感する昨今です。 
2019年度から会計も担当させていただくこと
になりました。前担当の野村さんに教えていただ
きながら、何とか会計報告をまとめることができ
て安堵するとともに、会の活動が皆様からのカン
パに支えられていることを痛感しました。心から
感謝申し上げます。 
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局 葛谷悦子） 
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（注記） 
【活動方針の変更と収支計算書について】 

（注 1）前期まで、会計年度は「3 月 1 日～2 月末日」としていましたが、今期から「1 月 1 日～12 月 31 日」と変更しました。 
 これに伴い、移行期の今期のみ「平成 31 年 3 月 1 日～令和元年 12 月 31 日」となります。 
（注 2）前期まで年会費制を取っていましたが、今期より年会費を廃止し、おもに会員内外からのカンパを主たる収入源とす 
る活動方針に変更しました。多くの方からのカンパに感謝申し上げます。 

（注 3）会報「つうしん」（季刊）は 181 号（2019 年 7 月発行）をもって休刊とし、ホームページ、会員メーリングリスト、 
 Twitter・Facebook 等での情報発信・交流を活動の中心としていくことにしました。 
 今期は「つうしん」発行費用を 2 号分計上しています。次期以降は年 1 回「年報つうしん」発行となります。 
（注 4）（注 4）「100 都市保育力充実度チェック」は調査のみを親の会で担い、制作・頒布は代表の個人事業で行い収支を

別会計としました。（３ページ参照）。途中段階のため、今期は売上の移動が発生しています。 
【今期の特記事項】 

（注 5）2019 年 10 月の「はじめての保育園」を「東京ウィメンズプラザフォーラム」の一環として開催し、保育料負担がなかっ

たため、「保育関連費」が「はじめての保育園・横浜」の 1 回分のみとなり、大幅減となりました（例年は 5 万円前後を計上）。 

会計担当  葛谷 悦子   ○印  

以上の会計報告を監査し、間違いないことを確認いたしました。 

会計監査  野村 史子   ○印  
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「100 都市保育力充実度チェック」 

事業収支について 

保育園を考える親の会は、毎年、100 の市区の保

育状況について調査し、結果を「100 都市保育力充

実度チェック」として発表しています。その冊子

発行および頒布の事業を、代表・普光院の個人事

業の中で行いましたので、ご報告します。 

2019 年度の収支はほぼ均衡しました。資金不足

になっても発行を継続できるように、繰越金を多

めに残しています。昨年度にデータ利用に関して

協力費をいただいた日経 DUAL 様、ワンダーリーグ

様に感謝いたします。 

本冊子は、ホームページにて頒布しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
保育園を考える親の会の 
URL・アカウント 

 
●ホームページ 
http://hoikuoyanokai.com/ 
●フェイスブック公式アカウント 
@hoikuenoyanokai 
●ツイッター公式アカウント 
@hoik_oyanokai 
●事務局への連絡 oyanokai@v7.com 
 

2019 年 活動報告 

 
2 月 3日 「つうしん」179 号発送作業＆交流会。 

2 月 11 日 「はじめての保育園」を、東池袋の

「あうるすぽっと」で開催。 

2 月 25 日 代表が内閣府の「企業主導型保育事業

の円滑な実施に向けた検討委員会」に呼ばれて意

見表明。 

3 月 3日 フェイスブックグループ「【会員専用】

保育園を考える親の会の部屋」を開始。 

3 月 24 日 事務局が NHK の日曜討論に出演。 

4 月 27 日 「つうしん」180 号発送作業＆交流会 

6 月 16 日 ウェブチームオンラインミーティング。 

6 月 17 日 「充実度チェック」2019 調査開始。 

6 月 30 日 miraco メンバーと親の会スタッフの勉

強会。 

8 月 4日 「つうしん」181 号発送作業＆交流会。

カンパのお願い 
 保育園を考える親の会は、皆さまのカンパを資金に、ボランティアスタッフの力で運営しています。
会計報告、活動報告をご覧のうえ、今後の活動を応援してくださる方は、ぜひともカンパをお願いしま
す。カンパは同封の郵便振込票をご利用いただくか、ネットバンキングで下記までご入金ください。 
 
■銀行名 ゆうちょ銀行  ■金融機関コード 9900 ■店番 019  ■預金種目 当座  
■店名 〇一九 店（ゼロイチキユウ店） 
■口座番号 0571820  ■名義 ホイクエンヲカンガエルオヤノカイ 
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季刊「つうしん」の最後の号となる。 

8 月 19 日 ウェブチームによるスタッフブログの

ホームページ掲載開始。 

8 月 20 日 「わが家の食卓」ホームページ掲載開

始。 

8 月 30 日 「ことば」ホームページ掲載開始。 

9 月 8日 「はじめての保育園 in 横浜」を男女共

同参画センター横浜北と共催で開催。青葉区役所

のご協力をいただき、満員御礼となる。 

10 月 1日 2019 年度版「100 都市保育力充実度チ

ェック」を発行。厚生労働省記者クラブで記者会

見を開く。 

10 月 27 日 「はじめての保育園」東京ウィメンズ

プラザフェア参加事業として開催。 

11 月 12 日 「100 都市充実度チェック」のご協力

自治体を対象にとった「幼児教育無償化に関する

アンケート」のまとめをホームページに掲載。

 

12 月 19 日 miraco メンバーと全国私立保育園連

盟で勉強会。 

12 月５日 幼児教育無償化に関する保護者アンケ

ート実施。 

 

＊このほか、代表は、厚生労働省「子どもの預か

りサービスの在り方に関する専門委員会」、厚生労

働省「保育所等における保育の質の確保・向上に

関する検討会」に委員として出席。また、各種研

修会の講師を務め、研究会にも参加しました。 

 

保育園を考える親の会 

相談対応のご報告 
 

 
保育園を考える親の会では、
ホームページや電話などで、
保育園に関する相談を、代表
が無償で受け付けています。
2019年中の相談対応は次の
とおりでした。 
 
■年間相談件数 25件 
（フォーム22件、電話1
件、その他2件） 
 
■内容（重複カウント有り） 
一方的な運営による対立 7件 
不適切保育 4件 
保育士退職 4件 

不衛生・不健康 2件 
ケガ対応 2件 
保活・子育て 2件 
子ども同士のトラブル 1件 
公園置き去り 1件 
防犯体制 1件 
守秘義務違反 1件 
給食内容切下げ 1件 
学童保育民営化 1件 
 
■施設の種類 
公立保育所 2件 
私立保育所 14件 
認定こども園 2件 
小規模保育 1件 
認証保育所 1件 
企業主導型 2件 
学童保育 1件 
未入園 2件 
 

■相談者の地域 
東京都 9件 
埼玉県、神奈川県、愛知県、岡山
県、島根県、山口県、香川県、群
馬県、福岡県 各 1件 
不明 7件 
 
■相談時期 
1月 2件 
2月 2件 
3月 3件 
4月 4件 
5月 0件 
6月 2件 
7月 2件 
8月 1件 
9月 2件 
10月 1件 
11月 1件 
12月 5件 


