
令和 4 年 6 月 24 日 

PTA 会員のみなさま 

なかよしこども園 PTA 会長 幸地 美奈 

 

PTA 総会議事録について 
 

 

 初夏の候、日頃より PTA 活動にご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

 さて、5 月 27 日に行われました PTA 総会の議事録を作成いたしましたので配布いたし

ます。内容についてご確認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。また、質問

回答について質問等ございましたら、園又は PTA 役員までご連絡いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

以上 

 

  



2022 年度 なかよしこども園 PTA 総会報告 

 

開催日時 ： 令和 4 年 5 月 27 日（金） 10：00～12：00 

開催場所 ： なかよしこども園 2 階 コミュニティルーム 

司会 ： 副会長 小野寺 久美子 ・ 櫻井 帆奈 

議長団 ： 春山（かわ）・舩田（うさぎ）・佐藤（かわ）・柳下（いちご） 

会員総数 ： 124 名 

出席者数 ： 25 名 

委任状 ： 82 名 

合計 ： 107 名 

 

 

（総会成立とみなす） 

 

議題 ： 第 1 号議案 2022 年度 役員ならびに会計監査の承認 

 ： 第 2 号議案 2021 年度 活動報告 

      2021 年度 決算報告 

 ： 第 3 号議案 2022 年度 活動方針案ならびに活動計画案の審議 

１．環境の整備に取り組む 

２．園を知る機会をつくる 

３．親睦を図る 

４．広報活動について 

５．財源活動に取り組む 

６．2022 年度活動計画表 

 ： 第 4 号議案 2022 年度 予算案の審議 

  第 5 号議案 その他 

 

 

すべての議案は賛成多数により承認 

 

 

 

 

 

 



【各議案質疑応答・補足】 

◆第 1 号議案 

補足なし 

◆第 2 号議案 

2021 年度の活動報告を、前年度会長の代読で吉川さんが読み上げる。 

2021 年度の決算報告を、前年度会計の内田さんより報告。 

◆第 3 号議案 

１．環境整備に取り組む ～恵まれた自然を大切にし、豊かな心を育てましょう～ 

 

〇通信隊跡地について  （理事長より） 

  通信隊は平成 26 年にアメリカから国に返還され、それを横浜市が買収し公園にすると

いう計画があります。現在の計画では周辺に 50 メートルの道路用地を確保し、路線バ

スを走らせる計画もあるとのことです。計画はコロナ禍で停滞していたが、なかよしこ

ども園の園庭横にも大きな道路が作られる計画は変わっていません。 

園はその時から横浜市の基地対策課に 子どもの環境として維持継続していきたい

旨を訴えてきました。なかよしの歴史として、園庭の続きとして普段から園児たちも利

用しています。子どもには野原、原っぱが大事！環境を少しでも残すために地域の方と

PTA 役員とともに署名やはたらきかけを続けていくことが必要と考えています。 

今年度も PTA の方々にお力を貸していただきたいと思います。 

   

〇なかよし基金に協力しましょう  （理事長より） 

   なかよし基金の説明をするにあたり、なかよしの歴史に触れながら説明するしかな

いと思います。なかよしはこの地域に幼稚園が欲しいという気持ちから始まっていま

す。困ったことがあると保護者と一緒になって盛り立てるために作り上げてきました。 

幼稚園を設立した生協が経営難で他園へ手放す意向が出たときも、当時の保護者と

保育者が約 10年ほど自主運営を行いました。その後法人化した後も、事あるごとに園

だけでなく保護者の方と一緒になって施設や周辺の環境を作ってきました。 

林だったところ(乳児棟の場所)が宅地開発されるときに、なんとか少しでも今の環

境を残せないかと話し合い、バザーをやって収益を挙げたり、有志の方たちが募金活動

をしたりして残すことができました。園の運営には園と保護者の共通理解が大事とい

うことは、学校法人になってからも変わらずに受け継がれています。 

   その後、園舎の建て替えの時も園舎建設の寄付を、職員と保護者が協力して行いまし

た。 

   子ども達全体の環境を守り、維持していこうという思いから、これらの活動を 1本化

し「なかよし基金」が生まれました。 

   コロナ禍で様々な活動の資金が足りなくなっている状況もあり、一度「なかよし基金」



をお休みしている状況ですが、歴史を知ってもらう点でも『なかよし基金』の項目は残

してもらっています。状況が好転したときにまたみんなで相談して気持ちを寄せてい

ければ嬉しいです。 

 

〇駐車場（自治会館横）維持費について  （園長より） 

   なかよしの卒園児保護者の方の土地を借地しています。年間で契約をして支払いを

しているので、園と PTAとで一部を折半という形を取らせていただいています。 

 

〇公費助成の請願運動に取り込みましょう  （園長より） 

   教育や保育に対する措置基準が少ない状況がずっと変わっていないので厳しいです。

なかよしでは複数名で子どもを保育しているが、助成金というのは国で決められた分

しか出ません。他にも様々な公的助成はかなり遅れています。署名などで声を上げるた

めに保護者の方にも協力をお願いしています。 

 

２．園を知る機会をつくる ～こども達が生活する環境を知りましょう～ 

 

〇園のコミュニティタイムを大いに利用しましょう  （千葉先生より） 

   昨年度は年に一度しか開催することができなかったが、懇談会がない月にコミュニ

ティタイムを設けています。保護者の方とコミュニケーションをとる時間も大切だと

いうことを職員も話していて、子ども達の話を共有できるのは、子どもを見ていく上で

大切だと感じています。懇談会よりざっくばらんな雰囲気で話することができ、保育の

裏話も聞けたりするので、最近参加者が少なくなってきていることもあるのですが、み

なさん是非参加していただけたらと思います。 

 

３．親睦を図る ～会員相互、地域交流を深めましょう～ 

 

〇PTAなかよし文庫の利用に協力しましょう  （丸山先生より） 

   子どもたちの豊かな心が育つようにと保護者の方によって創設されたなかよし文庫

です。週に一回、子ども達が好きな本を借りてそれを持ち帰るというのを「本借り」と

呼んでいます。コロナの影響でしばらくお休みしていたが、昨年度から少しずつ再開し

始めています。今年度も状況を見ながら、子ども達が本に親しめるように再開していき

たいと考えています。行うのは幼児のみ（乳児は行わない）で、借りる際は手提げ袋が

必要になるので用意をお願いします。 

 

 

 



５．財源活動に取り組む ～PTA活動費作りに協力しましょう～ 

 

〇資源回収について  （園長より） 

   下和泉自治会館の資源回収の中で、6月と 12月だけ収益を園にいただいています。 

この団地は神奈川生協が土地分譲をして、その中に幼稚園も必要だろうということで

生協が設立しました。その後生協が経営的に難しくなり、運営が厳しくなり売却の話が

でました。しかし、自然に囲まれて子どもたちが自由に活動できるなかよしが授業的な

カリキュラムを中心とした園に売却されることは本意ではないということで、当時の

職員と保護者とで 10年間自主運営が行われました。その中でなかよしを応援しようと

いうことで、資金集めの一環として地域をあげて資源回収を行っていました。 

   その後、学校法人となり、保護者の方の直接的な支援は必要がなくなりましたが、名

残りで廃品回収の収益はいただいていました。歴史をご存知ない地域の方の中には、特

定の幼稚園になぜ売り上げの一部を挙げるのかという声もありますが、当時の地域と

のつながりを象徴していると思います。昨年度から廃品回収の業者がかわり、当日の現

金として売り上げを受け取ることはなくなりましたが、横浜市の補助金は継続して受

け取ることができるので、それは続けていきたいと思っています。その助成金を PTAの

活動資金に充てていきたいと思っています。 

 

◆第 4号議案 

・予算案について補足  (理事長より） 

   コロナの影響で、会費で PTA活動費を賄うのが厳しくなっています。その赤字分は繰

り越し分から補填しています。PTAの役員さんからも費用の足りない分を会費をあげる

話も上がってきます。その中で、会費を家庭数ではなく、子どもの数で集めてはという

声もあります。しかし、子どもが園で育っていき、また親も園の環境の中で一緒に育っ

ていくという位置づけにしたときに、その保護者の場を維持するために必要な会費な

ので、保護者の人数が基本になっていくと伝えています。このなかよしで、大人たちも

一緒に成長していくということを PTAの中にも込められるといいと思います。 

・会計について 

   訂正があるので、後日訂正したものを配布予定。 

 

◆第 5号議案 

２．園 2階コミュニティルーム・なかよしのおうちの利用について  （園長より） 

   なかよしのおうちを購入したとき、なかよしの卒園児が小学校へ進学し、登校しぶり

をしたりクラスに入れない子が段々増えてきていると感じています。そんな時にそう

いう子たちの居場所にならないかと考えて購入した経緯があります。当時は学童をや

ることができないかと考えたりもしましたが、様々な要因で厳しくはなりましたが、学



校へ行けない時の居場所として「さくらの木」で使ったりしています。PTA活動やサー

クルなど、使い方は今後も変わっていくと思うので、アイデアがあれば言ってください。 

 

 

PTA総会にあたって、事前に提出された質問・疑問・提案への回答 

 

質問  平日の行事は仕事をしている身としては参加はなかなか難しく、親子遠足や生活

展は行けないことで子どもがかわいそうなので、土日にしてほしいです。 

回答  平日の行事はなかなか厳しい、参加しにくいのは理解できます。土日に行事をする

と先生たちの代休が平日に必要で、それだと回らないです。人が足りないです。平

日の行事は前よりは減ってきています。（園長より） 

 行事の内容によっては(生活展など)平日にしないとやりづらいものもあります。

生活展については日常の生活の延長として保護者に見てもらうものでもあります。

仕事をしている保護者や職員との兼ね合いもあり、懇談会は以前は日中行われて

いたものも午後 4時から行ったりと、保護者の気持ちも汲みつつ、色々検討しなが

らやっていきたいと思います。（副園長より） 

 

質問  ごはん時のパーテーション一律設置を取りやめ、希望者のみにはできませんか。 

回答  食事のパーテーションについては、デルタ株の頃の基準を今も使い続けているの

が現状です。（園長より） 

    6/6現在、市からの通達により、今後パーテーションなどの感染予防については見

直していく方向です。 

 

質問  ５月の園だよりで園児のマスク着用について、冷静なご判断ありがとうございま

した。濃厚接触者判定について、園長先生がお困りである一文があり気になりまし

た。可能であれば、どのような指示が行政からでているか共有できませんか？保護

者達も共有し、現実に即していないルールであれば、行政に声を上げるなど何かし

らのアクションが必要なタイミングではないかと思います。 

回答  濃厚接触者に対する尺度は、変わってきています。以前は濃厚接触者を選定するの

は保健所でした。それが判明するまでは休園にするよう指示がありました。陽性者

の 2 日前の活動をみて決められていました。それが感染が広がったオミクロン株

になってから、園にそれを任されるようになりました。PCR検査陽性の人がでると、

その子の発症から２日前の行動調査を園がするようになりました。今は毎日、バス

乗車、食事の時など写真を撮っておくようにしています。そのようなものを活用し

て園で作成したセルフチェックシートを提出し、行政が休園期間などを判断して

います。 



マスクをしていると濃厚接触者には該当しません。しかし、マスクをしていた職員

も感染しました。マスクに関しては、子どもにはマスクによる弊害の方が多いので

させない方針ではあります。職員に対しても、子どもに表情を見せながら接するこ

とも大切であるので、屋外であればマスクを取るように伝えています。（園長より） 

 

以上 


