
父母会活動に関するアンケート 集計結果 
２０１０年１０月 

春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 
 
１．定例会の実施状況 
 
クラブ 頻度 曜日・時間 会議内容 出席率 その他 
八木崎 月１回 

（８月除く） 
第１金曜 
18:30～ 

保育報告、行事連絡、係り連絡、 
父母会費集金 

50％  

宮川 月１回 第１土曜 
17:30～ 

保育報告、父母会費集金、行事打合せ ５割  

粕壁 ２月に１回 第３金曜 
19:30～ 

保育報告・連絡、代表者より、 
各係より 

悪い 連絡網を回すが、回っていないことも。 
毎月から２月に一度に減らしたが、出席率上

がらず。 
出席者が固定化。 

上沖 月１回 第１金曜 
18:30～ 

保育報告、係の伝達事項、 
集金、指導員からのお願い、 
改善への話し合い 

40％前後  

内牧 年６回 第２金曜 
18:30～ 

活動報告、児童の様子、注意事項 1/10～ 
７，８割 

定例会便りを発行、出席率低い。 
連絡事項は紙に書いて入口に掲示。 

幸松 年６回 第２金曜 
19:30～ 

保育報告、父母会費集金、各役員から

の連絡 
半数以上  

武里南 ２月に１回 第２金曜 
19:00～ 

保育報告、父母会費集金、行事報告、

次回行事打合せ 
６～７割  

武里 年６回 金曜 19:00～ 保育報告、行事連絡、代表者会議報告、

父母からの報告 
1/3 程度 出席率低く関心薄い。 

 
立野 月１回 金曜 19:30～ 保育報告、行事、集金（半年毎） ２～３割 出席率が低い。 
小渕 ２月に１回 金曜 18:00～ 保育報告、父母会費集金 ７割程度 

 
 

豊野 月１回 第２金曜 保育報告、行事報告など ３分の２程度 
 

関心薄い。総会しか参加しない方も。 



緑 月１回 第１金曜 
18:15～ 

保育報告、行事の打合せ、 
集金２ヶ月に１回 

集金の無い月は

激減 
２ヶ月に１回にする検討中。 

正善 ２月に１回 金曜 18:45～ 集金、保育報告、行事予定、その他報

告 
３分の２弱  

牛島 ４月に１回 金曜 18:00～ 保育報告、行事の話など ４分の１ 参加者少ない。 
定例会への出席が難しい家庭が多い。 

 
 
２．役員選出 
 
クラブ 役員構成 選出方法 役員以外の役割 その他 
八木崎 会長１、副会長４（1 年、２年、 

３年、４年以上から各１） 
会計数名、書記数名 

推薦 連絡会、弁当、親睦会、夏の

遠足、冬の行事、春の遠足 
 

宮川 会長１、副会長２、 
会計２ 

くじ 行事担当  

粕壁 代表２、会計６、書記２ 前代表から継承

（代表） 
希望表を出し集計 代表の負担が大きい 

システム変更を検討中 
上沖 会長２、副会長６、書記６、会計３、

連絡会５ 
立候補、推薦 お楽しみ会、学童まつり、遠

足、お弁当、保険、親睦会 
 

内牧 会長１、副会長２、会計３、 
会計監査１ 

立候補、推薦、

スカウト 
連絡網、広報、保険、昼食補

助 
歓迎会６名、夏レク１２名、学童まつり１０名

（１～３年で担当） 
幸松 会長１、副会長６、会計３、監査１、 

書記３、連絡会６ 
立候補、 
くじ引き 

新入生歓迎会、ハッピーラン

チ（夏休み）、お弁当（短縮授

業時）、連絡網、学童まつり、

お別れ遠足 

 

武里南 会長１、副会長２、会計３、書記３、 
監査１ 

全てくじ引き 年間の行事係り、 
休み中のお弁当係、 
父母会費集金係 

 

武里 会長１、副会長２、会計１ 
（副会長３、会計２を目指す） 

自薦、または個

別に相談 
必ず１つの係を担当 
 
 

役員を決めてから他の係を決定。 
入室説明会時に説得して１年生から選出努力。 



立野 会長１、副会長５（うち会計兼務１） 希望アンケート 集金、行事、キャンプ、 
もちつき、学童まつり、 
夏休み、レクリエーション 

 

小渕 会長２、副会長２、会計３、監査１、 
連絡会４、行事４、まつり２ 

立候補、くじ 遠足２、監査１ 在籍中１度は役員を分担 

豊野 会長１、副会長３、会計３、書記 立候補、推薦 行事など、全員が何か担当。

立候補やじゃんけんで決定 
 

緑 会長１、副会長２、会計３、書記４、 
保険２、連絡会参加３ 

立候補 クラブ内交流会６、座禅会５、 
夏まつり９、秋の遠足３、 
１月遠足３、春のお別れ遠足

７、夏休み弁当３、集金２ 

 

正善 会長１、副会長４、会計４、監査２ アンケート、 
指導員の打診 

春、夏、冬、弁当担当 役員決めが毎年大変 

牛島 会長１、副会長３、会計１、書記３ 立候補、 
決まらなければ

委任状から 

おやつ、スポーツ保険、 
夏休みお弁当、父母会行事、 
座禅会、お誕生日 

 

 
 
３．父母会費 
 
クラブ 会費／月 内訳 集金方法 その他 
八木崎 600 円 保育誌（２冊）、連絡会会費、行事補助、

教材費 
父母会で集金、銀行振込  

宮川 500 円 スポーツ保険、教材費、各行事費 ６か月分集金（年２回）  
粕壁 500 円 予算に従い行事に振分け 定例会で集金（１回／２月） 

鍵付きポスト併用 
 

上沖 800 円 
（１世帯） 

 定例会で集金  

内牧 500 円 教材費補助、行事費、昼食費、雑費 年２回振込み 日本語読めない方は会計が集金 
滞納常習者には電話や手紙 

幸松 1000 円 行事費、保育誌（10 冊）、昼食費、 
お誕生日ケーキ代、他 

定例会で集金 
欠席の場合振込 

 



武里南 1000 円  定例会で集金 学年毎に集金係を決めて、 
未納者に TEL 

武里 1000 円 おやつ代補助¥500、父母会運営¥500 現金徴収 
（集金係） 

おやつ代補助は誕生会等に充当。 
運営費は行事補助の他、教材費にも使用。 
繰越金で備品等購入（市が購入できるものを

はっきりさせて欲しい） 
立野 1000 円 保育誌¥300、運営費¥500、行事費¥200 半年に１回、定例会で集金 未納者がいる。 

繰越金が多い。 
小渕 1000 円 行事費、お弁当 定例会で集金  
豊野 1500 円 父母会費 1000 円／世帯、 

おやつ代補助 500 円／児童 
定例会で集金 
（欠席時は会計に直接） 

父母会費は行事や教材費に。 
 

緑 300 円 行事費 定例会で集金（２ヶ月に１回）  
正善 1000 円 父母会費¥350、教材費¥150、その他

¥500（保険、行事、昼食代） 
定例会で集金  

牛島 3000 円／

年 
父母会行事、クラブ行事、教材費、 
誕生日プレゼント 

引き落し  

 
 
４．父母会行事 
 
クラブ 行事 参加率 保険加入 その他 
八木崎 親睦会（5-6 月）、夏の遠足、 

冬の行事、春の遠足 
平均６割強 引率父母に損害保険 

（1500 円／10 人） 
 

宮川 バーベキュー、学童まつり、 
もちつき 

ほぼ全員 スポーツ保険  

粕壁 新入生歓迎会、夏の遠足、 
杉の子まつり 

多くない 賠償責任保険 年間 4120 円  

上沖 遠足（川口科学博物館）、座禅、親

睦会（ボーリング）、お楽しみ会（も

ちつき） 

70～80％ あいおい損保 30 円／人 
 
 
 
 

 



内牧 歓迎会、夏レク、昼食補助、 
ブロック交流会、鑑賞会、映画会 

20～30 名 
（保護者主催） 
40～50 名 
（指導員主催） 

100 円／参加者 
国内旅行総合保険 
 
 

学童祭りは保護者＆指導員協力で参加 

幸松 新入生歓迎会、もちつき、 
お別れ遠足 

半数以上 賠償責任保険年額¥13,280 
行事毎に¥100 

 
 

武里南 マジックショー（学童祭りの代わ

り）、もちつき、鑑賞会、納め会（ボ

ーリング） 

多い 
（行事による） 

  

武里 春・夏遠足、クリスマス会、 
学童まつり、体験学習 

遠足以外は８～

９割 
スポーツ保険（年間） 
遠足と学童まつりは都度加入

（100 円程度） 

父母会主催でないと校外活動できない点が

疑問。 
 

立野 キャンプ、もちつき、学童まつり、 
レクリエーション 

３～４割 未加入 行事により参加率は変動。参加者からは「楽

しい」。 
小渕 お別れ遠足など ８割程度 スポーツ保険¥600／年  

 
豊野 親睦会、デイキャンプ、学童祭り、

新年会、お別れ会 
１００人前後 損害保険 3060 円／年  

緑 春の交流会、学童まつり、夏の遠

足 or まつり、お別れ遠足 
約半数 
（参加者が固定

化している） 

行事ごとに加入  

正善 春（映画）、夏（ボーリング）、 
冬（もちつき） 

半分 スポーツ安全保険年間 600 円  

牛島 お誕生日会、座禅、父母会行事 ４分の１程度 スポーツ安全 500 円／年  
 
 
５．連絡網 
 
クラブ 連絡媒体 メール配信の利用 その他 
八木崎 メール、電話 らくらく連絡網  
宮川 電話 － 

 
個人的にメールを知っている人は利用 



粕壁 電話 検討中 出席率の低さ。 
行事担当も負担が大きい（参加少ないため） 

上沖 電話 検討中  
内牧 電話   
幸松 電話   
武里南 電話   
武里 電話、メール 他クラブの情報を参考に

したい 
連絡者同士でメール交換する形で今年度スタートしたが、退室者が出ると崩壊

→電話に戻った 
立野 電話、メール   
小渕 電話   
豊野 電話  連絡がつかない家庭もあり 
緑 電話   
正善 電話   
牛島 電話   
 
 
以上 


