
 

 

 

 

 

令和２年度 

 

 

 

 

総 会 資 料  

 

 

      期 日    令和２年 ５月 １９日（火） 

 

    場 所    千葉センシティタワー 

 

 

 

 

 

千葉県民間保育振興会



- 1 - 

 

目 次 

 

・令和２年度 千葉県民間保育振興会 総会開催次第 ····························· P2 

・令和元年度 事業報告（案） ················································· P3 

１、 事務局・総務委員会 ················································· P4 

２、 広報委員会 ························································· P6 

３、 研修委員会 ························································· P7 

４、 調査要望委員会 ····················································· P9 

５、 経営研究委員会 ···················································· P11 

６、 保育者の集い委員会 ················································ P13 

７、 青年部会 ·························································· P15 

・令和元年度 収支決算書（案） ·············································· P17 

・令和元年度 貸借対照表（案） ·············································· P18 

・令和元年度 監事監査報告書 ················································ P19 

・令和２年度 事業計画（案） ················································ P20 

１、 事務局・総務委員会 ················································· P21 

２、 広報委員会 ························································· P23 

３、 研修委員会 ························································· P24 

４、 調査要望委員会 ····················································· P27 

５、 経営研究委員会 ····················································· P29 

６、 保育者の集い委員会 ················································· P31 

７、 青年部会 ··························································· P33 

・令和２年度 収支予算書（案） ·············································· P35 

・令和２年度 組織図案（案） ················································ P36 

 

 

  



- 2 - 

 

 

令和２年度 

千葉県民間保育振興会 総会 
 

 

開催次第 

  日時：令和２年 ５月 １９日（火）  １３時３０分 ～ １６時３０分 

  場所：千葉センシティタワー 

 

 

第Ⅰ部 総会               １３時３０分 ～ １４時３０分 

  １．開会の言葉 

  ２．会 長 挨 拶 

  ３．来 賓 挨 拶 

  ４．来 賓 紹 介 

  ５．議 長 選 出 

  ６．定足数の確認 

  ７．議事録署名人の指名 

 

 

議事 

    第１号議案 令和元年度 事業報告（案）について 

第２号議案 令和元年度 収支決算（案）について 

監査報告 

    第３号議案 令和２年度 事業計画（案）について 

第４号議案 令和２年度 収支予算（案）について 

第５号議案 その他 

   

 ８．閉会の言葉 
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第１号議案   

令和元年度 千葉県民間保育振興会 事業報告（案） 

 

元号が平成から令和に変わる節目の本年は、２度にわたる大型台風、そして新型コロナウ

イルスの感染拡大が社会に大きな被害をもたらし、私達保育施設にとって試練の年度であっ

た。当会としては会員園の台風被害状況の把握と他県市への情報提供に努め、会員園への支

援につなぐために尽力し、令和２年度に行われる義援金の配布への一助となった。時間が経

過してしまったが被災した園の復興に活用していただきたい。千葉県内２７８園の認可保育

園、こども園等が加盟している本会では、「子ども・子育て支援新制度」が県内各市町村の子

どもや保護者、認可保育園等職員の為になる制度として根付くよう、施行状況等の把握に努

め、また各市町村間における過度な格差が生じることがないよう、本会理事会等を通じて情

報提供を図り、必要に応じた要望活動を担う大きな役割があると考える。また都市部におけ

る待機児童対策では、待機児童解消加速化プランの実現に向け定員増と定員枠の拡大や新設

園の整備などの対応をとる中で、保育の質の向上、保育士の処遇改善、そして新設園の急ピ

ッチな整備・拡充に伴う保育士不足が深刻化しており、人材確保の推進が急務となっている。

一方、既に入所数が減少している地域もあり、保育を取り巻く問題は、山積している現状が

あると考える。 

そこで本会は、千葉県全域の認可保育園等が抱える問題点や悩み等を把握し、解決を図った。

その手立てのひとつとして、研修の充実が挙げられる。今年度は、保育の最新情勢を適切に

理解すべくプロジェクト研修会を年２回開催した。また、保育の本質と向き合い、これから

の保育を学び合う研修内容を企画し、『保育実践研修会』『保育士研修会』『第２４回保育者の

集い』を実施した。そして、経営者としての資質向上を目的とした研修を企画し、『防災・危

機管理研修会』を開催した。 

 次に、本会ホームページにおいては、本会広報誌『保育ステップジャンプ』の掲載、理事会

資料、議事録、研修会資料、情勢報告資料等をインターネットにて公開している。今年度は

リニューアルされたホームページを活用し、私保連の調査アンケートフォームを WEB にアッ

プするなど、リアルタイムな情報を発信することができた。今後も会員園における情報・課

題などの共有を図り、魅力ある活動と的確な情報伝達を展開していきたい。 

また、「保育士養成校と保育現場の協働」が求められているなか、県内保育士養成校との連携

を強化推進していくことを重要と考える。学生を送り出す養成校と学生を受け入れる保育施

設間で懇談の機会を設け、養成校教育の実状を知り、互いに抱える問題を共有し、県内養成

校との連携強化の推進、県内認可保育園等の就職へと繋げるべく「養成校・保育施設情報交

換会・懇親会」を継続的に開催した。 

また、千葉県へは次世代育成や子ども子育て支援の環境をより改善すべく、千葉県保育協議

会と共同で令和２年度の保育施策へ向けた予算要望書の提出を行った。今後も、千葉県への

予算要望活動を積極的に行なっていく。 

今年度も千葉県全域の認可保育園等が抱える保育士不足等の問題点や悩みなどの情報共有を

行い、環境整備等においても県内各地域の現状を把握し、今後の千葉県への予算要望、そし

て県内認可保育園等の保育発展へ繋げるべく、市町村保育団体の代表者会議を開催し、次年

度以降も継続して開催していく。 

最後に、今年度の事業報告にあたり、会員園の皆様から多大な御支援と御協力を御礼申し上

げます。今後も地域と認可保育園等を結ぶ懸け橋となり、本会の活動全てが時代を担う子ど

も達のために反映されるよう研鑽する所存である。 
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■事務局・総務員会 

１．委員会構成 

         担当副会長  久居 麻紀子 （松戸市 音のゆりかご保育園） 

         事 務 局 長  田中 幸夫  （市川市 新井保育園） 

         委 員 長  山田 裕宇記 （松戸市 小金西グレースこども園） 

         会   計  猪瀬 貴大 （市川市 愛泉保育園） 

         委   員  飯島 一幸 （船橋市 さくら保育園） 

         委   員  山本 亮平 （流山市 ピオーネ流山保育園） 

  

２．活動内容 

  （１）総会の開催 

     ５月 ２１日  場所  千葉センシティタワー 会議室 

             総会員園数： ２７８園 

             出 席 園数：  ６２園 

             委 任 状 ： １５６園 

計    ： ２１８園 

 

  （２）理事会の開催 

     ４月１６日  場所：全日警ホール      出席者： ２０名 

     ５月１４日  場所：西船橋出張所      出席者： １９名 

     ６月２５日  場所：全日警ホール      出席者： ２０名 

     ７月３０日  場所：全日警ホール      出席者： ２２名 

     ９月１７日  場所：西船橋出張所      出席者： ２１名 

    １０月１５日  場所：西船橋出張所      出席者： １５名 

    １１月１９日  場所：西船橋出張所      出席者： １８名 

    １２月１７日  場所：全日警ホール      出席者： １９名 

     ２月１８日  場所：松戸商工会議所     出席者： １８名 

     ３月１７日  議決の省略          出席者： ２６名 

 

  （３）第１回プロジェクト研修会 

     ７月３０日  場所：全日警ホール      出席者： １００名 

                

  （４）第２回プロジェクト研修会 

     １月２７日  場所：市川文化会館      出席者： ４７名 

 

 

３．委員会開催報告 

  （１）平成３１年  ４月  ３日（水）  １５時００分 ～ １７時００分 

場所：さくら保育園（船橋市）   

議題：総会準備  

 

  （２）平成３１年  ４月  ８日（金）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：チューリップ保育園（千葉市）   

議題：今年度のＨＰ及びメールシステム運営に関し広報委員会と協議 
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  （３）令和 元年  ５月 ２９日（火）  １５時００分 ～ １８時００分 

場所：音のゆりかご保育園（松戸市）   

議題：会費請求等に関する準備 

 

  （４）令和 元年  ６月  ４日（月）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：西船みどり保育園（船橋市）   

議題：今年度のＨＰ及びメールシステム運営に関し広報委員会と最終協議 

 

（５）令和 元年  ６月 ２５日（火）  １１時００分 ～ １２時３０分 

場所：全日警ホール（市川市）   

議題：会費請求書発送作業 

 

  （６）令和 元年  ８月  ８日（木）  １６時００分 ～ １８時００分 

場所：中山あけぼの保育園（船橋市）  

議題：理事会準備等 

 

  （７）令和 元年 １０月 １０日（木）  １５時００分 ～ １７時００分 

場所：新井保育園（市川市）  

議題：全国私立保育園連盟署名準備、台風１５号の調査集計等 

 

  （８）令和 元年 １１月  ７日（木）  １０時００分 ～ １１時３０分 

場所：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜市）  

議題：理事会準備等 

 

  （９）令和 元年 １２月  ９日（金）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：愛泉保育園（市川市）   

議題：理事会準備等 

 

  （10）令和 ２年  １月 ２７日（月）  １０時００分 ～ １２時００分 

場所：市川市文化会館（市川市）  

議題：理事会準備、当日のプロジェクト研修会最終確認 

 

  （11）令和 ２年  ２月 １８日（火）  １０時００分 ～ １２時００分 

場所：松戸商工会議所（松戸市） 

議題：理事会準備等 

 

（1２）令和 ２年  ３月 ５日（木）   １４時００分 ～ １６時００分 

場所：音のゆりかご保育園  

議題：理事会準備等 
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■広報委員会 

１．委員会構成  担当副会長  松崎 総一 （船橋市 西船みどり保育園） 

         委 員 長  大越 紀明 （八千代市 緑が丘はぐみの杜保育園） 

         委   員  佐竹 恒輝 （船橋市 てまり保育園） 

         委   員  渡邉 信哉 （一宮町 愛光保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）ｗeb サイトへの各種情報掲載 

      ホームページを用いての活動報告・情報提供 

       

  （２）保育ステップジャンプの発行 

      第５０号、５１号の発行 

 

３．委員会開催報告 

  （１）令和元年 ６月４日（火）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：西船みどり保育園（船橋市）   

議題：HP 活用方針・広報誌発行打ち合わせ・スケージュール確認 

 

  （２）令和元年 ７月２９日（月） １４時００分 ～ １７時００分 

場所：緑が丘はぐみの杜保育園（八千代市）   

議題：HP更新の確認・広報誌５０号作成調整 

 

  （３）令和元年 ９月１０日（火） １４時００分 ～ １７時００分 

場所：てまり保育園（船橋市）   

議題：広報誌５０号発送事務作業  

 

  （４）令和元年 １１月１８日（月）１２時００分 ～ １６時００分 

場所：愛光保育園（一宮町）   

議題：広報誌５１号記事案について・HP 活用について  

 

  （５）令和２年 １月１０日（金） １５時００分 ～ １６時３０分 

場所：現地集合   

議題：広報誌５１号記事の取材（風の村保育園八街にて）  

 

（６）令和２年 ２月 メールにてデータのやり取りによる意見交換   

議題：次年度事業計画案、予算案 広報誌作成 

 

（７）令和２年 ３月３１日   １５時００分 ～ １７時００分 

場所：緑が丘はぐみの杜保育園   

議題：広報誌５１号発送事務作業  
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■研修委員会 

１．委員会構成  担当副会長  久居 麻紀子 （松戸市 音のゆりかご保育園） 

         委 員 長  橘  朱美  （松戸市 いわさき保育園）） 

         副 委員長  小島 基江  （市川市 つくし保育園） 

         副 委員長  利光 美亜子 （四街道市 四街道保育園） 

         委   員  加瀬 麻未  （松戸市 佑和保育園） 

         委   員  廣内 千帆子 （浦安市 弁天保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）保育実践研修会（９回連続研修会） 

     講師兼ファシリテーター：和光保育園園長 鈴木 眞廣氏 

     ファシリテーター：千葉明徳短期大学准教授 小久保 圭一郎氏 

     時間：１４時００分 ～ １７時００分 

     参加人数：    名 

     第１回目  ６月 ２０日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２２名 

第２回目  ７月 １８日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２１名 

     第３回目  ８月 ２２日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２１名 

第４回目  ９月 １９日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２２名 

     第５回目 １０月 １７日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：１９名 

第６回目 １１月 ２１日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：１７名 

     第７回目 １２月 １２日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２０名 

第８回目  １月 １６日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２２名 

     第９回目  ２月 １３日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２２名 

 

（２）高山静子先生の連続講座（２回連続研修会） 

     テーマ 保育の『質』を環境構成から考える 

講師：東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 子ども支援専攻 

   教授 高山 静子氏 

     時間：１４時００分 ～ １７時００分 

参加人数：１０６名  

     第１回目  ７月 ４日(木)  場所：千葉商工会議所   参加者：４９名 

第２回目 １１月１８日(月)  場所：千葉商工会議所   参加者：４８名 

 

（３）久保健太先生の連続講座（３回連続研修会） 

   テーマ 動画を見ながら「おもしろそう」の出会いから保育を考える 

     講師: 関東学院大学教育学部専任講師          久保 健太氏 

     時間：１４時００分 ～ １７時００分 

     延べ参加人数：９３名 

     第１回目 ６月 ６日(木)  場所：千葉市民会館   参加者：４３名 

     第２回目 ７月２３日(火)  場所：千葉商工会議所  参加者：４１名 

     第３回目 ９月 ５日(木)  場所：千葉市民会館   参加者：４３名 

 

   

 



- 8 - 

 

３．委員会開催報告 

 

 （１）平成３１年４月２５日 

     場所：音のゆりかご保育園 

     議題：研修要項発送準備、研修会について 

 

  （２）令和元年１０月 １７日  １４時００分 ～ １６時００分 

場所：音のゆりかご保育園   

議題：令和２年度研修会について 

 

  （３）令和元年１１月１８日   １３時００分 ～ １３時３０分 

      場所：千葉商工会議所 

      議題：令和２年度研修会について 

 

  （４）令和元年 １月 １７日  １４時３０分 ～ １７時００分 

場所： 松戸駅 星野珈琲 

議題： これからの研修会のあり方について 
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■調査要望委員会 

１．委員会構成  担当副会長  高橋 弘道 （香取市  明照保育園） 

         委 員 長  熱田 寛明 （匝瑳市  東保育園） 

         副 委 員 長  天野 洋史 （船橋市  あすなろ保育園） 

         副 委 員 長  力丸 裕美 （松戸市  稔台保育園） 

         委   員  中野内則子 （流山市  松の実保育園） 

             

２．活動内容 

  （１）県への要望書作成 

  （２）地域代表者会議の開催 

   

３．委員会等開催 

  （１）令和 元年 ６月２１日（金）  １１時３０分 ～ １４時００分 

場所：匝瑳市内飲食店（匝瑳市） 

議題：保協側と県への要望書提出内容検討 

 

  （２）令和 元年 ７月１７日（水）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：成田市内飲食店（成田市） 

議題：県への要望書提出内容検討、調査内容検討 

       

  （３）令和 元年 ８月 ７日（水）  １０時００分 ～ １２時００分 

場所：千葉県議員会館（千葉市） 

議題：県（千葉県担当部、課長）への要望書提出 

       

  （４）令和 元年 ８月 ２９・３０日（木・金） 

場所：京都東急ホテル（京都市） 

議題：全私保連 全国調査部長会議 

       

  （５）令和 元年 ９月１７日（火）   

場所：船橋市内飲食店（船橋市） 

議題：地域代表者会議打ち合わせ 

  

（６）令和 元年 ９月３０日（火） １６時００分 ～ １６時３０分 

場所：千葉県自民党県支部（千葉市） 

議題：県（自民党保育所問題議員研究会会長）への要望書提出 

 

（７）令和 元年１０月１０日（木） １４時００分 ～ １６時００分 

場所：成田市内飲食店（成田市） 

議題：地域代表者会議打ち合わせ 

 

  （８）令和 元年１２月１７日（火）  １３時００分 ～ １４時００分 

場所：船橋市内飲食店（船橋市） 

議題： 地域研修、代表者会議開催について 
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  （９）令和 ２年 ２月１８日（火）  １５時００分 ～ １９時００分 

場所：松戸商工会議所（松戸市） 

議題： 地域研修、代表者会議開催 
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■経営研究委員会 

１．委員会構成  担当副会長  篠田 光代  （流山市 八木北保育園） 

         委 員 長  村上 輝子  （流山市 えどがわ南流山保育園） 

         副 委 員 長  飯田 倫雄  （富津市 富津保育園） 

         副 委 員 長  林  健一  （木更津市 木更津むつみ保育園） 

         委   員  後藤 敏宏  （船橋市 こでまり保育園） 

         委   員  三津田 優  （船橋市 かもめ保育園） 

委   員  杉本 正人  （船橋市 たかね台ベビーホーム） 

委   員  富澤 真史  （白井市 ひまわり保育園） 

委   員  嶋本 賢修  （白井市 白井保育園）  

 

２．活動内容 

  （１）千葉県私立大学短期大学協会との情報交換会の企画・実施 

     令和元年  ６月 ２１日（金）「養成校と保育施設の情報交換会」開催 

     （場所：西船橋出張所） 

 

  （２）経営に関する研修会の企画・実施 

令和元年 １１月 ２８日（木）「防災・危機管理研修会」開催 

     （場所：千葉県西部防災センター） 

 

  （３）千葉県民間保育園フェスタの検討 

 

 

３．委員会開催報告 

  （１）平成３１年 ４月 ２３日（木）  １４時００分 ～ １６時００分 

場所：白井保育園（白井市）   

議題：養成校との懇談会について、経営研修について 

 

  （２）令和元年  ５月 ２０日（月） 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：養成校との懇談会について、経営研修について 

 

  （３）令和元年  ６月  ４日（火）  １４時００分 ～ １６時００分 

場所：富津保育園（富津市）   

議題：養成校との懇談会について、防災危機管理研修について 

 

  （４）令和元年  ７月 ２６日（金）  １７時００分 ～ １９時００分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市） 

議題：養成校との懇談会報告について、防災危機管理研修について 

 

  （５）令和元年  ９月  ９日（月）  １４時００分 ～ １６時３０分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：防災危機管理研修について、経営研修について 
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（６）令和元年 １０月 ２８日（火）  １４時００分 ～ １６時３０分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：経営研修について 

 

（７）令和元年 １２月 ２６日（木）  １８時００分 ～ ２０時３０分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：防災・危機管理研修報告について、経営研修について 

 

（８）令和２年  1 月 ３０日（木）  １４時００分 ～ １６時００分 

    場所：えどがわ南流山保育園 

    議題：次年度の経営研修について 

 

（９）令和２年  ３月  ５日（木）  １４時００分 ～ １６時００分 

    場所：えどがわ南流山保育園 

    議題：次年度の経営研修について    
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■保育者の集い委員会 

１．委員会構成 

担 当 副 会 長  川副 孝夫  (市川市   風の谷保育園） 

委 員 長  岩間 真佐代（浦安市  弁天保育園） 

副 委 員 長  西野 未絵 （市川市  百合台保育園） 

副 委 員 長  伊藤 朋成 （山武市   蓮沼保育園） 

委 員  菅野 寛子 （船橋市  田喜野井旭こども園） 

委 員  山崎 竜二 （千葉市  若竹保育園） 

委 員  松丸 健太郎（市川市  かいづか保育園） 

委 員  小林 元  （流山市  けやきの森保育園 おおたかの森園） 

（ 派 遣 委 員 ） 

委 員  門田 奈々  （松戸市  東松戸保育園） 

委 員  久保 孝太  （流山市  森の葉保育園） 

委 員   阿部 雅美  （船橋市  たちばな保育園） 

委 員  伊賀 由美子（市川市  市川南保育園） 

委 員  宇津木 寿夏 （山武市  若杉保育園） 

委 員  湯浅 恵莉香（香取市  明照保育園） 

委 員  田中 夏季  （八千代市 緑が丘はぐみの杜保育園） 

委 員  海老澤 有香（松戸市  保育園きぼうのつばさ） 

委 員  西村 海  （流山市  暁の星保育園） 

委 員  岡野 佐紀  （千葉市  千葉寺保育園） 

委 員  鍋島 暁子  （船橋市  みどり保育園） 

委 員  高津 悦子  （船橋市  みどり保育園） 

 ( 協 力 委 員) 

委 員  石井 有希  （市川市  つくし保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）令和２年  １月 ２５日（土） 第２４回保育者の集い 開催 

 

３．委員会開催 

  （１）令和元年  ５月 ２４日（金）１５：００～１７：００ 

場所：浦安市民プラザ WAVE101  市民サロン 2 (浦安市) 

議題：第１回役員会  

 

（２）令和元年  ６月 １８日（火）１４：００～１７：００ 

場所： 浦安市民プラザ WAVE101  市民サロン 6 (浦安市) 

議題：第２回役員会・第１回保育者の集い委員会 

 

（３）令和元年  ７月  １日（火）１４：００～１７：００ 

場所：弁天保育園 （浦安市） 

議題：第３回役員会・第２回保育者の集い委員会 
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  （４）令和元年   ８月  １日（月）１５：００～１７：００ 

場所：西船橋出張所（船橋市） 

議題：第４回役員会・第３回保育者の集い委員会 

 

  （５）令和元年  １０月  ７日（月）１５：００～１７：００ 

場所：グリーンホテル幕張 1階ロビー  

議題：第５回役員会・第４回保育者の集い委員会及び会場下見 

 

  （６）令和元年  １１月 １１日（月）１４：３０～１７：００ 

場所：西船橋出張所 (船橋市) 

議題：第６回役員会・第５回保育者の集い委員会及び要綱発送作業 

 

  （７）令和元年  １２月  ９日（月）１５：００～１７：００ 

場所：西船橋出張所  (船橋市) 

議題：第７回役員会・第６回保育者の集い委員会及び参加券発送作業 

 

  （８）令和元年   １月 １０日（金）１４：３０～１７：００ 

場所：弁天保育園   (浦安市) 

議題：第８回役員会・第７回保育者の集い 

 

 （９）令和元年   ２月 ２１日（金）１５：００～１７：００ 

場所：弁天保育園   (浦安市)  

議題：第９回役員会・第８回保育者の集い委員会 
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■青年部会 

 

１．部会主な構成    

   部会長        飯島 一幸（船橋市 さくら保育園） 

   副部会長       菅野 寛子（船橋市 田喜野井旭保育園） 

（会員拡大交流委員会担当） 

   副部会長       猪瀬 貴大（市川市 愛泉保育園） 

（研修委員会担当） 

   事務局長       富澤 真史（白井市 ひまわり保育園） 

   会計         渡辺 信哉（一宮市 愛光保育園） 

   会員拡大交流委員長  佐藤 聖子（流山市 南流山保育園ひびき） 

   研修委員長      日暮 孝行（松戸市 八景台保育園） 

    

     

２．活動内容 

  （１）会員拡大を目的とした事業の実施 

 

  （２）対内研修・対外研修の企画実施 

 

  （３）広報誌・インターネットを活用した広報活動の実施 

 

３．活動報告 

  （１）各委員会及び役員会の開催報告  

   役員会 

  ・第１回 令和元年  ４月１０日（火）   愛泉保育園（船橋市） 

  ・第２回 令和元年  ６月２４日（月）   田喜野井旭保育園（船橋市） 

  ・第３回 令和元年  ８月 １日（木）   鳥元（船橋市） 

  ・第４回 令和元年 １０月３０日（水）   八景台保育園（松戸市） 

  ・第５回 令和２年  １月１０日（金）   中山あけぼの保育園（船橋市） 

  ・第６回 令和２年  ３月２７日（金）   西船出張所（船橋市） 

 

会員拡大委員会 

  ・第１回 令和元年   ５月 ８日（水）   森のまちひなた保育園（流山市） 

  ・第２回 令和元年   ７月２２日（月）    杉の子保育園（船橋市） 

  ・第３回 令和元年   ９月 ６日（金）   青年部交流会（品川区） 

  ・第４回 令和元年   １月２４日（木）   入船北保育園（浦安市） 

 ・第５回 令和元年 １１月２０日（木）    田喜野井旭こども園（船橋市） 

 ・第６回 令和２年    １月１４日（火）    こでまり保育園（船橋市） 

 ・第７回 令和２年   ２月２８日（金）    猿八          （船橋市） 

   

   研修委員会 

・第１回 令和元年   ５月１７日（金）   つぼみ保育園 （松戸市） 

・第２回 令和元年   ７月１８日（木）   かいづか保育園（市川市） 
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・第３回 令和元年   ８月２８日（水）   ピオーネ流山保育園（流山市） 

・第４回 令和元年 １０月２３日（水）     三山つくし保育園（船橋市） 

・第５回 令和元年  １１月１９日（水）     西船橋出張所 会議室 B（船橋市） 

・第６回 令和２年    １月３１日（金）  けやきの森保育園おおたかの森園（流山市） 

 

 ４．主な事業 

  （１）令和元年 ５月３０日（木）   

場所：西船橋出張所（船橋市）   

内容：青年部全体会＆研修会 ～認定こども園の現状と可能性について～ 

講師：部会内委員 

 

  （２）令和元年 ９月 ６日（金） 

場所：東京都内 

内容：福祉厚生の充実化に向けて 

「tokyo2020事前視察ツアー」と「情報交換会」  

 

  （３）令和元年 １１月７日（木）～８日（金）  

場所：神奈川県横浜市  

内容：第４０回 （公社）全国私立保育園連盟青年会議横浜大会 

    

  （４）令和元年 １２月６日（金）  

      場所：西船橋出張所（船橋市）  

      内容：シフトと給食における課題と取組 

 

  （５）令和２年 ２月 １７日（月） ～ １８日（火） 

      場所：浅草ビューホテル ４Ｆ 飛翔の間（台東区） 

      内容：（公社）全国私立保育園連盟 青年会議 第１５回特別セミナー 

         ～これからの時代を生きるこれからの保育とは～ 
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第２号議案            
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令和元年度 

 

 

千葉県民間保育振興会 

 

 

 

 

監 事 監 査 報 告 書 

 

 

 

 

 

          諸帳簿検査の結果、事務処理が正確であること及び 

 

適正な運営が図られたことを報告します。 

 

                                 以上 

 

 

 

 

         

令和２年   月   日 

 

 

 

 

監事                    印 

 

 

 

 

監事                    印 

 

 

  



- 20 - 

 

第３号議案   

令和２年度 千葉県民間保育振興会事業計画（案）  

 

千葉県内２９２園の認可保育園等が加盟している本会では、平成３０年度より改定がなさ

れた保育所保育指針のもと、「子ども・子育て支援新制度」が県内各市町村の子どもや保護者、

認可保育園等職員の為になる制度として根付くよう、施行状況等の把握に努め、各市町村間

における過度な格差が生じることがないよう情報提供を図り、必要に応じた活動を行うこと

が求められていると考える。また、幼保連携型認定こども園の創設など、乳幼児保育はより

複雑になるものと思われるが“子どもの最善の利益”を守るためにも、大人の都合に価値を

置いた利便性や効率性に勝る保育内容を各会員園の努力に期待する。さらに、我々には、子

育て力の低下から起こる親や地域の子育て不安を解消する一翼を担う大きな役割があると考

える。 

現在、千葉県内において都市部における待機児童対策では、待機児童解消加速化プランの

実現に向け定員増と定員枠の拡大や新設園の整備などの対応をとる中で、認可保育園等の急

ピッチな整備・拡充に伴う保育士不足に加え、更なる保育士の処遇改善、人材確保の推進が

急務となっている。一方、県内全域を見渡すと既に入所数が減少している地域もあり、経営

は危機的状況におかれるケースも見られ、保育を取り巻く問題は、県内に山積している現状

があると考える。 

そこで、当会では引き続き４つの柱を軸に千葉県全域の認可保育園等が抱える問題点や悩

みなどを把握し、解決を図っていきたいと考える。 

その手立てのひとつとして、研修の充実が求められる。当会独自の取り組みとして、次世

代の園長を含めて、運営能力や経営者としての資質向上を目的とする研修、保育の「質」を

テーマに、専門性を高め講義と実践を行き来して対話できる学び方を積み重ねる連続講座を

企画・実施する。また、全国私立保育園連盟との人脈を活かし、独自性の高い研修、そして保

育士のキャリアパスに係る研修体系等の構築も視野に入れ検討していく。 

次に、ホームページではITを活用し、広報誌「保育ステップジャンプ」の掲載、また、総

会、理事会、研修会、保育情勢等のリアルタイムな情報発信と報告を続けていく。当会会員

園の園情報や行政、養成校、子育て家庭への情報提供も視野に入れ、将来を見据えた魅力あ

る活動と的確な情報伝達を展開していきたい。 

そして、保育士不足の問題に関しては、千葉県私立大学短期大学協会など養成校との連携

を強化推進に繋ぐべく情報交換会を企画し、養成校と認可保育園等の協働により、県内認可

保育園等への就職へ繋げるよう活動する。 

さらに、千葉県認可保育園等の保育発展へ繋げるべく、市町村保育団体の代表者会議をよ

り積極的に開催し、千葉県全域の認可保育園等が抱える保育士不足等の問題点や悩みなどの

情報共有を行い、環境整備等においても県内各地域の現状を把握し千葉県への予算要望を行

う。そして千葉県内全域にて、認可保育園等で働く保育士が様々な情報を共有し、互いに必

要とする運営や人事管理に関するノウハウの提供を行う研修等、保育士の為の情報交換の場

作りとして第２５回保育者の集いの開催を行う。更には、次代の千葉県の保育界を担う若い

後継者が忌憚なく情報交換し、各々の意見交換の中から価値観を見出せるように、青年部会

の魅力を広め若手後継者の育成を積極的に行う。 

これからも本会は、地域と保育園を結ぶ懸け橋となり、本会の活動全てが次代を担う子ど

も達のために反映されるものであるよう研鑽していく所存である。 
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■事務局・総務員会 

１．委員会構成  担当副会長  久居 麻紀子 （松戸市 音のゆりかご保育園） 

         事 務 局 長  田中 幸夫  （市川市 新井保育園） 

         委 員 長  山田 裕宇記 （松戸市 小金西グレースこども園） 

         会   計  猪瀬 貴大 （市川市 愛泉保育園） 

         委   員  飯島 一幸 （船橋市 さくら保育園） 

         委   員  山本 亮平 （流山市 ピオーネ流山保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）総会の開催 

     ５月２１日   場所：千葉センシティタワー  

            

  （２）理事会の開催 

     ４月 ２１日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

     ５月 １２日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

     ６月 １６日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

     ７月 ２１日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

     ９月 １５日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

    １０月 ２０日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

    １１月 １７日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

    １２月 １５日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

     ２月  ９日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

     ３月 １６日  場所：全日警ホール会議室    出席者：   名 

 

  （３）正副会長会議 

     ８月      場所：未定           出席者：   名 

     １月      場所：未定           出席者：   名 

  

３．委員会開催 

  （１）令和２年  ４月  ７日（火）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：愛泉保育園（市川市）   

議題：総会準備  

 

  （２）令和２年  ４月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：新井保育園（市川市）   

議題：総会準備 

 

  （３）令和２年  ４月   日（ ）  １２時００分 ～ １４時００分 

場所：未定   

議題：総会準備 

 

  （４）令和２年  ５月   日（火）  １１時００分 ～ １４時００分 

場所：未定   

議題：総会準備 
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（５）令和２年  ５月 １９日（火）   ９時３０分 ～ １２時００分 

場所：千葉センシティ―タワー（千葉市）  

議題：総会 

 

  （６）令和２年  ５月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定  

議題：会費請求準備、全国私立保育園連盟署名準備 

 

  （７）令和２年  ６月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定 

議題：理事会準備 

 

  （８）令和２年  ７月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定  

議題：理事会準備 

 

  （９）令和２年  ９月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定  

議題：理事会準備 

 

  （10）令和２年 １０月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定   

議題：理事会準備 

 

  （11）令和２年 １１月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定  

議題：理事会準備 

 

  （12）令和２年 １２月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定  

議題：理事会準備 

 

  （13）令和３年  １月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定   

議題：令和３年度総会準備 

 

  （14）令和３年  ２月   日（ ）  １１時００分 ～ １３時００分 

場所：千葉センシティタワー（千葉市） 

議題：理事会準備、令和３年度総会準備 

 

  （15）令和３年  ３月   日（ ）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：未定   

議題：理事会準備、令和３年度総会準備 
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■広報委員会 

１．委員会構成  担当副会長  松崎 総一 （船橋市 西船みどり保育園） 

         委 員 長  大越 紀明 （八千代市 緑が丘はぐみの杜保育園） 

         委   員  佐竹 恒輝 （船橋市 てまり保育園） 

         委   員  渡邉 信哉 （一宮町 愛光保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）ｗeb サイトへの各種情報掲載 

      ホームページやメールを用いての活動報告・情報提供 

       

  （２）保育ステップジャンプの発行 

      第５２号、５３号の発行 

 

３．委員会開催計画 

  （１）令和２年 ５月    １５時００分 ～ １７時００分 

場所：緑が丘はぐみの杜保育園（八千代市）   

議題：年間方針確認、HP 活用方針・担当決定 

 

  （２）令和２年 ６月    １５時００分 ～ １７時００分 

場所：てまり保育園（船橋市）  

議題：保育ステップジャンプ５２号作成に向けて 

 

  （３）令和２年 ９月    １５時００分 ～ １７時００分 

場所：愛光保育園（一宮町）   

議題：保育ステップジャンプ５２号作成  

 

  （４）令和２年 １０月   １５時００分 ～ １７時００分 

場所：西船みどり保育園（船橋市）   

議題：保育ステップジャンプ５２号発行・発送  

 

  （５）令和２年 １１月   １５時００分 ～ １７時００分 

場所：緑が丘はぐみの杜保育園（八千代市） 

議題：保育ステップジャンプ５３号作成に向けて、HP 活用状況確認  

 

（６）令和３年  １月   １５時００分 ～ １７時００分 

場所：てまり保育園（船橋市）    

議題：次年度事業計画、保育ステップジャンプ５３号作成 

 

（７）令和３年  ２月   １５時００分 ～ １７時００分 

場所：愛光保育園（一宮町）   

議題：次年度事業計画、保育ステップジャンプ５３号発行・発送  

   次期広報委員への引継ぎ準備 
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■研修委員会   

１．委員会構成  担当副会長  久居 麻紀子 （松戸市 音のゆりかご保育園） 

         委 員 長   橘 朱美   （松戸市 いわさき保育園） 

         副 委 員 長  小島 基江  （市川市 つくし保育園） 

         副 委 員 長  利光 美亜子 （四街道 四街道保育園） 

         委   員  加瀬 真未  （松戸市 佑和保育園） 

委   員  廣内 千帆子 （浦安市 弁天保育園） 

         委   員  力丸 優司  （松戸市 稔台保育園） 

２．活動内容 

 保育の「質」を高めるための、キャリアアップ研修も始まりましたが、待機児童対策の

「量」の確保ばかりがクローズアップされてしまっていないでしょうか。保育の「質」を高

めたい。この課題にきちんと向き合い考えなくてはと思っています。  

千葉県民間保育振興会の研修委員会では、これまで「振興会独自の取り組み」として、 

保育の「質」を下記の２本の柱でとらえ、講義と実践を行き来して対話できる学び方として

連続講座で積み重ねる研修を行ってきました。 

 

１． 園経営と保育哲学のエッセンス  

２． 保育内容 保育の「新」と「真」と「芯」を考える 

 

「子ども理解の質」という視点から、子どもがどんな心情を持って「今ここにいる」のか

をエピソードを持ち寄り、参加者同士の分かち合いを通して子ども理解を拡げ、その心持ち

への向き合い方・響き合い方を体験的に学んできたのが保育実践研究会で、こつこつ 1７年続

けてきました。 

また、保育場面の動画をみながら、保育の理論と実践の対話で好評いただいている久保健

太先生の講義は、今年度も３回連続の講座としました。 

今年度は、現場の保育士の方々の意見を聞き、それをもとに研修会を企画しました。 

〇白梅学園大学 市川奈緒子先生をお招きし、「発達が気になる子、子どもの療育について」          

ご講義頂きます。      

〇千葉大学 砂上史子先生をお招きし、「保育現場の人間関係対処法」についてご講義 

頂きます。 

〇淑徳大学 稲垣美加子先生をお招きし「ソーシャルワークの視点から保育現場での支援の

仕方」について事例をもとにしてご講義頂きます。 

どの研修会も先生達と共有し深め合うことのできる内容です。 

保育の本質と向き合う、これからの保育を学び合う充実した研修ですので、これまで 

参加の機会が作れなかった園からも、是非とも参加お待ちしております。 

 

  研修会  

  （１）保育実践研修会（５回連続研修会） 

     講師兼ファシリテーター：和光保育園園長 鈴木 眞廣氏 

     ファシリテーター：千葉明徳短期大学准教授 小久保 圭一郎氏 

     時間：１４時００分 ～ １７時００分 

    定員：   名 

開催日：第１回目  月     日（  ）場所：千葉明徳短期大学 参加者： 未定 

第２回目  月     日（  ）場所：千葉明徳短期大学 参加者： 未定 
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第３回目  月     日 (  ）場所：千葉明徳短期大学  参加者： 未定 

第４回目  月     日（  ）場所：千葉明徳短期大学 参加者： 未定 

第５回目  月      日（  ）場所：千葉明徳短期大学 参加者： 未定 

 

                           

（２） 久保 健太先生 連続３回講座 

動画を見ながら 

「おもしろそう」の出会いから保育を考える 

  講師：関東学院大学教育学部専任講師  久保 健太氏 

時間：１４時００分 ～ １７時００分 

定員：４０名  

     開催日：  月    日（  ） 場所：               参加者： 未定 

           月    日（  ） 場所：                参加者： 未定 

      月    日（  ） 場所：               参加者： 未定 

 

（３） 市川 奈緒子先生 

発達が気になる子、子どもの療育について 

講師：白梅学園大学 教授 市川 奈緒子氏 

時間：１４時００分 ～ １７：００分 

定員：５０名 

開催日：９月３日（木） 

 

  （４）砂上 史子先生 

      コミュニケーション能力について 

     講師：千葉大学   教授 砂上 史子氏 

     時間：１４時００分～１７時００分 

     定員：５０名 

     開催日：６月１日（月） 

   

  （５）稲垣 美加子先生 

       ソーシャルワークの視点から保育現場への支援方法取り組みについて 

      講師：淑徳大学 教授 稲垣 美加子氏 

      時間：１４時００分～１７時００分 

      定員：５０名 

      開催日：１０月５日（月） 

 

  （６）東海上日動 リスクマネジメント 危機管理研修 

      講師：未定 

      時間：未定 

      定員：６０名 

      開催日：未定 
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３．委員会開催 

  （１）令和２年 ４月 予定 

場所：音のゆりかご保育園 

議題：研修案内要項発送について 

 

  （２）令和２年 ５月  予定 

場所：いわさき保育園 

議題： 研修企画・運営について 

 

  （３）令和２年 ６月  予定 

場所：四街道保育園 

議題：研修企画・運営について 

 

  （４）令和２年 ７月  予定 

場所：つくし保育園 

議題：研修企画・運営について 

 

  （５）令和２年 ９月  予定 

場所：未定 

議題：研修企画・運営について 

 

  （６）令和２年１０月  予定 

場所：未定 

議題：研修企画・運営について 

 

（７）令和２年 １１月 予定 

場所：未定 

議題：保育者の集い分科会内容について 

 

（８）令和２年 １２月 予定 

場所：未定 

議題：保育者の集い分科会内容について 

 

（９）令和３年  ２月 予定  

場所：未定 

議題：次年度研修企画・運営について 

 

（１０）令和３年  ３月  

場所：未定 

議題：次年度研修企画・運営について 
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■調査要望委員会 

１．委員会構成  担当副会長  高橋 弘道 （香取市  明照保育園） 

         委 員 長  熱田 寛明 （匝瑳市  東保育園） 

         副 委 員 長  天野 洋史 （船橋市  あすなろ保育園） 

         副 委 員 長  力丸 裕美 （松戸市  稔台保育園） 

         委   員  中野内則子 （流山市  松の実保育園） 

           

２．活動内容 

  （１）保育制度の調査、研究 

 

  （２）県への要望書作成 

 

  （３）地域代表者会議の開催 

 

３．委員会等の開催  

  （１）令和 ２年  ４月   

場所：未定    

議題：一年間の活動方法検討  

 

  （２）   ２年  ５月   

場所：未定   

議題：要望書、調査内容検討 

 

  （３）   ２年  ７月   

場所：未定 

議題：地域代表者会議、要望書検討 

 

  （４）   ２年  ８月   

場所：千葉県議員会館 

議題：要望書提出 

 

  （５）   ２年  ９月   

場所：未定 

議題：調査内容検討 

 

  （６）   ２年 １０月   

場所：千葉県自民党県支部 

議題：要望書提出 

 

  （７）   ２年 １２月   

場所：未定 

議題：地域代表者会議開催予定 
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  （８）   ３年 １月   

場所：未定 

議題：調査報告内容検討 

 

  （９）   ３年 ３月 

      場所：未定 

      議題：調査報告内容検討、次年度活動計画検討 
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■経営研究委員会 
１．委員会構成  担当副会長  篠田 光代  （流山市 八木北保育園） 

         委 員 長  村上 輝子  （流山市 えどがわ南流山保育園） 

         副 委 員 長  林 健一   （木更津市 木更津むつみ保育園） 

         副 委 員 長  飯田 倫雄  （富津市 富津保育園） 

         委   員  後藤 敏宏  （船橋市 こでまり保育園） 

         委   員  三津田 優  （船橋市 かもめ保育園） 

委   員  杉本 正人  （船橋市 たかね台ベビーホーム） 

委   員  富澤 真史  （白井市 ひまわり保育園） 

委   員  嶋本 賢修  （白井市 白井保育園)  

         

２．活動内容 

（１）千葉県私立大学短期大学協会との情報交換会の企画・実施 

（２）経営に関する研修会の企画・実施 

（３）千葉県民間保育園フェスタの企画・実施 

 

３．委員会開催計画 

（１）令和２年４月 

場所：未定 

議題：情報交換会について 

就職フェスタについて 

 

（２）令和２年 ５月 

場所：未定 

議題：情報交換会について 

就職フェスタについて 

 

（３）令和２年 ６月 

場所：未定 

議題：情報交換会について 

就職フェスタについて 

 

（４）令和２年 ７月 

場所：未定 

議題：情報交換会について 

就職フェスタについて 

 

（５）令和２年 ９月 

場所：未定 

議題：就職フェスタについて 

経営研修会について 
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（６）令和２年１０月 

場所：未定 

議題：就職フェスタについて 

経営研修会について 

 

（７）令和２年１１月 

場所：未定 

議題：経営研修会について 

 

（８）令和２年１２月 

場所：未定 

議題：経営研修会について 

 

（９）令和３年 １月 

場所：未定 

議題：経営研修会について 
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■保育者の集い委員会 事業計画(案)               令和２年３月５日 

１．委員会構成 

担 当 副 会 長  川副 孝夫 （市川市  風の谷こども園） 

委 員 長  岩間 真佐代（浦安市  弁天保育園） 

副 委 員 長  西野 未絵 （市川市  百合台保育園） 

副 委 員 長  伊藤 朋成 （山武市   蓮沼保育園） 

委 員  菅野 寛子 （船橋市  田喜野井旭こども園） 

委 員  松丸 健太郎（市川市  かいづか保育園） 

委 員  山崎 竜二 （千葉市  若竹保育園） 

委 員  小林 元  （流山市  けやきの森保育園 おおたかの森園） 

（ 派 遣 委 員 ） 

委 員  永尾 恵莉香（香取市  明照保育園） 

委 員  田中 夏季  (八千代市 緑ヶ丘はぐみの杜保育園)  

委 員  海老澤 有香（松戸市  保育園 きぼうのつばさ） 

委 員   西村 海  （流山市  暁の星保育園） 

委       員  高津 悦子 （船橋市  みどり保育園） 

委       員  糸賀 睦  （市川市  風の谷保育園） 

委       員  未定 

委       員  未定 

委       員  未定 

委       員  未定 

委       員  未定 

委       員  未定 

（協 力 委 員）  

委 員  未定 

 

２．活動内容 

  （１）令和３年  １月２３日（土） 第２５回保育者の集い 開催 

      会場 グリーンタワー幕張  

 

３．委員会開催 

  （１）令和２年  ５月         １５：００～１７：００ 

場所：未定 

議題：第１回役員会 

 

（２）令和２年  ６月        １４：００～１７：００ 

場所：未定 

議題：第２回役員会・第１回保育者の集い委員会 

 

（３）令和２年  ７月        １４：００～１７：００ 

場所：未定  

議題：第３回役員会・第２回保育者の集い委員会 
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  （４）令和２年  ９月        １４：００～１７：００ 

場所：未定 

議題：第４回役員会・第３回保育者の集い委員会 

 

  （５）令和２年 １０月        １３：００～１７：００ 

場所：未定 

議題：第５回役員会・第４回保育者の集い員会  案内要項発送 

 

  （６）令和２年 １１月        １４：００～１７：００ 

場所：会場 

議題：第６回役員会・第５回保育者の集い委員会 会場下見 

 

  （７）令和２年 １２月        １４：００～１７：００ 

場所：未定  

議題：第７回役員会・第６回保育者の集い委員会 保育者の集い参加券発送 

 

  （８）令和３年  １月        １３：００～１７：００ 

場所：未定 

議題：第８回役員会・第７回委員会        

 

 （９）令和３年  ２月        １４：００～１７：００ 

場所：未定 

議題：第９回役員会・第８回保育者の集い委員会 
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■青年部会 

１．部会主な構成    

   部会長        飯島 一幸（船橋市 さくら保育園） 

   副部会長       菅野 寛子（船橋市 田喜野井旭保育園） 

（会員拡大交流委員会担当） 

   副部会長       猪瀬 貴大（市川市 愛泉保育園） 

（研修委員会担当） 

   事務局長       富澤 真史（白井市 ひまわり保育園） 

   会計         渡辺 信哉（一宮市 愛光保育園） 

   会員拡大交流委員長  佐藤 聖子（流山市 南流山保育園ひびき） 

   研修委員長      日暮 孝行（松戸市 八景台保育園） 

   他会員  ※３４ページ参照 

 

２．活動内容  

  （１）対内研修・対外研修の企画実施 

 

  （２）広報誌・インターネットを活用した広報活動の実施 

 

  （３）会員拡大を目的とした事業の実施 

 

３．活動計画 

  （１）令和２年 ５月 

場所：未定 

内容：青年部全体会＆研修会 

 

  （２）令和２年 ９月 

場所：未定 

内容：研修会 

 

  （３）令和元年 ９月２９日（火） ～ ３０日（水）  

場所：宮崎県宮崎市  

内容：第４１回 （公社）全国私立保育園連盟青年会議宮崎大会 

 

  （４）令和２年１２月 

     場所：未定 

     内容：研修会 

 

  （５）令和３年 ２月 

     場所：未定 

     内容：研修会                  
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令和２年度  青年部会員名簿 

 

部 会 長 飯島 一幸 船橋市 さくら保育園 

事務局長 富澤 真史 白井市 ひまわり保育園 

副部会長 
菅野 寛子 船橋市 田喜野井旭保育園 

猪瀬 貴大 市川市 愛泉保育園 

委    員 

田中 幸夫 市川市 新井保育園 

桑原 遼 市川市 まきば保育園 

山口 輝記 市川市 キッド・スティ南行徳保育園 

  松丸 健太郎 市川市 かいづか保育園 

後藤 敏宏 船橋市 こでまり保育園 

小山 良磨 船橋市 ゆいまーる保育園 

濱本 賢吾 船橋市 三山つくし保育園 

服部 公哉 船橋市 ナーサリー木の実 

豊田 暁宏 船橋市 杉の子保育園 

内田 慶三 船橋市 やまびこ保育園 

井関 千恵 船橋市 東船橋ちとせ保育園 

  山田 裕宇記 松戸市 小金西グレースこども園 

森田 雅宏 松戸市 つぼみ保育園 

日暮 孝行 松戸市 八景台保育園 

渡辺 信哉 一宮町 愛光保育園 

伊藤 朋成 山武市 蓮沼保育園 

田口 奏大 八千代市 大和田西保育園 

佐藤 聖子 流山市 南流山保育園ひびき 

山本 亮平 流山市 ピオーネ流山保育園 

青木 唯人 流山市 森の町ひなた保育園 

小林 元 流山市 けやきの森保育園おおたかの森園 

三森 基史 浦安市 入船北保育園 
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第４号議案          
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