
 

令和２年 12月 15日 

理事者各位 

                                 千葉県民間保育振興会 

                                 会 長  茂呂 剛 

  

  

理事者会議開催通知 

  

   下記の通り理事者会議を開催いたしますので、宜しくご参集の程お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

日時  令和２年 12月 23 日（水）１２時 ～ １６時 

    

場所  場所 全日警ホール 第 3会議室 2（市川市） 

    住所：千葉県市川市八幡 4-2-1    電話：047-335-1542 

議題  議事日程通り 

 

議事日程 

 

１,会長挨拶                               （茂呂 剛会長）    

 

２,議長就任                           議長（篠田 光代副会長）           

 

３,定足数確認                              （山田 裕宇記） 

 

４,資料確認             （事務局長）事前配布資料    枚（本用紙を含む） 

                          当日配布   枚（内差替資料  枚） 

                                   合計     枚 

 

５,議事録作成人紹介                        作成人（山本 亮平） 

  

６,議事録署名人                                （議 長） 

（西野 未絵）（力丸 裕美） 

７,前回議事録承認                                （議 長） 

  



議題の確認                                

８,新議題の採択                                （議 長） 

 （    事項） 

①                                    （    ） 

（    事項） 

①                                    （    ） 

 

９,全私保連より連絡           

 

 

１０,本日の議題 

 （審議事項） 

 

                                                                        

 （協議事項） 

 

                                                                                         

１１,各委員会報告  

 

事務局／総務委員会 

・令和 3年度 総会日程（R3.5.18）、会場（千葉センシティータワー 東天紅） 

   ・令和 3年度へ向けた今後のタイムスケジュール、役員構成について（参考資料あり） 

   ・令和 3年度 役員改選に伴う理事派遣依頼 進捗状況 

                                                                                              

研修委員会 

 ・１２月７日（月）研修会報告 

広報委員会 

  ・メールシステム登録状況について 

調査要望委員会 

 ・ 

経営研究委員会 

 ・ 

保育者の集い委員会 

 ・ 

青年部会 

 ・ 

その他 

  ・ 

１２,次回開催日時場所確認                         （事務局） 

  日 時 令和２年 月 日（ ）  時～  時 

  場 所  
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令和 2 年度 千葉県民間保育振興会 第 7 回理事者会議事録 
 
 
 
1. 日時 ： 令和 2 年 11 月 26 日（水）14：00 ～ 16：00 
 
2. 場所 ： 全日経ホール 第 2 会議室（市川市） 
 
3. 出席者 

出席者（14 名：敬称略） 
茂呂 剛（新木戸保育園）        篠田 光代（八木北保育園） 
高橋 弘道（明照保育園）        久居 麻紀子（音のゆりかご保育園） 
川副 孝夫（風の谷こども園）      松崎 総一（西船みどり保育園） 
飯島 一幸（さくら保育園）       岩間 真佐代（弁天保育園） 
小島 基江（つくし保育園）       村上 輝子（えどがわ南流山保育園） 
佐竹 恒輝（てまり保育園）       天野 洋史（あすなろ保育園） 
大越 紀明（緑が丘はぐみの杜保育園）  猪瀬 貴大（愛泉保育園） 

 
オブザーバー 
山本 亮平（ピオーネ流山保育園） 

 
欠席者（12 名：敬称略） 
田中 幸夫（新井保育園）              丸山 純（第二勝田保育園） 
山田 裕宇記（小金西グレースこども園） 熱田 寛明（東保育園） 
橘 朱美（いわさき保育園）       西野 未絵（百合台保育園） 
力丸 裕美（稔台保育園）        利光 美亜子（四街道保育園） 
林 健一（木更津むつみ保育園）     伊藤 朋成（蓮沼保育園） 
飯田 倫雄（富津保育園）        渡辺 信哉（東浪見こども園） 

 
4.【会長挨拶】 

茂呂会長から以下の挨拶がなされた。 
   皆様お疲れ様です。巷ではコロナの第 3 波がきているのではないかといろいろと世間が

大変なことになっています。今年度の締めくくりがそろそろ来るような状況ですけれど、

コロナ禍ということで短い時間、貴重な時間ですので濃い会議が出来ればと思います。宜

しくお願い致します。以上です。 
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5.【議長就任】 
川副 孝夫副会長が任命され開会宣言がなされた。 

 
6.【定足数の確認】 

飯島総務副委員長より「理事者総数 26 名中 14 名出席並びに委任欠席 7 名であり過半数の出

席が確認され、定足数の充足が確認された」との報告がなされた。 
 
7.【資料確認】 

久居副会長より、以下の資料の確認がなされた。 
・11 月理事者会議開催通知 
・10 月理事者会議議事録 
・防災・危機管理研修について（経営研究） 
・第 25 回 保育者の集い 収支補正予算(案)（保育者の集い） 
・保育三団体災害支援金送金額の決定および事務経費の送金について 

 
8.【議事録作成】 

山本亮平（ピオーネ流山保育園）が 11 月度議事録の作成担当とされた。 
 
9.【議事録署名人】 

・議 長：川副 孝夫（風の谷こども園） 
・署名人：村上 輝子（えどがわ南流山保育園）   天野 洋史（あすなろ保育園） 
が指名された。 

 
10.【前回議事録承認】 

6.【定足数の確認】より、飯島部会長を飯島総務副委員長に修正する。修正したものを配信す

ることとなり、承認された。 
 
11.【新議題の採択】 

・保育者の集い委員会より、保育者の集い委員の募集案内について（審議事項） 
・広報委員会より、メール一斉配信のシステムの登録について（審議事項） 

 
12.全私保連より連絡 

・松崎副会長より、今年度の人事院勧告のマイナスについて 2 月 3 月頃に公定価格にて減額

される予定であること。詳しい情報は後日配信されることが報告された。 
・久恵副会長より、関東ブロック会議についてコロナの発生状況によっては web 上で開催す

ることも視野に入れており、開催予定地の状況によっては千葉県が先行して開催する可能

性もあることが報告された。 
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13. 本日の議題 
【審議事項】 
＜保育者の集い委員の募集について＞ 
岩間保育者の集い委員長より、本審議事項に関し当日配布された資料を基に説明後、審議の

後、承認がなされた。概要は以下に記載する。 
・詳細については当日配布された資料に記載するものとする。内容を出席した理事者にて

確認が行われた。 
・会議会場について、現在のような状況が続く場合、web 会議に切り替えることもあると

いうことが加筆されることとなった。 
 

＜防災・危機管理研修について＞ 
村上経営研究委員長より、本審議事項に関し事前配布された資料を基に説明後、審議の後、

承認がなされた。概要は以下に記載する。 
・詳細については事前配布された資料に記載するものとする。内容を出席した理事者にて

確認が行われた。 
 

＜第 25 回 保育者の集い 収支補正予算(案)について＞ 
岩間保育者の集い委員長より、本審議事項に関し事前配布された資料を基に説明後、審議の

後、承認がなされた。概要は以下に記載する。 
・詳細については事前配布された資料に記載するものとする。内容を出席した理事者にて

確認が行われた。 
・支出科目の講師関係費が 7 研修から 4 研修となり補正後額が 150,000 となった。 
・収入科目の保育者の集い開催費と合計が補正後額 945,000 と修正されることとなった。 

 
＜保育者の集い要項(案)について＞ 
岩間保育者の集い委員長より、本審議事項に関し当日配布された資料を基に説明後、審議の

後、承認がなされた。概要は以下に記載する。 
・詳細については当日配布された資料に記載するものとする。内容を出席した理事者にて

確認が行われた。 
・たくさんの方に見ていただく為、QR コードを追加。全研修 1 か月間視聴可能となった。 
・視聴可能期間中にもお知らせすることを検討すること。全研修に視聴時間を入れること

と。空白の部分は保育の保険の広告を掲載されること。12 月中旬に発送することとなっ

た。 
 

＜メール一斉配信のシステムの登録についてについて＞ 
大越広報委員長より、本審議事項に関し当日配布された資料を基に説明後、審議の後、承認

がなされた。概要は以下に記載する。 
・詳細については当日配布された資料に記載するものとする。内容を出席した理事者にて

確認が行われた。 
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・メールの登録の案内を保育者の集い案内の中に同封すること。団体加盟組織に加盟園に

登録を促していただくことをお願いすることとなった。 
 
【協議事項】 
特になし。 

 
14.各種報告事項 

〇 事務局／総務委員会 

＜令和 3 年度役員改選に伴う、理事構成・理事派遣依頼について＞ 

・久居副会長より、本日本会議前に開催された正副会長会議にて、12 月 1 日付で各団体

組織会長様宛に書面をお送りする予定であること。理事を流山市は 2 名から 4 名、印

旛ブロックは 1 名から 2 名、茂原ブロックは当会長指名でご協力いただいていた渡辺

先生から 1 名の選出のお願いをすること。1 月の理事会までにある程度示せるように

することの報告がなされた。 
・来年度の事業計画について、1 月の理事会までに今の各委員会で検証をしていただき

事業計画案のたたき台を作っていただくことのお願いがなされた。 

 

＜令和元年度 保育三団体災害支援金送金額の決定および事務経費の送金について＞ 

・久居副会長より、報告がなされた。詳細については事前配布された資料に記載するも

のとする。 

 

〇 研修委員会 

＜令和 2 年度 砂上史子先生研修会について＞ 

    ・久居副会長より、12 月 7 日の研修は、定員に達したと報告がなされた。 

 

〇 広報委員会 

    ・大越委員長より、次号広報誌の案を練っていっていくこと。メール一斉配信のシステ

ムの登録について、案内を保育者の集い案内と一緒に発送すること、団体加盟組織へ

のご案内すること等で登録数を増やしていくと報告がなされた。 

 

〇 調査要望委員会 

    ・特になし。 

 

〇 経営研究委員会 

・特になし。 
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〇 保育者の集い委員会 

   ＜県知事挨拶について＞ 

・岩間委員長より、千葉県の広報にて撮影・編集をしたデータを頂けることとなったと

報告がなされた。 

 
〇 青年部会 

    ・飯島副総務委員長より、11 月 11 日（水）に次期役員選考を行う幹事会を実施したこ

と。12 月 10 日（木）に 12 月研修会と年末反省会をともにオンラインで開催予定であ

ると報告がなされた。 

 
〇 その他 

・松崎副会長より、12 月 23 日（水）に開催されるこども保育政治連盟の保育三団体協

力のもとに行うリモート研修会事前登録のお願いがなされた。 
 
 
 

次回開催日時場所確認 
  

日時：令和 2 年 12 月 23 日（水） 時間未定 
場所：未定 

 
 
 
以上をもち 川副 孝夫議長 の閉会宣言により終了となる。 
 
 
本理事会の正確を期するため、以下署名捺印する。 
 

議長 
             風の谷こども園     川副 孝夫      印 
 
      議事録署名人 

           えどがわ南流山保育園  村上 輝子      印 
 
             あすなろ保育園     天野 洋史      印 



千葉県民間保育振興会 事務局総務会議資料                      R2.11.26 

今後のタイムスケジュール 

 

理事会 正副会長会議 各委員長 事務局 総務 会計 

11 月 
タイムスケジュ

ール確認 
   

R2 予算執行 

状況報告 

12 月   
R3 理事 

派遣依頼 
  

1 月 
R3 事業計画 

R3 予算案 
各委員長へ説明（今後のスケジュール等） 

2 月  
R2 事業報告案 

R2 決算案 
 R3 総会企画書 R2 決算案 

3 月  
R3 事業計画案 

R3 予算案 
  R3 予算案 

4 月 
・令和 3年度 4 月理事会（R2 理事 + R3 理事） 

・各委員会 引継ぎ 

R2 決算 

R3 予算 

5 月 

・令和 3年度 5 月理事会（R2 理事 + R3 理事） 

・各委員会 引継ぎ 

・令和 3年度総会 5月 18 日（火） 場所：東天紅 

6 月 ・令和 3年度 6 月理事会（R3 年度 新体制にて） 



 

千葉県民間保育振興会 理事構成（案）     R2,11,26 

会則 抜粋 

  （役員の定数） 

第９条  この会に次の役員を置く。 

（１）会 長    １名 

（２）副会長    ５名以内               

（３）事務局長   １名 

  （４）事務局次長 若干名 

（５）理  事    ２０名以上３０名以内 

（会長、副会長、事務局長及事務局次長を含む。） 

（会長が指名する５名以内の理事を含む。） 

（６）監  事      ２名                    

 

（役員の選任） 

第１０条  理事は、会員の中から総会において選任する。 

２  会長及び副会長は、理事会で選任し総会で承認する。 

   ３ 監事は、会員の中から総会において選任する。但し、他の役員を兼ねることができない。 

   ４  事務局長、事務局次長は会長が指名する。 

                                             

 

 1、現在の構成 

  第 9条 

（1）会長  1名    八千代市：茂呂 

  （2）副会長 5名    流山市：篠田、香取市：高橋、松戸市：久居、 

市川市：川副、船橋市：松崎 

  （3）事務局長 1名   市川市：田中 

  （4）事務局次長 不在 

  （5）理事  26名   内訳）理事：24名・会長指名理事 2名（渡辺、猪瀬） 

 

 2、加盟園数  298園（私保連 234園）（R2年 11月 26日現在） 

 

 3、地域配分    

（1）保育団体を要する市町村 理事 18名             R3：20名（+2名） 

     松戸市（56園）・・・・・4名：久居、山田、橘、力丸        ⇒R3：4名 

船橋市（53園）・・・・・4名：松崎、飯島、天野、佐竹   ⇒R3：4名 

流山市（44園）・・・・・2名：篠田、村上         ⇒R3：4名（＋2名） 

市川市（41園）・・・・・4名：川副、田中、小島、西野   ⇒R3：4名 

八千代市（13園）・・・・3名：茂呂、丸山、大越      ⇒R3：3名 

浦安市（８園）・・・・・１名：岩間            ⇒R3：１名 

 



（2）個人加盟の市町村（地域分け） 理事 6名          R3：8名（+2名） 

 

 ＊現在、加盟している市町村のみ振り分け 

    ①印旛ブロック（18園）1名：利光              ⇒R3：2名 

白井市（4）、成田市（2）、印旛郡栄町（1）、四街道市（3）     

佐倉市（3）、富里市（4）、八街市（1）                     

   

   ②香取ブロック（5園）1名：高橋               ⇒R3：1名 

香取市（4）、香取郡東庄町（1）                

 

 ③匝瑳ブロック（7園）1名：熱田              ⇒R3：1名 

匝瑳市（4）、銚子市（2）、旭市（1）             

 

   ④山武ブロック（5園）1名：伊藤              ⇒R3:1名 

山武市（3）、山武郡横芝光町（1）、大網白里市（1）    

  

 ⑤木更津ブロック（10園）1名：林             ⇒R3：1名 

    市原市（2）、袖ケ浦市（2）、木更津市（5）、君津市（1）      

 

 ⑥内房ブロック（8園）1名：飯田             ⇒R3：1名 

富津市（4）、館山市（2）、南房総市（2）       

 

   ⑦北部ブロック（9園）0名：不在              ⇒R3：0名 

     野田市（1）、我孫子市（2）、柏市（3）、 

鎌ヶ谷市（1）、習志野市（2）  

   

⑧千葉市ブロック（17園）0名：不在            ⇒R3：0名 

千葉市（17）                       

 

    ⑨茂原ブロック（5園）0名：会長指名の渡辺が担当     ⇒R3：1名 

茂原市（2）、いすみ市（1）、長生郡一宮町（2）           

 

（3）会長指名  理事 2名                  ⇒R3:2名 

     茂原ブロック 渡辺 

     市川市    猪瀬 

 

（4）理事空き数  令和 2年度 4名             ⇒R3：2名 
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