
 

令和 3年 2月 16日 

理事者各位 

                                 千葉県民間保育振興会 

                                 会 長  茂呂 剛 

  

会 長  高 

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 3年 2月 18日（木）14 時 ～ 16時 

    

場所  場所 WEB開催 

     

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（高橋 弘道副会長）           

 

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） 

（伊藤 朋成）（渡辺 信哉） 

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） 

広報誌 53号発行について                       （広報委員会） 

                                                                                         

１１,各委員会報告  

 

事務局／総務委員会 

・令和 3年度 役員選任届一覧 

                                                                   

研修委員会 

 ・令和２年度全国研修部長会議 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 

 ・なし 

保育者の集い委員会 

 ・保育者の集い Web研修中間報告 

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3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 8 回理事者会議事録 

 

 

 

1. 日時 ： 令和 2 年 12 月 23 日（水）12：00 ～ 14：00 

 

2. 場所 ： 全日経ホール 第 3 会議室 2（市川市） 

 

3. 出席者 

出席者（13 名：敬称略） 

茂呂 剛（新木戸保育園）        久居 麻紀子（音のゆりかご保育園） 

松崎 総一（西船みどり保育園）     田中 幸夫（新井保育園） 

飯島 一幸（さくら保育園）       山田 裕宇記（小金西グレースこども園） 

熱田 寛明（東保育園）         岩間 真佐代（弁天保育園） 

橘 朱美（いわさき保育園）       村上 輝子（えどがわ南流山保育園） 

大越 紀明（緑が丘はぐみの杜保育園）  飯田 倫雄（富津保育園） 

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（13 名：敬称略） 

篠田 光代（八木北保育園）       高橋 弘道（明照保育園） 

川副 孝夫（風の谷こども園）      丸山 純（第二勝田保育園） 

小島 基江（つくし保育園）       佐竹 恒輝（てまり保育園） 

天野 洋史（あすなろ保育園）      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） 

渡辺 信哉（東浪見こども園） 

 

4.【会長挨拶】 

   お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。巷ではコロナの第 3 波がきて、各

園もほんとに気を使われていると思います。子ども達はもちろん職員の方も、とりあえず

は自分たちが罹らないように、免疫力だけはアップさせるように、よく寝てよく食べて保

育にあたっていければと思います。今日は時間も短いですが、活発な意見を出していただ

いて、スムーズに進めていただければと思いますので、宜しくお願い致します。 

5.【議長就任】 
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久居副会長が任命され開会宣言がなされた。 

 

6.【定足数の確認】 

山田総務委員長より「理事者総数 26 名中 13 名出席並びに委任欠席 9 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】 

田中事務局長より、以下の資料の確認がなされた。 

・12 月理事者会議開催通知 

・11 月理事者会議議事録 

・事務局総務会議資料（事務局／総務） 

・理事構成（案）（事務局／総務） 

 

8.【議事録作成】 

山本亮平（ピオーネ流山保育園）が 12 月度議事録の作成担当とされた。 

 

9.【議事録署名人】 

・議 長：久居 麻紀子（音のゆりかご保育園） 

・署名人：橘 朱美（いわさき保育園）     大越 紀明（緑が丘はぐみの杜保育園） 

 

10.【前回議事録承認】 

12.全私保連より連絡より、久恵副会長を久居副会長に修正する。修正することで承認された。 

 

11.【新議題の採択】 

  特になし。 

 

12.全私保連より連絡 

特になし。 

 

13. 本日の議題 

【審議事項】 

特になし。 

 

【協議事項】 

特になし。 

 

 

14.各種報告事項 

〇 事務局／総務委員会 
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＜令和 3 年度 総会日程、会場について＞ 

・田中事務局長より、出来る限り通常通りの開催を目指し、令和 3 年 5 月 18 日火曜日、

会場は千葉センシティータワーの東天紅を予定していることの報告がなされた。  

 

＜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＞ 

・田中事務局長より、事前配布された資料を基に説明がなされた。役員構成について、

理事の派遣依頼を 12 月の頭に郵送したこと。1 月 8 日までに事務局まで郵送での提出

のお願いがなされた。 

 

＜全私保連事務局より＞ 

・田中事務局長より、令和３年度保育関係予算案の概要について、「新子育て安心プラン」

についての情報提供があった為、メールで転送したこと。令和 3 年 2 月 8 日・9 日開

催「令和 2 年度全国研修部長会議」について WEB 会議に変更となったことの報告がな

された。 

 

〇 研修委員会 

    ・橘委員長より、12 月 7 日の研修の報告がなされた。参加申込 30 名出席 25 名。 

 

〇 広報委員会 

    ・大越委員長より、メールシステム登録状況について、現在 64 件の登録があることの報

告と、各市町村での登録案内のお願いがなされた。 

 

〇 調査要望委員会 

    ・特になし。 

 

〇 経営研究委員会 

・村上委員長より、12 月の上旬に研修のお知らせを発送したこと、現在までに 21 園か

らの返信があったと報告がなされた。 

 

〇 保育者の集い委員会 

    ・岩間委員長・山田総務委員長より、12 月 14 日に保育者の集いの要項を発送して、現

在 119 名の登録があること。動画が撮り終わったことの報告がなされた。また、登録

者数が増えるよう、また個々に登録していただくようにお願いしていくように協力の

お願いがなされた。 

〇 青年部会 

  ・特になし。 
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〇 その他 

・田中事務局長より、今後のタイムスケジュールについて、説明がなされた。コロナ禍

の状況において、当初の事業計画通り 1 月の理事会は開催しないこととなった。コロ

ナ禍の為、従来やりたかったが出来なかったことや逆にこのようなことが出来るので

はと思うことを、各委員長は各委員会の中で意見をまとめたものを担当副会長に伝え

ていただき、正副会長会議にて話し合うこととなった。 

・久居副会長より、全私保連の調査部で実施している、保育実習の在り方について、調

査の協力のお願いがなされた。 

・山田総務委員長より、WEB を利用した理事者会議の検討について話が出て、正副会長

会議にて話し合うこととなった。 

 

 

次回開催日時場所確認 

  

日時：令和 3 年 2 月 18 日（木） 14：00 ～ 16：00 

場所：全日経ホール 第 3 会議室 1（市川市） 

 

 

 

以上をもち 久居 麻紀子議長 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 

             音のゆりかご保育園     久居 麻紀子   印 

 

      議事録署名人 

           いわさき保育園       橘 朱美     印 

 

             緑が丘はぐみの杜保育園   大越 紀明    印 

 



 

 

令和２年度 千葉県民間保育振興会 第４回正副会長会議 議事録 

 

 

日時 ： 令和 3 年 2 月 2 日（火） 14 時 00 分 ～ 16 時 00 分 

場所 ： WEB 会議 

 

出席者 

茂呂会長、 篠田副会長、 高橋副会長、 久居副会長、 川副副会長、 松﨑副会長 

 

陪席者（事務局、総務委員） 

田中 幸夫、 山田 裕宇記、 飯島 一幸、 山本 亮平 

 

欠席者 

 猪瀬 貴大 

 

 

１、議題 

① 千葉県社会福祉センター事務室公募について 

・必須要件として、事務局職員常駐があげられている。専属の事務局設置はした方が 

いい。専用事務局を持っているところがほとんど。 

・事務局職員常駐をするには、今の会費では難しい。会費の値上げが必要。 

・振興会として法人格取得を取得することは、公認団体となるなどメリットが大きい。 

・事務局取得と法人格取得には、理事会承認、総会承認を得る必要がある。また、会費 

の問題など、会員への丁寧な説明が必要。 

・今回は見送り、今後の検討事項とすることとなった。 

 

② 令和 3年度関東ブロック大会について 

   ・令和 3年度は川越の開催で、令和 4年度横浜、令和 5年度千葉の順番だったが、コ 

ロナ禍の状況の中でも関東ブロック会議ができないかということで、オンラインで 

実績がある千葉県ではどうかということだった。 

・令和 3年度は川越で、令和 4年度は千葉で通常通りの開催を進めるようお願いされ 

た。 

・通常通りの開催であれば、元々の順番に戻すべきでは。 

・改めて確認することとなった。 

 

 



③ 令和 3年度理事者選任一覧、組閣等について 

   ・事前資料を基に説明がなされた。 

・印旛ブロックの残り 1名は、2月中に返事を頂くこととなっている。 

・茂原ブロックの渡辺先生は今年度会長指名枠だったが、令和 3年度は、茂原ブロッ 

クからの選任となる。 

・流山市の小林先生が退職の為、1名検討中。 

・市川市の猪瀬先生は今年度会長指名枠だったが、令和 3年度は、茂原ブロックから 

の選任となる。残り 1名は、現在検討中。 

・都市部の理事が多く、組織図として活発化するために、西側・東側などあり方を考 

えていく必要があるのでは。今年度の事業や法人格取得を含めて検討中。 

 

④ 令和 3年度各員会事業、予算について 

 〇広報委員会 

・災害対策の特集については継続してやっていきたい。 

・メールシステムの運用が思うように進まず、どのように登録を促していくのかが 

今後の課題。 

・広報誌の紙面について、協議審議が入ってくる為、文面が出来てから発行まで凄 

く時間がかかる。理事会では、紙面の内容を、1面には○○、2面には○○、とい 

うことだけで、中の構成については、メール配信で承認を得られれば、すごく短 

縮出来ると考える。 

・大越委員長が発送など一人で行うこととなった。メール配信やホームページに掲 

載するような形も検討しないと次の委員長にすごく負担がかかる。 

 

 〇研修委員会 

・来年度オンライン上でも出来るように考えている。 

 

 〇調査要望委員会 

・県への要望書の提出は出来たが、代表者会議、調査は出来なかった。 

・定期的に情報を交換する場を設けるのも振興会の役割として必要と考える。 

 

 〇経営研究委員会 

・保育者養成校との情報交換会を行った。保育園の現状や実習生を送る時の様子な 

ど聞きたいことがあって、中止にしたにもかかわらず開催してほしいという要望 

があった。保育園側としての発信できる部分を伝えることが出来た。学校側もコ 

ロナ禍でも学生さんに学んでもらえるものが欲しいと考えていることが分かっ 

た。WEB 開催も一つの方法だと考える。 

・就職フェスタは出来なかった。顔と顔を合わせながらの会話を持てればと考える。 

・防災危機管理も急遽中止になった。32 人の希望があり、回数を重ねるほどいろん 



な人が参加している。学んでおくべきことだと思う。 

・来年度もこの 3 本立で行けるように考える。 

 

 〇保育者の集い委員会 

・WEB 研修を承認してくれてほんとによかった。メリットは凄く大きかった。県 

内のどこの地域からも研修に参加出来る。すべての研修を見ることが出来る。好 

きな時に見ることが出来る。見直しが出来る。 

・デメリットとして、他園との交流が持てなかったこと。講師に直接質問が出来な 

かった。講師の出版物紹介、図書販売も出来なかった。・予算の問題で、当初は 180 

万のところ、110 万ぐらいの補正を組んでいる。動画費用は、60 万ぐらいかかっ 

た。 

・課題として、講師の謝礼を上げること。 

・来年度は令和 4 年 1 月 28 日（土）グリーンタワー幕張を予定している。 

 

〇事務局・総務委員会 

・プロジェクト研修を 1回計画していたが出来なかった。理事者県外研修も企画予 

定だった見送りとなった。 

 

 〇青年部会 

  ・組閣中 

 

 〇関東ブロック大会 

 

 

２、その他 

なし 

 

３、令和 2 年度第 5 回正副会長会議日程  

日時： 2 月 18 日の理事会にて決めることとなった。 

 

以上 

 

 

                                 議事録作成人 

                                 事務局  山本 



 

令和３年度  千葉県民間保育振興会 役員選任届一覧（理事 30名） 

顧問（6） 倉田 寛之、椎名 一保、篠田 哲彦、木村 秀二、森田 等、髙橋 克文 

監事（2） 内田 勝久、渡辺 恵之助 

松戸市（4） 

久居 麻紀子 留任 音のゆりかご保育園 

山田 裕宇記 留任 小金西グレースこども園 

橘 朱美 留任 いわさき保育園 

力丸 裕美 留任 稔台保育園 

船橋市（4） 

天野 洋文 留任 あすなろ保育園 

佐竹 恒輝 留任 てまり保育園 

飯島 一幸 留任 さくら保育園 

菊池 美鈴 新任 シーガル保育園 

流山市（4） 

村上 輝子 留任 えどがわ南流山保育園 

山本 亮平 新任 ピオーネ流山保育園  

青木 唯人 新任 森のまち ひなた保育園 

川島 祐介 新任 けやきの森保育園西初石園 

市川市（4） 

田中 幸夫 留任 新井保育園 

西野 未絵 留任 百合台保育園 

猪瀬 貴大 新任 愛泉保育園 （R2 会長指名理事） 

田鎖 美穂 新任 花の子保育園 

八千代市（3） 

茂呂 剛 留任 新木戸保育園 

丸山 純 留任 第二勝田保育園 

大越 紀明 留任 緑が丘 はぐみの杜保育園 

浦安市（１） 鈴木 有 新任 浦安駅前保育園 

印旛ブロック（2） 
利光 美亜子 留任 四街道保育園 

未定   

香取ブロック（1） 高橋 弘道 留任 明照保育園 

匝瑳ブロック（1） 熱田 寛明 留任 東保育園 

山武ブロック（1） 伊藤 朋成 留任 蓮沼保育園 

木更津ブロック（1） 林 健一 留任 木更津むつみ保育園 

内房ブロック（1） 飯田 倫雄 留任 富津保育園 

茂原ブロック（1） 渡辺 信哉 留任 愛光保育園（R2 会長指名理事） 

会長指名枠（2） 
未定   

未定   
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