
 

令和 3年 7月 19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 7月 20日（火） 14時 ～ 16時 

    

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（久居 麻紀子 副会長） 

 

３,定足数確認 （大越 紀明） 

 

４,資料確認 （山田事務局長）  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（力丸 優司） 

  

６,議事録署名人 （議 長） 

 （橘 朱美）（村上 輝子） 

 

７,前回議事録承認      →令和 3年 6月 15日開催の議事録(資料１) （議 長） 

  



議題の確認 

８,新議題の採択 （議 長） 

 （    事項） 

 

９,全私保連より連絡 

・各委員会報告後にご説明を頂戴します。(資料１０) （私保連 丸山常務理事） 

 

１０,本日の議題 

（審議事項） 

・要望書について（資料２） （調査要望委員会） 

・研修要綱案内について(資料３) （研修委員会） 

（協議事項） 

・就職フェスタについて(資料９)・(参考資料) （経営研究委員会） 

・関東ブロックページ追加（集い委員会）について(資料５)         （保育者の集い委員会） 

・名鉄観光 関東ブロック参加申込受付対応について(資料５)        （保育者の集い委員会） 

      ※関東ブロック参加園の把握について 

                                                                     

１１,各委員会報告  

事務局／総務委員会・プロジェクト特別委員会 

・事務局・総務合同『法人化に向けての勉強会』６月２９日（火）Web 開催 (資料４)  （プロジェクト委） 

・県保協・民間保育振興会予算要望（令和４年度予算）時間の変更について         （事務局） 

   →８月１７日（火）１１時に変更 

・全私保連のカンパ金、署名の依頼・取り扱いについて(資料６)             （事務局） 

・AIG 損害保険（株）による DM 発出の件、ならびに当会推薦の件                 （事務局） 

・振興会ホームページ修正、更新のご報告 ・理事名簿完成(資料７)         （総務委員会） 

・令和 3 年 5 月理事会議事録について(過日ご送付済)                 （総務委員会） 

研修委員会 

 ・ 

広報委員会 

  ・第 1回広報委員会(WEB 会議)開催 

調査要望委員会 

 ・ワクチン接種調査実施ならびに結果について(資料８)・（参考資料） 

経営研究委員会 

 ・養成校との懇談会について 

保育者の集い委員会 

  ・集い委員会開催報告（6/30・7/14） 

青年部会 

 ・令和３年７月２６日（月）保育園における ICT活用に関する研修会 WEB開催 

 

１２,次回開催日時場所確認 （事務局） 

  日 時 令和   年  月  日（ ）  時～  時     場所 
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令和 3 年度 千葉県民間保育振興会 第 1 回理事者会議事録 

 

 

1. 日時 ： 令和 3 年 6 月 15 日（火）14：00 ～ 16：00 

 

2. 場所 ： WEB 会議 

 

3. 出席者 

出席者（24 名：敬称略） 

茂呂 剛（新木戸保育園）        高橋 弘道（明照保育園） 

久居 麻紀子（音のゆりかご保育園）   熱田 寛明（東保育園） 

天野 洋史（あすなろ保育園）      山田 裕宇記（小金西グレースこども園） 

飯島 一幸（さくら保育園）       橘 朱美（いわさき保育園） 

村上 輝子（えどがわ南流山保育園）   佐竹 恒輝（てまり保育園） 

西野 未絵（百合台保育園）       力丸 裕美（稔台保育園） 

大越 紀明（緑が丘はぐみの杜保育園）  利光 美亜子（四街道保育園） 

伊藤 朋成（蓮沼保育園）        飯田 倫雄（富津保育園） 

渡辺 信哉（愛光保育園）        猪瀬 貴大（愛泉保育園） 

菊地 美鈴（シーガル保育園）      山本 亮平（ピオーネ流山保育園） 

川島 裕介（けやきの森保育園西初石園） 田鎖 美穂（花の子保育園） 

岩間 真佐代（弁天保育園）       森田 雅宏（つぼみ保育園） 

 

オブザーバー 

力丸 優司（稔台保育園） 

 

欠席者（5 名：敬称略） 

田中 幸夫（新井保育園）、丸山 純（第二勝田保育園）、林 健一（木更津むつみ保育園）、 

青木 唯人（森のまち ひなた保育園）、鈴木 有（浦安駅前保育園） 

 

4.【会長挨拶】 

茂呂会長から以下の挨拶がなされた。 

   今年度から 2 年間会長を務めさせて頂きます。コロナ禍ということで行事等を行うこと

ができず、千葉県民間保育振興会がここにある、というような施策がなかなか出来ない状

況ですが、今年は千葉県で関東ブロックを開催する年となっております。まだまだコロナ

禍ということですが、各園で困っている事や団体で市町村、県、国に上げていかなければ

いけないことが色々あるかと思います。そういった声を話し合って頂いて、少しでも子ど

も達や保育者の環境を、保育の環境を整えていきたいと思っておりますので、皆さんのご

協力をよろしくお願い致します。 
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5.【議長就任】 

髙橋弘道副会長が任命され開会宣言がなされた。 

 

6.【定足数の確認】 

大越理事より「理事者総数 29 名中 24 名出席並びに委任欠席 2 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】 

山田事務局長より、以下の資料の確認がなされた。 

・6 月理事者会議開催通知 

・千葉県民間保育振興会地域ブロック担当者 R3.6.1（事務局／総務） 資料１ 

・令和 3 年度千葉県民間保育振興会役員名簿（R3.5.12 現在）（事務局／総務） 資料２ 

・令和 3 年度千葉県民間保育振興会 残高試算表（事務局／総務） 資料３ 

・やくいんのほけんについて（事務局／総務） 資料４ 

・新型コロナワクチンの優先接種に関する要望書（調査要望） 資料５ 

・令和 3 年度全私保連表彰授賞決定のお知らせについて 

・令和 3 年度 千葉県民間保育振興会 研修案内（研修） 

・全私保連 令和 3 年度 第 1 回予算対策会議資料（事務局／会計） 

・令和 3 年度全私保連表彰選考について 

・令和 4 年度保育関係予算に対する要望書（調査要望） 

 

8.【議事録作成】 

力丸優司（稔台保育園）が 6 月度議事録の作成担当とされた。 

 

9.【議事録署名人】 

・議 長：高橋 弘道（明照保育園） 

・署名人：佐竹 恒輝（てまり保育園）、渡邉 信哉（愛光保育園） 

が指名された。 

 

10.【前回議事録承認】 

後日配信、メールにて承認。 

 

11.【新議題の採択】 

・調査要望委員会より、令和 4 年度保育関係予算に対する要望書及び、新型コロナワクチン

の優先接種に関する要望について。 

 

12．全私保連より連絡 

・猪瀬貴大会計より令和 3 年 6 月 8 日に行われた全私保連の令和 3 年度第 1 回予算対策会議
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の報告がなされた。 

 

13. 本日の議題 

【審議事項】 

＜保育者養成校 情報交換会参加者について＞（経営研究委員会） 

  6 月 25 日（金）16：30～18：00（ホテルポートプラザちば）にて保育者養成校との情報交換

会の開催を予定。 

  内容：コロナ禍における学生の実習の影響や当面の課題、各校の取り組み事例等の情報交換 

  振興会から 4 名参加（茂呂剛会長、天野洋史先生、村上輝子先生、事務局から１名※） 

  資料要項は大越 紀明総務委員長より後日配布 

  ※つぼみ保育園 森田雅宏先生の参加が決定。 

 

【協議事項】 

 ＜web 研修計画、並びに zoom アカウントの使用について＞（研修委員会） 

 今年度の研修案内の説明がなされた。 

Web 研修に伴い、zoom アカウントの作成や zoom 有料会員費の経費請求計上を確認。 

問題点として、アカウント数に上限がある為、同一園内からの複数参加者が居る場合の 1 施

設１アカウントの使用制限などの検討と、現場業務に差支えのない時間帯への研修時間変更

などの議論がなされ、これらを講師等と調整の上、7 月の理事会の審議事項とする。 

  

＜理事者変更に伴う県内地域ブロック担当者の再割り振りについて＞ （資料１）（総務委員会） 

 地域ブロックの担当者変更などの説明がなされ、振興会理事会名簿に担当ブロックを明記し、

後日配布とする。 

 

＜要望書について＞（調査要望委員会） 

 ・理事会当日配布なので、各自確認の上、疑問点等があれば問い合わせて欲しい。 

 ・新型コロナワクチンの優先接種について、6 月 17 日に県庁へ要望書を緊急事案として提出

することを審議し、賛成多数により採択。提出する要望書は各理事へメールで配布予定（大

越先生より）。 

 ・8 月に完成させる令和 4 年度の要望書に関して、ご意見等があれば 6 月いっぱいまでに渡

辺先生まで連絡してほしい。 

 

14.各種報告事項 

〇 事務局／総務委員会・プロジェクト特別委員会 

・関ブロ会議（5/21）に関する報告が久居先生よりなされた。 

・第 35 回全国事務局長会議（7/5）出席者：山田先生 

・第 58 回代表者会議開催（6/21）出席者：茂呂会長 

・第 59 回全国私立保育連盟定期総会出欠票集計 

小林前会長急逝により、総会まで札幌の会長をされている菊地先生が臨時で会長代理
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となっている。総会にて新会長が選出される。 

千葉県民間保育振興会からは茂呂剛会長、髙橋弘道副会長、顧問の髙橋克文先生が参

加。千葉県の全私保連加盟園の 233 園の内、委任状有効票 143 票が集まり、千葉県の

加盟園として過半数超となった。 

・R3 年度振興会理事名簿 記載情報確認（資料２） 

名簿内容の修正や、空欄項目(携帯電話番号)などの確認がなされた。 

・会員園への令和 3 年度振興会及び私保連の会費請求発送作業完了の報告がなされた。  

  ※新規加盟園の紹介 

流山市(３)：城の星第二保育園、森のまちあおば保育園、流山さんぴこ第 3 保育園 

船橋市(２)：ベル・ナーサリー塚田、なの花保育園 

松戸市(１)：コスモスの丘 八柱保育園 

・残高試算表の報告・説明がなされた。（令和 3 年度 6 月 1 日時点）（資料３） 

・全私保連からの表彰授賞の報告がなされた。 

 千葉県民間保育振興会より保育功労賞受賞者が 2 名 

 柏井保育園 杉田恒子先生、みのり保育園 中川一世先生 

・やくいんのほけんについて （資料４） 

 加入の案内と、法改正に伴う保険対象の拡大(個人⇒法人)などの説明がなされた。 

・一般社団法人化へ向けての勉強会について 令和 3 年 6 月 29 日（火） 

一般社団法人 船橋保育協議会の立ち上げに携わった後藤事務局長をお招きして勉強会

を実施。 

〇 研修委員会 

 ・なし 

〇 広報委員会 

  ・7 月 zoom にて委員会 web 会議を開催。これに伴い、zoom のアカウントは各委員会(長)で

作成。それに伴う会員費は予算確保している為、各委員長の判断で必要であれば契約し、事

務局会計の猪瀬先生まで経費請求してほしい。 

  ・各委員会での研修や勉強会などの様子を収めた写真や画像があれば頂きたい。また、研修

会や勉強会など講師の方々に画像の使用許可も確認を取ってもらえると助かる。 

〇 調査要望委員会 

 ・新型コロナワクチンの優先接種に関する要望書について（資料５） 

  ※本日の議題、協議事項内にて詳細を説明。 

〇 経営研究委員会 

 ・なし 

〇 保育者の集い委員会 

 ・新委員との顔合わせの意味も込めて対面で 6 月 30 日に第 1 回委員会を開催。7 月の研修

内容の決定や講師の選定に進める。 

・振興会のホームページに保育者の集いのページを追加してもらうように相談中。 

・運営全般に関して、関東ブロック大会との抱き合わせで保育者の集いを進める。6月 16日

に webミーティング。 
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・（質問）関東ブロック大会との抱き合わせ開催ということで、関東ブロック大会側から何か

指示が出ているのか？ 

 ⇒久居先生：現段階では関東ブロック大会側からの具体的な指示や内容を示せていない。

今後話し合っていく中で具体的な指示や内容を示していきたい。 

  岩間先生：6 月 11 日の保育者の集い委員役員会として、講師を招いた基調講演を 2 つ，

これまで 7 つあった分科会を 5～6 つで開催、行政説明も追加し保育者だけ

でなく園長先生方にも関心を持てるようにボリュームアップを図ることを

検討している。 

〇 青年部会 

 ・7月実施予定の研修会に伴うアンケート調査で、提出されている分(現段階で 100か所以上

が提出済)に関しては調査期間中。アンケート提出〆切は 6 月 18日(金)まで。各地域ブロッ

ク担当者の皆さんにリマインドメール等で連絡して頂き、締め切りまでの提出に協力をお願

いする。 

〇 その他 

 事務局より、今回より理事会の出欠に関して、事前にメールしている Google フォームの出

欠確認にて事前に把握が出来るようにしている。委任状の作成も Googleフォーム上で出来る

し、出欠数の確認などを事前に把握していたいので、是非活用をお願いしたい。 

 

次回開催日時場所確認 

  

日時：令和 3 年 7 月 20 日（火） 14：00 ～ 16：00 

場所：WEB 会議 

 

 

 

以上をもち 高橋 弘道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 

             明照保育園        高橋 弘道   印 

 

      議事録署名人 

           てまり保育園       佐竹 恒輝   印 

 

           愛光保育園        渡辺 信哉   印 

 



令和４年度保育関係予算に対する要望書  

令和３年  月 日 

千葉県知事 熊谷俊人  様 

 

 千 葉 県 保 育 協 議 会 

 会 長 圓 藤  弘 典 

 

 千葉県民間保育振興会 

 会 長   茂 呂  剛  

 

平素から保育事業の推進向上について、保育士の処遇改善事業・保育士

配置改善事業・多様なニーズに対応した子育て支援等の充実に特段の御高

配を賜り厚く御礼申し上げます。  

さて、非婚化・晩婚化および子育てと仕事の両立の難しさ等の要因から

少子化が進んでおりますが、今後コロナウイルスの影響によりさらなる少

子化加速が懸念されます。また団塊の世代に加え、団塊ジュニア世代が高

齢者として加わる近い未来には、社会全体が高齢者向けサービスの充実に

偏ることが予想され、行政においても高齢者向け施策の負担が増大し、少

子化に対する支援が回らなくなることで一層少子化が進むという事態と

なることも懸念されます。そうならないためには、早急かつ効果的な少子

化対策を打ち続けていくことが必要となります。  

熊谷新知事は、県政ビジョンの７項目目に、『子育て世代の知事として

「小さな手に大きな未来を」』を掲げ、より一層の子育て環境の充実を目

指しておられますが、その実現には保育行政および保育所等の保育現場の

充実が欠かせません。  

保育所および認定こども園は、乳幼児が人としての基礎を培う極めて重

要な時期を過ごす場所であり、また地域にとって子育ての拠点です。それ

と同時に働く保護者を支える重要な社会資源として大きな役割を担って

います。昨年はコロナ感染症により学校等が休校する中にあっても可能な

限り開所することで保護者を支えました。  

このような現状をふまえ、千葉県の保育団体である千葉県保育協議会と

千葉県民間保育振興会は、県政と共により豊かな子育て環境の構築を目指

し、令和４年度の予算編成に当たり別紙の通り要望いたします。  

 なお、国の予算の不十分な点については、県単独予算を確保いただきま

すようお願いいたします。  



令和４年度予算要望書  

 

Ⅰ．千葉県の保育運営の課題  

（１）保育士等人材確保問題  

保育士等の確保は都市部においても郡部においても共通の大きな課題で

あり、新たな人材確保、有資格者を増やすことが急務となっています。  

また、潜在保育士については、県においても、その実態把握にご尽力い

ただいていますが、有効な手立てが追い付いていません。再就職の後押し

を加速することが求められます。  

さらに、現在就業中の保育士等の子の保育料負担の軽減など、継続就業

を奨励する対策への拡充も課題です。  

 

（２）すべての職員に対する処遇改善  

 他産業との賃金格差解消のために、すべての保育関係者 (フルタイムで働

く職員)の処遇改善が課題です。  

 

（３）施設整備に係る費用負担の増大  

園舎の老朽化による保育室の改装や建て替えが多くの保育所で急務とな

っています。しかし、少子化が進行する郡部の法人では将来の借入返済に

不安を抱えるため建て替えは難しくなっており、時代のニーズに応えてい

くためにも、郡部の法人に特化した支援が求められます。  

ま た 、 地 球 温 暖 化 の 影 響 に よ り 夏 季 に お い て 異 常 に 暑 い 日 が 増

え、欠かせないものとなっている 冷房設備については、新園舎創設

時だけでなく、経年更新の際にも支援が求められます 。  

 

（４）キャリアアップ研修の拡大  

現状の研修では、受講できる人員や研修内容に限りがあります。法人の

計画や個人のライフマップを描きながら企画される、保育士以外も受講可

能な研修、各保育団体・園内での研修等、様々な方向性の研修、特に保育

団体で年間を通じて行われている研修 (例:全国保育士会 主任保育士・主幹

保育教諭特別講座等 )を積極的に認定することにより、改めてキャリアアッ

プ研修を受けずとも処遇改善されることが望まれます。  

 

 

 

 

 



Ⅱ．補助制度に関する要望  

  先に挙げたとおり多くの課題がありますが、今回は特に下記の  

事項を要望します。  

 

（１）保育士配置改善事業の改善  

ゆとりを持った質の高い保育と丁寧な保育を提供するために保育士配置  

改善事業の継続と改善を要望します。  

・乳児と障がい児分は、それぞれ個別の加算とすること  

・短時間勤務の保育士及び保育補助職員にも対応できるようにすること  

・賞与分も加算した単価に改善すること  

 

（２）障がい児保育の充実  

３ヶ月未満児と障がい児の受け入れについて、現在の制度では上限額が

決められており、受け入れ人数にも限界があります。  

また、療育手帳は知的障がいのない子ども達には交付されないため、発

達障害の診断を受けても加配が難しいという現状があり、こうした障害認

定に至らずとも特別な支援を必要とする児童は増加傾向にあります。  

一方、配置改善事業を利用するためには、療育手帳や児童相談所長の認

定が必要ですが、認定を拒む保護者もおり、折角の制度も利用が限定的に

なっている現状もあります。  

保育所等が多様なニーズを持った児童、家庭の支援ができるよう、保育

士配置改善事業の加算分の上限を拡大するとともに、認定基準・手続きの

柔軟化に早急に取り組むことを要望します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．国に対する要望  

 

（１）保育士等給与の据え置き  

 人事院勧告により国家公務員の給与等が減額された場合、それに伴って

公定価格が減額され、急激な少子化とあいまって保育所等の運営が困難に

なる施設が増加すると予想されます。国家公務員の給与等が下がっても保

育士等の等級を上げ、公定価格が下がらないように要望します。  

 

（２）保育士等の処遇の維持  

保育士等の処遇は改善の手立てが講じ始められたと言っても、依然、他

の職種と比較して低い実態にあり、そのことが保育士不足解消の阻害要因

となっています。これまで、保育を担う保育所職員の処遇が低く押さえら

れてきたことが、保育事業の価値観を低下させてきました。  

必要財源を確保し、専門性を持ち質の高い保育を行うことのできる保育

士等が、安定的・継続的に働くことのできる給与水準と労働環境を速やか

に実現してください。  

 

（３）専任の事務職員の配置 

新制度移行後、副食費徴収をはじめ、各種調査・報告・申請手続き等の

事務にかかる負担は増加するばかりです。すでに園長・主任保育士等の本

来業務に支障をきたしております。  

国の公定価格の中の加算だけでなく、保育所においても事務員を正規の

職員として採用できるよう要望します。  

併せて、年度末や不定期に行う調査・報告などを簡潔なものにし、事務

の軽減を図るよう要望します。  

 

（４）調理員の増員  

国が定める調理員等の配置基準は、最低基準が定められた昭和 23 年時か

ら改善されることなく、新制度の公定価格においても、40 人以下  1 名、41

〜150 人まで 2 名、151 人以上 3 名(うち 1 名は非常勤)でしかありません。 

時代は移り、 3 歳未満児の利用が増え、離乳食へのきめ細やかな対応だ

けでなく、アレルギー食への対応や食育の推進も重要な業務となっており、

栄養士や調理員にかかる負担は年々大きくなっています。現在の配置に加

え、調理員 1 名の加配を要望します。  

 

（５）専任の看護師の配置  

本年９月１８日に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法

律」が施行され、医療的ケア児に対し適切な支援を行うことが保育所の設



置者等の責務になります。  

このことに関して多人数の乳児やアレルギー対応児、医療的ケア児を受

け入れるにあたっては看護師の配置は必要不可欠です。  

近年では、アレルギーや個別対応が必要な園児が増加して、保育所等で

の看護師の配置の重要性が年々高まっています。特に午睡中の事故防止対

策、エピペンの使用、誤飲誤食への対応、薬の投与、医療的ケア児の対応

には看護師の配置が必要不可欠です。「保育所における医療的ケア児の受

け入れに関するガイドライン」の序文の言葉「すべての子どもを受け入れ

ることをあたりまえにしなければならない」の意図を踏まえ、すべての園

児が安心して生活するために、保育所等へ専任の看護師 1 名の加配を要望

します。  

 

（６）実勢価格に応じた保育所等整備交付金  

老朽化の著しい保育所について、施設機能の強化やサービスの質の向上

を図り、施設の増改築や設備の改善を積極的に進められるよう、保育所等

整備交付金が継続・充実されるようにしてください。また、人件費や建設

資材等の高騰により建築単価が上昇しており、実勢価格に応じた補助金額

になるよう見直しを要請します。  

 

（７）食材料費を含めての無償化  

 令和元年度 10 月から開始された幼児教育・保育の無償化ですが、食材料

費については市町村による考えや対応も様々です。自治体内の幼児教育・

保育施設利用者のみ主食代を補助している自治体もあります。(管外委託の

子どもは、保護者負担)事務負担の軽減や『すべての子ども』に対する考え

からしても、３歳児以上のすべての幼児教育・保育の無償化 (食材料費を含

めた)を要望します。  

 

 

 

 



 

千葉県民間保育振興会会員園各位  

                             令和 3 年 8 月吉日 

                                                          千葉県民間保育振興会  

                                                          会 長 茂呂 剛 

                               （公 印 略） 

 

   子どもの育ちと子育てを保障し保育をよりよくするために 

                    署名並びにカンパ金のご協力のお願い  

 

 拝啓 盛夏の候、会員園の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から（公社）全国私立保育連盟並びに千葉県民間保育振興会の事業に格別のご配慮を

頂き厚く御礼申し上げます  

 さて、令和 4 年度保育関係予算・制度等に向けた要望事項に基づいた署名・カンパ運動を

内閣総理大臣宛ての署名運動として取り組むこととなりました。子どものための将来に向け

た財源確保の仕組みの実現が求められます。子どもにとってよりよい育成環境の向上と家庭

や地域における子育て支援の推進を目指します。そのための保育の質や機能の向上に向けて

の要望を中心に、ひとりでも多くの皆さま方のご理解によるご署名並びにカンパ金を宜しく

お願い申し上げます。また、今年度より署名頂いた用紙の返送方法及びカンパ金の振込方法

を変更させて頂くこととなりました。署名用紙の返信及びカンパ金の振込は令和 3 年 9 月 17

日（金）までに下記の方法にてお願い致します。  

 

記  

 

  署名用紙の返送方法：署名用紙を下記のＦＡＸ番号に宛に送って頂くか、署名用紙を  

PDF ファイル化し、下記のメールアドレス宛迄お送り下さい。なお、本用紙が不足の  

場合は、お手数ですがコピーをしてご使用下さい。  

                

  カンパ金の振込方法：本案内書と一緒に同封された振込用紙を使用し、郵便局でお振  

  込下さい。振込の際の振込手数料の負担はありません。振込用紙の控えをもって領収  

書とさせて頂きますので宜しくお願い致します。  

    

～問合せ及び署名送付先～  

千葉県民間保育振興会事務局（小金西グレースこども園内）  

〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 2-11-3 

TEL :047-345-4994  FAX : 047-345-2496 

Mail: koganenishi@nijinokai-hoiku.or.jp 









令和３年度 市川奈緒子先生研修会 

～発達が気になる子、子どもの療育について～ 

 

  講師プロフィール 

  所属：白梅学園大学 教授  

  経歴：保健センターでの健診業務を始めとして、児童発達支援事業所、児童発達支援センターでの

心理担当者としての勤務や保育園、小学校中学校のコンサルテーションとして経験を経て現

在に至る。 

著書：「発達が気になる子の本当の発達支援」 単著 風鳴舎 

     「発達障害の子を育てる親の気持ちと向き合う」共著 金子書房  

「障害児保育」ミネルヴァ書房     など 

                             

                                           

 

                                         

保育現場で発達が気になるお子さんの対応 

                      について学びたいという現場の声を多く聞きます。 

                      今年度は、市川先生を講師にお招きし、ご講義して  

                      頂きます。 

                      皆さんで学びを深めたいと思います。 

                       沢山のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

                           

   

市川奈緒子先生よりメッセージ 

    

   私は長い間、療育機関で仕事をしてきましたが、発達が気になる子どもの未来を開いて 

くださるのは、保育の中で子ども達に毎日寄り添ってくださる保育者の方々だといつも 

思います。 

 今回は皆さまへ、感謝の気持ちを込めてお話したいと思います。 

                                                                                                                                                                                                                  



  令和３年度 市川奈緒子先生研修会  

～発達が気になる子、子どもの療育について～ 

【開 催 日 時】 12 月  20 日（月）  13:00～15：00 

 

【実 施 方 法】 Zoomを使ったオンライン研修 

 ・PC、タブレットなど１台あたりに対して、何人受講しても構いません。 

・事前の接続練習日もあります。 

 

【参 加 費】 無料（Zoomが使用できる環境があれば大丈夫です） 

 

【申し込み方法】 期日までに、QRコード、もしくは FAXでお申し込み下さい。FAXによるメ

ールアドレスのお間違いなどを防ぐために、なるべくQRコードからお申し

込みください。 

 

 右の QR コードを読み取り、申し込みフォームに入力し

送信してください。 

 FAX の場合は、下の申し込み欄にご記入いただきまして

043-308-7816 までお送りください。 

 

【締 切 り】  11 月 20 日 （土）〆切   定員 100 名 （先着順） 

 

【お問い合わせ先】 四街道保育園 利光美亜子  

TEL：043-422-2720 

Email：yotuho.jisyoukai@gmail.com 

 

【ＦＡＸ申込書】ＦＡＸでお申し込みの方は、こちらにご記入の上、このままお送りください。 

保 育 園 名     

保育園住所 

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 

〒 

 

 

※送信ミスが起きないよう、分かりやすく記入して下さい。数字のゼロやローマ字のオーの区別が付くようお願い致します。 

T  E  L  F A X  

ふりがな 

参加者氏名 

 役 職 

 

 

担当年齢 

 

 

経験年数 

 

 

 

 

 



役職 名前 郵便番号 保育園住所 園名 電話 FAX 携帯電話 電子メール

1 会長 茂呂　剛 276-0046 八千代市大和田新田 1060-1 新木戸保育園 047-450-4359 047-458-7033 090-2236-0524 niikido@mrj.biglobe.ne.jp

2 副会長 髙橋　弘道 289－0304 香取市下小堀611-1 明照保育園 0478-82-2643 0478-83-2123 090-1619-1252 mayshow.takahashi@nifty.ne.jp

3 副会長 久居　麻紀子 270-2225 松戸市東松戸1-2-34 音のゆりかご保育園 047-712-1056 047-712-1057 090-2319-1339 maki@sinaikai.com

4 副会長 熱田　寛明 289-3181 匝瑳市野手6044番地 東保育園 0479-67-5150 0479-67-5827 090-4596-2815 azumahoikuen1962@aurora.ocn.ne.jp

5 副会長 天野　洋史 274-0806 船橋市二和西2-6-1 あすなろ保育園 047-447-0023 047-447-0023 090-7421-8161 v007381@yahoo.co.jp

6 副会長 田中　幸夫 272－0144 市川市新井2-1-21 新井保育園 047-357-3211 047-357-8936 090-8585-4940 tanaka-y@chidori-arai.or.jp

7 事務局長 山田　裕宇記 270-0032 松戸市新松戸北2-11-3 小金西グレースこども園 047-345-4994 047-345-2496 090-6543-7437 koganenishi@nijinokai-hoiku.or.jp

8 理事 丸山　純 276－0028 八千代市村上1946-90 第二勝田保育園 047-483-0902 047-483-9559 090-4750-1970 daini-katsuta@sonoeda.or.jp

9 理事 飯島　一幸 273-0035 船橋市 二子町474 さくら保育園 047-302-8301 047-333-3779 090-9001-7520 yeah0kazuyuki@hotmail.com

10 理事 橘　朱美 271-0044 松戸市西馬橋3-49-2 いわさき保育園 047-341-0941 047-341-0941 090-4130-2263 nagomikai-iwasaki-530501@sea.plala.or.jp

11 理事 村上　輝子 270-0162 流山市木305番地 えどがわ南流山保育園 047-157-8855 047-157-7755 090-6011-4043 t-murakami@edogawaminami.jp

12 理事 佐竹　恒輝 273-0047 船橋市藤原5-4-39 てまり保育園 047-438-0073 047-438-0039 080-3025-9962 info@temari.biz

13 理事 西野　未絵 272-0832 市川市曽谷3-11-1 百合台保育園 047-374-0789 047-374-0447 090-4385-5770 yuridai@ia1.itkeeper.ne.jp

14 理事 力丸　裕美 270-2231 松戸市稔台2-12-1 稔台保育園 047-362-5536 047-362-7687 090-8811-8701 minoridai.n.s@dune.ocn.ne.jp

15 理事 大越　紀明 276-0047 八千代市緑が丘西3-17 緑が丘はぐみの杜保育園 047-458-7005 047-458-7006 090-6549-3587 ookoshi2@bikou.net

16 理事 利光　美亜子 284-0005 四街道市四街道3-10-9 四街道保育園 043-422-2720 043-308-7816 090-8700-4060 yotuho@mx22.tiki.ne.jp

17 理事 林　健一 292-0801 木更津市請西2-12-8 木更津むつみ保育園 0438-36-0770 0438-36-0753 090-2761-5868 k-mutsumi-h@jcom.home.ne.jp

18 理事 伊藤　朋成 289-1806 山武市蓮沼ハの1033-3 蓮沼保育園 0475-86-2193 0475-86-2459 090-4438-0838 tom@hasunuma-hoikuen.or.jp

19 理事 飯田　倫雄 293-0021 富津市富津396-34 富津保育園 0439-87-2104 0439-88-0051 090-4702-9541 hoiku@futtsuhoikuen.ed.jp

20 理事 渡辺 信哉 299-4312 長生郡一宮町宮原69 愛光保育園 0475-40-1033 0475-42-7424 080-6562-5251 aikou1949@hitotsubunomugi.or.jp

21 理事 猪瀬 貴大 272-0123 市川市幸2-8-17 愛泉保育園 047-396-2222 047-396-2223 080-7021-1306 wako@aisen.or.jp

22 理事 菊地　美鈴 274－0822 船橋市飯山満町2-1007-1 シーガル保育園 047-404-7611 047-404-7612 090-1256-1693 seagull2014@nifty.com

23 理事 山本　亮平 270－0156 流山市西平井2-17-3 ピオーネ流山保育園 04-7178-7311 04-7178-7312 090-3881-0068 ryohei_yamamoto@isto.or.jp

24 理事 青木　唯人 270－0162 流山市南流山6-2-3 森のまちひなた保育園 04-7189-8988 04-7189-8989 080-9374-8822 morinomachihinata@itg.bcj.ne.jp

25 理事 川島 裕介 270－0121 流山市西初石4丁目1408番地2 けやきの森保育園西初石園 04-7156-7555 04-7156-7557 080-1157-7319 y.kawashima@keyakinomori.ed.jp

24 理事 田鎖　美穂 272－0805 市川市大野町3-1668-1 花の子保育園 047-337-4188 047-337-4189 080-4004-9392 qqbd5s69k@abelia.ocn.ne.jp

25 理事 鈴木 有 279－0004 浦安市猫実4-19-24 浦安駅前保育園 047-381-7802 047-381-7804 090-6709-4042 uradei1@water.ocn.ne.jp

26 ☆理事 岩間　真佐代 279-0026 浦安市弁天1-1-28 弁天保育園 047-316-8841 047-355-4188 080-1898-3551 benten8841@yahoo.co.jp

27 ☆理事 森田 雅宏 271－0094 松戸市上矢切1101-2 つぼみ保育園 047-368-7811 047-368-7829 090-5770-9300 tsubomi@ec3.technowave.ne.jp

28 監事 内田 勝久 274-0807 船橋市咲が丘2-11-5 やまびこ保育園 047-449-0225 047-449-0226 090-8746-0891 yamabiko-na@clock.ocn.ne.jp

29 監事 渡辺　恵之助 299-4303 長生郡一宮町東浪見8077-4 東浪見こども園 0475-36-7726 0475-36-7727 090-2207-2679 torami-kodomo@dune.ocn.ne.jp

力丸　優司 270-2231 松戸市稔台2-12-1 稔台保育園 047-362-5536 047-362-7687 090-6470-3427 info@minoridai-hoikuen.com

令和3年度　　　千葉県民間保育振興会役員名簿        R3.7.1現在

☆ 会長指名理事

事務局員
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「保育所職員に対するワクチン接種状況把握調査結果報告書」 

 

2021.7.20 

調査要望委員会 

1.目的 

全国でスタートした新型コロナワクチン接種。現在は医療従事者および高齢者を優先して進められています。 

本調査は、このワクチン接種に関して保育施設職員に対して接種状況を調査し今後の接種の参考にすることを 

目的に実施したものです。 

 

2.調査期間 

2021年 7月 9日から 2021年 7月 14日 

 

3.調査対象市町村 

18市町村（順不同） 

八千代市 船橋市 一宮町 山武市 いすみ市 茂原市 四街道市 木更津市 富津市 市川市 市原市  

袖ヶ浦市 君津市 浦安市 松戸市 香取市  流山市 匝瑳市 

 

4.調査結果 

 

① 接種状況 

  

 

 

 

 

 

５０％の市町村で既に接種が始まっていると回答。 

 

 

 ②接種職域 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

無回答３  

船橋市は全職員+職員家族と回答。 

 



③接種範囲 

 

 

 

 

 

 

66.7％が園の所在市町村問わずと回答。 

先に園の所在市町村の在住者を行い、その後園の所在市町村問わず 

行う市町村もある。 

 

5. 接種についてお気づきの点などありましたらお知らせください。 

 下記の回答頂きましたのでご参考下さい。 

 

四街道市 60歳以上の職員は接種済み。他がこれからです。 

 

富津市  富津市の早めの対応のおかげで、接種開始が出来ました。 

 

松戸市 職域接種は行っておりません。保育園勤務の方は、予約が数日間早く始まるといった対応です。 

 

流山市 各園によって職域接種が進んでいるところとまだの所があるようです。 

都内に姉妹園がある法人は都内まで行きワクチンを接種している園もあるようです。 

  

香取市 市が職域接種の段取りを取っているとは言えるかわかりません。というのは、現在高齢者の接種が

進んでいますが、そこにキャンセルが出た場合に、優先的に保育関係職員(全職員対象)に連絡が来

る体制がありますが、医療関係者のように優先的に接種の段取りが組まれているわけではないから 

です。どの園も個人病院に、つてで優先的に予約を入れさせていただいているようです。 

 市川市  

①6 月 9 日（水）より、市川市内４会場において新型コロナウイルスワクチンの集団接種が開始。 

 ②6 月 11 日（金）より、集団接種の予約キャンセルによるワクチン廃棄対策として、 

集団接種会場の近隣施設（介護・福祉施設や保育施設に従事する職員）のみ先行実施。  

② 6 月１5 日に市川市長へワクチン優先接種の要望書を提出。  

④7 月９日（金）より、上記②の措置を全保育施設へ拡充する旨の周知がなされた。  

集団接種でのキャンセル枠を利用した場合の接種対象条件は、 

下記１～４、全ての要件を満たしている方とする。  

１、当該施設に従事していること。（全職種対象） ２、市川市内に住所があること。  

３、連絡があった場合、1 時間以内に集団接種会場に来られること。 

（勤務していない場合や体調不良等の事情がある場合は、その場で断ることもできます）  

４、リストに掲載する個人情報（氏名、住所、生年月日）を集団接種会場のスタッフ 

委託先事業者スタッフ）に提出することに同意できること。 

 

お忙しい所、ご対応頂きありがとうございました。本調査が今後のワクチン接種の参考になれば幸いです 



一般社団法人への移行について 

 

事務局・プロジェクト委員会合同で一般社団法人への移行について勉強会を実施した。 

 

開催日：令和 3 年 6 月 29 日（火） zoom ミーティング 

参加：久居副会長・山田事務局長・飯島委員長・大越総務委員長・猪瀬会計・森田副委員長・山本副委員 

長・力丸委員） 

 

講師に、こでまり保育園の後藤先生をお迎えし、船橋市保育協議会を 7 年前に一般社団法人へ移行さ

せた経験を基に質疑も交えた形で約 1 時間お話を伺った。 

 

まず一般社団法人移行について、その目的を明確化し加盟園の納得が得られるかが肝要であり、会費

の値上げが必要であれば、それはより一層重要となる。とのご助言があった。 

 

加えて船橋市保育協議会が一般社団法人に移行したことで以下のメリットがあったとのこと。 

・様々な法人格があるが、一般社団法人格への移行手続き作業については比較的簡単である。 

・船橋市より補助金（350 万/年）を受給できた。 

・今後の事業展開を検討しやすくなった。（移行前後で実施事業の内容に大きな変化はなかった） 

 

一方で以下の課題を検討しておいた方がよいとのご助言があった。 

・事務局設置の家賃、事務員給与など経費の増大（船橋市保育協議会は会費の値上げ、補助金の活用） 

・事務局を事務局長の園に設置することもできるが、任期後に都度移動させることになる。その際、管

轄の税務署も変更になる可能性があるので手続きは煩雑になる。 

・経費増大に伴い会費の値上げを実施する必要に迫られた。船保協加盟園は同一市内なので各園を訪問 

し、丁寧な説明にて同意を得た。 

→県下で対応をどのようにすべきか。会費の値上げによる会員減は避けたいところである。 

・総会開催時の議決権は『社員』にある。全加盟園の代表を社員とすべきか。 

 

 

 

以上の内容を次回理事会にて報告し、検討を進めることとなった。 

 

今後の委員会での予定は、司法書士に具体的な移行手続きについてお伺いすることとする。 
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市町村名 接種状況 接種職種 接種範囲

八千代市 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村問わず

船橋市 既に接種が始まっている 全職員, 職員家族 園の所在市町村問わず

一宮町 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村問わず

茂原市 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村に在住者のみ

富津市 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村問わず

市原市 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村問わず

袖ヶ浦市 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村問わず

君津市 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村に在住者のみ

匝瑳市 既に接種が始まっている 全職員 園の所在市町村問わず

四街道市 接種の見通しは立っている 全職員 園の所在市町村問わず

流山市 接種の見通しは立っている 全職員 園の所在市町村問わず

浦安市 接種の見通しは立っている 全職員 園の所在市町村問わず

木更津市 接種の見通しは立っていない 未定

市川市 接種の見通しは立っていない 全職員 園の所在市町村に在住者のみ

松戸市 接種の見通しは立っていない 未定

香取市 接種の見通しは立っていない 全職員 園の所在市町村問わず

山武市 接種の見通しは立っていない 全職員 園の所在市町村問わず

いすみ市 接種の見通しは立っていない 未定

保育所職員に対するワクチン接種状況把握調査報告
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《 令和３年度 ２号 ６月２４日発行 》 

処遇改善等加算Ⅱの研修要件必須化について提案される！ 

「子ども･子育て会議（第57回）」追補版 

日時：６月１８日（金）10：00～12：00 ※オンライン開催 

今年度最初の「子ども・子育て会議（第 57 回）」が開催され、詳細については前号でご報告

しましたが、今号は処遇改善等加算Ⅱの研修修了要件の必須化時期についての提案にクローズ

アップし、詳しくお伝えします。 

国の資料を掲載しましたが（次ページ参照）、この度の提案では、令和 4 年度は、4 万円・

5 千円の職員共に、要件は必須化されません。令和 5 年度は 4 万円の職員が 1 科目の必須と

なります。令和5年度当初に4万円職員を副主任に任命し4万円の処遇改善を支給する場合は、

年度当初の時点でこの職員が 1科目の受講を修了している必要があるということです。令和 6

年度当初に任命をする場合は、同様に 4万円の職員は 2科目、それ以外の職務分野別リーダー

は 1科目の受講を修了している必要があるということです。このように 4 万円の職員の受講要

件は令和 8 年度まで 1 科目ずつ段階的に引き上げられ、令和 8 年度の年度当初では 4 科目の

修了が必要になるという案です。 

※4 万円の職員とは、副主任保育士・中核リーダー等の事で、毎月 4 万円の処遇改善がなされる職員のこと。令和

2 年度の通知改正により、各園 1 名以上に変更された。5 千円の職員とは、職務分野別リーダー・若手リーダー

の事で、毎月 5 千円の処遇改善がなされている職員のこと、4 万円が一人以上という緩和がなされ、例えば 3 万

円支給のリーダーや 1 万円支給のリーダーなど園独自で様々に配分している場合の職員もこれに該当し、令和 6

年度より 1 科目の修了が必要になるということ。 

なお、これは処遇改善等加算Ⅱの「加算要件」とされ、毎年度、対象者のうちの一人でも要件

を満たさない場合は、処遇改善等加算Ⅱの全額がその年度は支弁されなくなるということです。 

当初令和 4年度からの必須化を目指していたことに鑑みると、コロナ等の影響により、かなり

保育現場に配慮した案を示していただいたものと受け止めています。この案によれば、各園は

令和 5 年度の年度当初までに計画的にキャリアップ研修の受講を進めていくことになります。

一方で、国としては各都道府県において研修実施状況にばらつきが認められるため、リモート

研修なども含めて研修機会の確保に努めるよう都道府県に働きかけるそうです。 

今回は内閣府より案を提示され、子ども・子育て会議の中で、各委員に意見を求められた段

階ですので、まだ決定ではありません。今後の動向も注視いただきますようよろしくお願いし

ます。 

公益社団法人 全国私立保育連盟 東京都台東区蔵前 4-11-10 全国保育会館 

電話 03-3865-3880 FAX 03-3865-3879 ( 送信枚数２枚) 
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【各委員から出された主な意見の概要】（前号から抜粋して再掲） 

・処遇改善等加算に係る研修受講要件について、新型コロナウイルス感染症の影響は否めないが 、加

算の主旨を考えるならば研修の受講自体は必要である。 

・処遇改善等加算に係る研修要件の必須化時期についてご配慮いただき感謝申し上げる。現在も新型

コロナウイルス感染症対策のため、リモート研修などを行っているが、研修機会が少ないのが現状

である。国で作成した映像研修教材の再周知など、研修機会を増やす工夫をお願いしたい。 

・処遇改善等加算について、地方によってまちまちな現状が見られる。コロナ禍において様々工夫が 

為されているが、必須化するのは時期尚早であると考える。提案のように配慮をお願いしたい。 

 

【内閣府】（前号から抜粋して再掲） 

・処遇改善等加算の研修受講要件について、現時点において一定程度の研修の量は確保できていると

考えるが、現場からは受講しにくいとの声があることも事実である。地域での研修が充実されるよ

う、国としても働きかけていく。全国団体による研修の一括認定に関して意見をいただいたが、研

修の認定は 実施主体である都道府県が行うこととなっており、国で認定することは行っていない現

状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 6月 18日（金）10：00～12：00 子ども・子育て会議 (第 57 回)資料より  

 

※ 全私保連ニュースのＦＡＸ配信をメールのみの配信に希望される場合は、下記メールアドレスまでお知らせ下さい。

E-mai l :  ans@zenshihoren.or. jp  

mailto:ans@zenshihoren.or.jp


 



令和３年７月２０日 

 

 

千葉県民間保育振興会 

令和３年度 フェスタ企画並びに予算（案）について 
 

 

Ⅰ、事業要綱 

 

１、事業実施に至る背景・趣旨 

 近年、保育士の不足の問題が大きな課題となっています。保育に対するニーズが増加する一方、コロ

ナ禍により、待機児童の減少する自治体も出てきていますが、まだ保育士が不足をしているのが現状で

す。 

保育士不足の原因には、様々なことが挙げられますが、人材確保への取り組みの一環として、千葉県

内約３００ヶ園が加盟する千葉県民間保育振興会主催により、その一助となるよう令和３年度フェスタ

を開催します。 

 

２、事業対象者 

 （１）対外対象者 保育士資格取得見込の学生または潜在保育士 

 （２）対内対象者 千葉県民間保育振興会加盟園 

 

３、事業目的（対外） 

 保育園等で働くことを志望する学生または潜在保育士を対象に、千葉県内の民間保育園で働く魅力を

感じていただくとともに、早期の採用予定情報の提供を目的とします。 

 

４、事業目的（対内） 

 保育施設それぞれの独自性や保育の素晴らしさを発信できる場を設営することにより、スムーズな採

用決定や素晴らしい人材の確保に繋げることを目的とします。 

 

 

Ⅱ、事業概要 

 

１、実施日時  

令和３年１０月３１日（日曜日） １３時００分～１６時００分  

 

２、実施場所・会場 

 未定 

 

 

 

 

 

 

 

協 議 事 項 
No.  １  

 委 員 会 名 経営研究委員会 

審 議 事 項  担当副会長 天野 洋史      印 

委 員 長 村上 輝子      印 

別 紙 資 料 有 ・ 無    枚  議案作成者 村上 輝子      印 



３、予算総額 

４８０，０００円 

 
 

（単位　：　円）

科　　　　目 予　算　額 摘　　要

（収　入　の　部）

1 繰 入 金 収 入 300,000

会場設営費 300,000

2 事 業 費 収 入 180,000

フェスタ参加費 180,000 6000円×30法人

収　　　益　　　計 480,000

科　　　　目 予　算　額 摘　　要

（支　出　の　部）

1 事 業 費 支 出 478,200

会場設営費 300,000 会場・備品・看板代

運営費 35,000

講師関係費 0

広報費 90,000 チラシ・ポスター

印刷製本費 20,000

消耗品費 5,000

通信費 25,200 切手代(300園×８４円）

雑費 3,000

2 事 務 費 支 出 0

3 予 備 費 1,800

予備費 1,800

本 部 会 計 戻 入 0

費　　　用　　　計 480,000

収　 支　 差 　額 0

令和３年度　就職フェスタ　予算書（案）



 

４、コンプライアンス確認事項 

 特になし 

 

５、参加員数計画並びに参加推進方法 

 

 対外対象者：２００名 内訳（学生１８０名 潜在保育士２０名） 

 対内対象者： ６０名 内訳（３０法人） 

計２６０名 

 

 一般参加者向けの対応 

・参加推進方法 

  ①各学校へのチラシ配布            

  ②各学校へのポスター掲示 

  ③公共施設へのチラシ設置及びポスター掲示 

  ④ＨＰの活用 

 

６、外部協力者・協力種別 

 無し 

 

７、対外配布資料の有無 

 有り 

     別紙１ チラシ   ８０００枚 

別紙２ ポスター    ５０枚 

 

８、実施組織 

 

 主催：千葉県民間保育振興会 

 主管：千葉県民間保育振興会 経営研究委員会 

 

 

Ⅲ、事業内容 

 

１、事業名 「保育就活フェスタ２０２１」 

 

２、開催スケジュール 

 

開始時刻 終了時刻 内  容 担 当 者 備 考 

１２：００ 

１２：３０ 

１３：３０ 

１４：００ 

１４：１５ 

１４：３０ 

１６：０５ 

１６：１５ 

１７：００ 

 

１３：００ 

１４：００

１４：１５ 

１４：３０ 

 

１６：００ 

１６：１５ 

１７：００ 

 

委員会集合 

出展受付 

会場準備 

開会式 

学生受付 

フェスタ 

閉会式 

出展者アンケート記入・撤収作業 

解散 

 

 

 

説明（村上） 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

 

参加者アンケ

回収 

 

 

 

 

 

 



３、詳細 

 

（１）内容 

 各法人（施設）それぞれの独自性や保育の素晴らしさを発信できるブースを設営し、保育士資格取得

見込の学生または潜在保育士を対象に、面談を行う。 

 

（２）役割分担 

  

総          括： 天野 洋史      受 付： 嶋本 賢修・杉本 正人       

司 会： 村上 輝子      会 場 設 営 担 当： 後藤 敏宏・林 健一      

備   品   担   当： 富澤 真史      連 絡 係： 三津田 優・青木 唯人       

会 計 担 当： 猪瀬 貴大（会計）  写  真  撮  影： 佐竹 恒輝（広報） 

 

（３）会場設営図 

 

別紙３ 

 

（４）備品リスト 

 

備品リスト 

備品名 数量 手配先 備考 

受付セット（名簿・ペン・垂れ幕） １式 えどがわ南流山  

領収書 １式 事務局  

音響（マイク・アンプ） １式   

長机 ３５台  内予備２台 

椅子 １３０脚  内予備８脚 

チラシ ８０００枚  別紙１ 

ポスター ５０枚  別紙２ 

横断幕 １枚  別紙４ 

立て看板 ３枚   

アンケート（法人用） ３０枚 えどがわ南流山 別紙５① 

アンケート（参加者用） ２００枚 えどがわ南流山 別紙５② 

当日配布資料 ２００枚 えどがわ南流山 別紙６ 

面談カード １式 前回使用分より 別紙７ 

園名ボード １式 えどがわ南流山  

離席カード １式 えどがわ南流山  

会場見取り図 １式 えどがわ南流山  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ、別紙資料 

 

別紙１チラシ（表） 



 

 
 

 

 

 

別紙１チラシ（裏） 



千葉県民間保育振興会とは・・・ 

千葉県内の認可私立保育施設が情報交換を通して、保育内容の充実と運営の安定を願い集った

団体です。 

 

 

「保育就活フェスタ２０２１」では・・・ 

私立保育施設をよりよく知って頂くために合同説明会の『保育就活フェスタ２０２１』を開催致しま

す。県内にある多くの私立保育施設のブースを出展致しますので、この機会に是非、お集まりくだ

さい。 

来春卒業予定の方だけでなく、在校生、既に卒業されている方々のご来場のお待ちいたします。 

 

 

☆☆☆☆☆☆アクセス☆☆☆☆☆☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ ポスター 

会場の地図 



 

 
 

 

 



別紙３ 会場設営図 

 

 

 

・・・長机×３３台 

 

 

 

・・・予備長机×２台 

 

 

椅子・・・１３０脚 

（内予備８脚） 

 

 

・・・看板×１枚 

 

                                              出入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         受付 

 

別紙４ 横断幕 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ３６００×６１０                          

※立て看板も同内容 

 

看板 

千葉県民間保育振興会 

保育就活フェスタ２０２１ 

主管：千葉県民間保育振興会 経営研究委員会  

情報コーナー 



 

 

別紙５ ①案内文ⅰ 

令和３年９月吉日 

千葉県民間保育振興会 会員各位 

千葉県民間保育振興会 

会 長 茂呂  剛 

経営研究委員会 

委員長 村上 輝子 

千葉県民間保育振興会 

「保育就活フェスタ２０２１」出展について（ご案内）  

 
皆様方におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、昨今、保育職員の採用にあたって、非常にご苦労をされている会員の皆様も多いことと思いま

す。このような中、昨年度の事業として行いました「千葉県私立保育園フェスタ」ですが、当日は県内

外より多くの参加者が訪れ、盛況のうちに会が行われましたが、このイベントから実際の採用に結びつ

いた会員園もございました。 

今年度も下記の要領で「保育就活フェスタ２０１６」を開催いたします。この機会を是非ご活用いた

だき、保育士を目指す学生の皆さんや、潜在保育士の皆さん等に自園をアピールし、交流を持つことに

よって、職員採用のきっかけとなる場としていただければ幸いです。より多くの会員園の皆様にご出展

いただきますよう、お願い申し上げます。 

※なお、新型コロナウィルス感染症の状況によっては中止とさせていただくことがありますので、ご了 

承ください。 

 

 イベント名   「保育就活フェスタ２０２１」 

 

 開催日時    令和３年１０月３１日(日)１０時００分～１６時００分 

 

 会  場     

 

 

 

出 展 料   １ブース ６，０００円 

         ＊出展料につきましては当日会場にて集金させていただきます。 

 

 イベント概要  ◎出展していただく会員の皆様には、長机１基と椅子４脚をお貸しいたしますので

来場した学生との交流の場にお使いください。 

         ◎出展ブースでお使いになるパンフレット、モニター及び資料等は、各園で準備を

お願いいたします。 

         ◎養成校は、千葉県私学団体連合会加盟の千葉県内養成校をはじめ、広範囲の養成

校に声をかけます。 



◎駐車場ご利用の場合は、事前にお申し出下さい。 

         ◎今回、会場の都合上、申込先着順の受付とさせていただきます。原則１法人１ブ

ースとさせていただきます。（出展希望園によっては、調整させていただくことが

ありますので、ご了承ください。） 

         ◎出展料は、当日集金いたしますので、ご用意をお願いいたします。 

 

＊今回のイベントは、保育士を目指す養成校の学生等に、千葉県内の私立保育施設

とはどんなところかを知ってもらうことを主としております。そのため、今回のイ

ベント開催中に、来場した学生等に対し、給与等待遇の話しをすることは禁止とさ

せていただきますので、必ずお守りください。 

＊千葉県民間保育振興会主催のイベントですので、当日参加した学生等に対し当会

に加盟していない保育施設の案内等はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。 

 

会場内の感染症対策について 

     ・当日はマスクを持参の上、着用をお願い致します。また、ご来場の時に、受付にて非接触

型体温計を使用し、検温を実施します。体温が 37.5 度以上あった場合は、申し訳ありま

せんが入場をお断りさせていただきますので、ご了承ください。 

・受付・会場内に消毒液を準備しておりますので、ご利用ください。 

・発熱・喉の痛み・などの症状があり、新型コロナウィルス感染症に感染している疑いのあ

る方は、ご来場をご遠慮ください。 

 

※出展の申込は、下記にご記入いただき、切り取らずにそのまま、ＦＡＸにて１０月８日(金)

までに、えどがわ南流山保育園 村上までお送り下さい。 

 

「保育就活フェスタ2021」出展申し込み書 

FAX番号 ０４-７１５７-８８５５ 

法 人 名 
 

施設所在市町村名 
 

保 育 園 名 
 

担当者名・人数 
氏名              参加人数 

                        計   人 

連絡先電話番号 
 

連絡先 FAX番号 
 

 

 

 

 

 

 

〈問い合わせ先〉 

千葉県民間保育振興会 経営研究委員会 

えどがわ南流山保育園 村上 輝子 

TEL 04-7157-8855    FAX 04-7157-7755 

 



 

 

②案内文ⅱ 

令和３年９月吉日 

千葉県民間保育振興会 

「保育就活フェスタ２０２１」申込園各位 

千葉県民間保育振興会 

会 長 茂呂  剛 

経営研究委員会 

委員長 村上 輝子 

 

「保育就職フェスタ２０２１」出展について（ご案内） 

 

この度は、千葉県民間保育振興会「保育就活フェスタ２０２１」に出展申し込みをいただきまして、

誠にありがとうございます。皆様にとりまし、素晴らしい機会となりますよう、頑張って参りますので、

宜しくお願いいたします。 

フェスタ開催にあたりまして、開催概要と、注意していただくこと、お願い事を記しておきますので、

お目を通していただけますよう、お願い申し上げます。 

※なお、新型コロナウィルス感染症の状況によっては中止とさせていただくことがありますので、ご了 

承ください。 

 

 

１．開催概要 

開催日時 令和３年１０月３１日（日）１０時００分～１６時００分 

    （受付：８時３０分～  開会式：９時１５分～  閉会式：１６時０５分～） 

開催会場  

        

 

 

 

 

 

 

２．注意とお願い事項 

 

 

◎出展料について 

 フェスタ当日、現金にて集金をさせていただきます。１ブース６，０００円のご用意をお願い

いたします。 



 

◎出展ブースについて 

 ＊ブースは、長机１基と椅子４脚を１ブースとしてお貸ししますので、参加者との交流にお使

い下さい。 

 ＊ブースで使うパンフレットなどの資料や、パソコン、モニターなどは各自でご用意してくだ

さい。なお、パソコンは使用することが出来ますが、コンセントから離れていることもあります

ので、延長コードを各自必ずご準備して下さい。 

 ＊壁面の使用はできません。 

  

◎会場について 

 ＊駐車場ご利用の場合は、下記問い合わせ先までご連絡下さい。尚、駐車場には限りがござい

ますので、１法人１台までとさせていただきます。 

  

◎当日について 

＊イベントは、１０時００分から１６時００分までとなります（受付は、８時３０分から）。

また９時１５分から開会式を行いますので、それまでには準備を終えるようにして下さい。 

＊１６時０５分より閉会式を行いますので、その後片づけを始めていただけますよう、お願い

いたします。 

＊昼食や休憩は各自の判断でお取りになられますよう、お願いいたします。また、ブースが無

人になる際には、離席カードをお渡ししますので、そちらをブースに置いて、席を外している

ことを分かるようにして離れて下さい。 

＊当日朝、受付にてアンケートをお渡しいたしますので、ご記入・提出のご協力をお願いいた

します。 

 

◎学生との交流について 

＊当日、来場した学生には、受付で５枚複写の「面談カード」に氏名・学校名等を記入しても

らいます。その後、会場見取り図を渡し入場となります。 

＊今回のイベントは、保育士養成校の学生と、私たち千葉県民間保育振興会加盟園の交流を図

り、それぞれの保育園の特色を学生に知ってもらうことを目的としています。 今回のイベン

ト中において、参加者と給与等待遇の話しをすることは禁止とさせていただきますので、必ず

お守りください。 

 

◎お問い合わせ 

ご不明な点等ありましたら、メールまたはＦＡＸにて、下記までお問い合わせ下さい。 

 

  えどがわ南流山保育園 園長 村上 輝子 

    MAIL t-murakami@edogawaminami.jp 

        FAX  04-7157-7755 

 

当日、皆様のお越しをお待ちいたしております。 

 

 

mailto:t-murakami@edogawaminami.jp


 

 

別紙６ ①アンケート（法人用） 

 （法人用） 

「保育就活フェスタ２０２１」アンケート 

 

本日は、保育就活フェスタ２０２１にご参加いただきましてありがとうございます。 

今後企画運営するうえで参考とさせていただきます。アンケートにご協力いただけますよう、お願い

申し上げます。 

 

当てはまる答えに○及び理由をお聞かせ下さい 

 

１．今回の保育就活フェスタについて時期や時間は良かったですか 

＊良かった    ＊良くなかった   

→良くなかったと答えた方にお聞きします 

適当だと思われる時期及び時間をお書き下さい 

（                                  ） 

 

２．今回の保育就活フェスタについて会場は良かったですか 

＊良かった    ＊良くなかった   

→良くなかった理由又は希望の開催場所又は地域をお書き下さい 

（                                  ） 

 

３．今回の保育就活フェスタのブース出展料はどうでしたか 

＊高い  ＊ちょうど良い  ＊安い 

→高いと書いた方にお聞きします 

いくら位が妥当だと思いますか 

（                                  ） 

 

４．今回の保育就活フェスタは有意義なものでしたか 

＊有意義だった  ＊有意義ではなかった   

理由（                                ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※ 貴園の採用についてお聞きします 

５、あなたの園では令和２年度に保育士を採用しましたか？ 

①採用をした  （      人） 

②採用をしていない 

 

６、養成校に及び求人はいつ頃出しましたか？ 

  ①令和 2 年 4～6 月 ②令和 2 年 7～9 月 ③令和 2 年 10～12 月 ④令和 3 年 1 月以降 

                                          裏面へ 

７、採用試験はいつ頃行っていますか？ 



  （          月頃） 

                                     

８、求人票は何校に出していますか？ 

① 1 校のみ 

② 2~5 校 

③ 5~10 校 

④ 11~15 校 

⑤ 16~20 校 

⑥ 21 校以上 

 

９、求人票は、何処の地域の養成校に出していますか？出している地域すべてをチェックして下さい。 

  ① 千葉県 

  ② 東京都 

  ③ 埼玉県 

  ④ 神奈川県 

  ⑤ 茨城県 

  ⑥ その他 （                          ） 

 

１０、採用試験ではどのようなことを行っていますか？行っている項目すべて〇をして下さい。 

  ① 面接 

  ② 筆記試験 

  ③ ピアノ実技 

  ④ 保育実技 

  ⑤ 作文 

  ⑥ その他 

 

１１、養成校からの採用以外では、どのような方法で採用していますか？ 

 

  （                                        ） 

   

 

１２、その他今回の保育就活フェスタについてご意見がありましたらお書きください 

（     ）                                
ご協力ありがとうございました。 

     

 

 

 



 

②アンケート（参加者用） 

 （参加者用） 

「保育就活フェスタ２０２１」アンケート 

 

本日は、保育就活フェスタ２０２１にご来場いただきまして、まことにありがとうございます。 

今後の参考とさせていただきます。アンケートにご協力いただけますよう、お願い申し上げます。 

 

当てはまる答えに○を付けてください。 

 

１．今日ご来場いただいた目的は何ですか 

＊私立保育園とはどんなところか知りたかったから 

＊興味のある保育園があったから 

＊いくつかの保育園の説明を一度に聞くことが出来るから 

＊その他（                                    ） 

 

２．就職する先には、何を求めますか（複数回答可） 

＊給与  ＊勤務時間  ＊職場の雰囲気  ＊職場の環境  ＊通勤時間 

＊保育内容  ＊福利厚生  ＊行事の量  ＊その他 

＊その他（                                    ） 

 

３．希望勤務地はどの地域ですか（複数回答可） 

＊市川市  ＊浦安市  ＊千葉市  ＊流山市  ＊船橋市  ＊松戸市 

＊茂原市  ＊八千代市 ＊鎌ヶ谷  ＊白井   ＊市原   ＊その他（      ） 

 

４．就職活動はいつからはじめましたか（または、はじめますか） 

     （       月くらいから  ）     

 

５．合同就職説明会を行う時期としては、どの時期が良いと思いますか 

＊４．５月  ＊６月  ＊７月  ＊８月  ＊９月  ＊１０月  ＊１１月 

＊１２月   ＊１月以降 

 

６．今日の保育就活フェスタ２０２１は、あなたにとって有意義なイベントでしたか 

＊とても有意義だった  ＊有意義だった  ＊有意義ではなかった  ＊その他 

  →理由 （                                    ） 

 

７．今回以外にどんな就活イベントに参加しましたか 

＊参加した   ＊参加しない 

  →これまでに参加されたイベントを書いて下さい(                  ） 

ご協力ありがとうござました。 

 

 



 

別紙６ 当日配布資料 

ご来場の皆様へ 

千葉県民間保育振興会 

経営研究委員会 

 

千葉県民間保育振興会保育就活フェスタ2021 

参加の手順について 

 

1. 受付で面談カード(5 枚複写)をお受取りになり、必要事項の記入をお願いいたします。 

＊面談カードは個人情報保護に基づき、目的外の使用を行いません。 

 

2. 面談カードの記入が終わりましたら、カードの１枚目を受付に渡し、面談を希望する

施設のブースへ向かって下さい。 

 

3. 各施設のブースに着きましたら、面談カード(5枚複写)の 1枚を施設側にお渡し下さい。 

 

4. 面談カードが無くなりましたら、新しいカードを作成して下さい。 

 

5. ご不明な点は、会場内にいるスタッフにお尋ね下さい。 

 

6. 会場の終了時刻は１６時００分となっておりますが、受付後の会場への出入りは自由

に行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ふりがな

面談カード　(面接を希望する保育園に提出します。)

氏名

生年月日

　昭和・平成　　年齢　　　歳

　　　　　年　　月　　日

性別

男・女

＊面談カードの情報は、採用活動以外には使用せず、責任を持って処置管理いたします。

住所
〒 　℡番号(自宅・携帯)

学校名

取得見込

資格
保育士・幼稚園教諭・栄養士・調理員・小学校教諭・児童厚生員

勤務

希望地

　有　(有の場合、具体的にご記入ください)

　無

備考

＊複写紙ですので、強い筆圧で書いてください。

 

別紙７ 面談カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



借用物品  

備品名 数量 備考 

音響（マイク２本・アンプ） １式  

長机 ３５台 内、予備２台 

椅子 １３０脚 内、予備８脚 

 

設営図 会議室１・２ 

 

 

・・・長机×３３台 

 

 

 

・・・予備長机×２台 

 

 

椅子・・・１３０脚 

（内予備８脚） 

 

 

・・・看板×１枚 

 

                                              出入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         受付 

 

 

参考資料 

情報コーナー 

看板 



指定保育士養成施設一覧 （単位：人）

NO. 学　校　名 定員

1 昭和学院短期大学人間生活学科こども発達専攻　 120

2 江戸川大学総合福祉専門学校こども福祉科学校　 160

3 江戸川大学メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科 240

4 江戸川大学メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科 320

5 千葉県聖徳大学短期大学部保育科第一部学校 700

6 千葉県聖徳大学短期大学部保育科第二部学校　 150

7 千葉県聖徳大学短期大学部通信教育部保育科　 600

8 千葉県聖徳大学児童学部児童学科(昼間主コース) 学校法人　 2040

9 千葉県聖徳大学児童学部児童学科(夜間主コース) 学校法人　 40

10 千葉県聖徳大学心理・福祉学部社会福祉学科学校法人　 200

11 千葉県聖徳大学通信教育部児童学部児童学科学校法人　 1200

12 千葉県千葉敬愛短期大学現代子ども学科保育コース学校法人　 350

13 千葉県清和大学短期大学部児童総合学科 240

14 千葉県成田国際福祉専門学校保育士科学校法人秋葉学園 100

15 千葉県城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科子ども福祉コース　 320

16 千葉県和洋女子大学人文学群こども発達学類こども発達学　 290

17 明徳短期大学　保育創造学科 600

18 植草学園大学　発達支援教育学科 560

19 植草学園短期大学　福祉学科（児童障害福祉専攻） 200

20 淑徳大学　総合福祉学部　教育福祉学科　 400

21 千葉女子専門学校　保育科 200

22 千葉経済大学短期大学部　こども学科　保育コース 400

23 帝京平成大学　現代ライフ学部保育幼稚園コース 500

9930

指定保育士養成施設一覧より抜粋

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


