
 

令和 3年 5月 12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 5月 18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 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） 

 （大越 紀明）（西野 未絵） 

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 （丸山常務） 

・AIG損保 WEB研修案内について（添付資料あり） 

 

 

１０,本日の議題 

 （審議事項） 

・令和 3年度派遣委員依頼文（添付資料あり） （保育者の集い） 

・研修会実施に伴うアンケート調査ご協力のお願い （青年部） 

 

（協議事項） 

 

 

１１,各委員会報告  

 

事務局／総務委員会 

・令和 3年度振興会及び私保連会費について 

研修委員会 

 ・なし 

広報委員会 

  ・令和３年度広報委への引継ぎについて 

調査要望委員会 

 ・なし 

経営研究委員会 

 ・なし 

保育者の集い委員会 

 ・なし 

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  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 4 月 20 日（火）14：00 ～ 16：00 

 

2. 場所 ： WEB 会議 

 

3. 出席者 

出席者（21 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） 

松崎 総一（西船みどり保育園）     田中 幸夫（新井保育園） 

丸山 純（第二勝田保育園）       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） 橘 朱美（いわさき保育園） 

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） 

西野 未絵（百合台保育園）       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）      林 健一（木更津むつみ保育園） 

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） 

 

オブザーバー 

山本 亮平（ピオーネ流山保育園） 

 

欠席者（5 名：敬称略） 

川副 孝夫（風の谷こども園）      熱田 寛明（東保育園） 

岩間 真佐代（弁天保育園）       力丸 裕美（稔台保育園） 

伊藤 朋成（蓮沼保育園） 

 

4.【会長挨拶】 

茂呂会長から以下の挨拶がなされた。 

   本日は、慣らし保育などそういったものがまだまだ終わっていない保育園もあり大変な

時だと思いますが、次年度の総会に向けての大切な会議となります。昨年はコロナ禍とい

うことで本当に事業とか理事会とかいろいろな面で制約がありました。今年は昨年のこと

を考えながら、何ができるのか、どういうものがあったら出来るのかというのを皆さんと

考えて、いろいろな活動をさせていただければと思います。我々の行動が、明日の保育に、

未来の子ども達の為になるとともに職員職場の環境の改善にもつながればいいなと思いま

すので宜しくお願い致します。 
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5.【議長就任】 

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 17 名出席並びに委任欠席 4 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。 

・4 月理事者会議開催通知 

・令和 3 年度総会 開催案内書・議決権行使書（事務局／総務） 

・令和 3 年度総会資料 初稿（事務局／総務） 

・3 月理事者会議議事録 

・AIG 損害保険会社 WEB によるセイフティプログラム開催において（全私保連） 

・「第２６回・２７回保育者の集い委員会」 委員派遣のお願い（保育者の集い） 

 

8.【議事録作成】 

山本亮平（ピオーネ流山保育園）が 5 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）     佐竹 恒輝（てまり保育園） 

が指名された。 

 

10.【前回議事録承認】 

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 

・丸山常務より、AIG 損害保険会社 WEB によるセイフティプログラム開催において事前配

布された資料を基に説明がなされた。対象は園長、内容は保育中のリスク管理・職員を守

るリスク回避等、企画運営は AIG 損害保険会社となっており、振興会の窓口として調査要

望委員会で検討することとなった。 

 

 

13. 本日の議題 
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【審議事項】 

＜令和 3 年度総会開催案内書・議決権行使書について＞ 

田中事務局長より、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。 

 

＜令和 3 年度総会資料初稿について＞ 

山田総務委員長より、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。 

・総会案内で審議日の記載があるため、総会資料では、日時、場所の記載はなしとなった。 

・組織図について、全私連の関東ブロック長の選出にあたり、4 月 5 日の関東ブロック会

議後のこのようなタイミングとなった。関東ブロック大会には、高橋副会長に出席いた

だき、栃木県が会長、静岡県と千葉県が副会長をすることとなった。 

・各委員会の協力委員について、各委員長にご協力いただけるか確認していただき、19 日

の 15 時までに山田総務委員長に連絡することとなった。 

 

 

【協議事項】 

  特になし。 

 

 

14.各種報告事項 

〇 事務局／総務委員会 

＜今後の予定について＞ 

・田中事務局長より、今後の予定について以下のように予定されていることの説明がな

された。 

5 月 18 日に書面決済の総会と理事会の開催。5 月 18 日までに、令和 2 年度の委員会

の方々と令和 3 年度の委員会の方々で、事業計画や協力委員の必要数などの引き継ぎ

をする。5 月の理事会にて、状況の報告。6 月から新体制での理事会の開催。 

 

＜令和 3 年度全国私立保育園連盟表彰者推薦の件＞ 

・田中事務局長より、令和 3 年度全国私立保育園連盟表彰者について市川市から柏井保

育園の杉田園長先生、浦安市からにのり保育園の中川園長先生を推薦させていただい

たことの報告がなされた。 

 

＜令和 4年度総会の日程について＞ 

・田中事務局長より、令和 4年度総会の日程について、令和 4年 5月 27日（金）に東天

紅で開催予定であることの報告がなされた。 
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〇 研修委員会 

・特になし。 

 

〇 広報委員会 

・大越委員長より、広報誌 53 号の発送が終わり、令和 2 年度の活動が終わったことの報

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。 

 

〇 保育者の集い委員会 

・西野委員より「第２６回・２７回保育者の集い委員会」 委員派遣のお願いに関して説明がな

された。関東ブロック大会があるため、文章の変更等の調整をすることとなった。 

 

〇 青年部会 

  ・特になし。 

 

〇 その他 

・猪瀬会計より、令和２年度収支決算書・令和３年度収支予算書について、事前配布さ

れた令和 3 年度総会資料を基に説明がなされた。 

 

 

 

次回開催日時場所確認 

  

日時：令和 3 年 5 月 18 日（火） 14：00 ～ 16：00 

場所：WEB 会議 

 

 

 

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。 
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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 

 

           てまり保育園        佐竹 恒輝    印 

 



 

令和 3年 5月 18日 

振興会会員園各位 

千葉県民間保育振興会 

研修委員会 

                   

WEBによるセイフティプログラム開催について 

 

平素は千葉県民間保育振興会の活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

AIG 損害保険会社のセイフティプログラムを以下のように予定しております。本プログラムは全国

の園及び、保育施設職員を対象に実施しております。今回は新型コロナウイルス感染症流行期である

ことを踏まえ、各園にて WEB による講習を受講できるプログラムで開催することといたしました。

是非この機会にご参加いただきますようご案内させていただきます。 

 

日時：令和 3年 6月 17日（木）13：30～15：00（予定） 

場所：各園にて受講 Cisco社提供のネット会議システム「webex」を使用します。 

講師：AIG損害保険株式会社リスクコンサルタント 井口健二、並木さおり 

定員：50名 (１つのメールアドレスにつき、１台の端末での参加となります) 

 

演題「保育施設に求められる自然災害とその対策～災害対策から事業継続へ～」 

内容: 

⚫ リスク管理の必要性 

⚫ 保育施設を取り巻くリスク（認知すべきリスク、自然災害（地震、台風等）等） 

⚫ 保育施設に求められる災害対策のポイント 

園舎の点検のポイント  保育園の備蓄  避難先、ルートの確認 

保護者への連絡・伝達  地域社会との連携  防災教育と避難訓練 

保育の再開に向けての準備  こころのケア（園児、職員） 

 

＊参加を希望される方は下記のサイトよりお申し込みください。開催日が近づきました

ら招待状をメールでお送りいたします。 

研修会申込フォーム→https://forms.gle/nxsu32W77MbjgZL49 

またはこちらのQRコードからも申し込みが可能です。 

この件に関するお問い合わせ先 

第二勝田保育園     園長 丸山純 

℡：０４７－４８３－０９０２ 

Mail: daini-katsuta@sonoeda.or.jp 



令和３年５月吉日 

 

千葉県民間保育振興会加盟園 各位 

 

千葉県民間保育振興会 

会 長  茂 呂  剛 

   

 

「関東ブロック研究大会及び第２６回保育者の集い委員会」 委員派遣のお願い 

 

春陽の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素より本会活動に格別のご高配

を賜り、厚くお礼申し上げます。 

  さて、今年度も「保育者の集い」を開催するに当たり、委員会の編成を進めております。

つきましては貴地域団体より、下記内容にて企画運営のお手伝いをいただける職員の派遣

をお願いいたします。尚、今年度の保育者の集いは、関東ブロック研究大会 

（千葉県大会 WEB開催）と併せて活動することが決定しております。 

 年度はじめにあたりご多忙中とは存じますが、何卒趣旨ご理解の上、ご協力くださいま

すよう重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

 

◆内容   令和３年度『関東ブロック研究大会（兼保育者の集い）』 

令和４年度「保育者の集い」の企画運営 

     ※Webでの研修会配信を予定しています。 

 

◆期間   基本的に２年間とさせて頂きます。 

 

◆目的 

 ・県内保育者の情報交換の場の提供 

 ・研修会の企画運営を通じて委員自身のスキルアップ 

① 保育者が保育者の為の研修を自分達で企画し、運営する。 

② 多種多様な価値観と出会い、世界を広げる。 

③ 協働作業を通じ、より以上の力の発揮 

 

◆日程 

第１回委員会  ６月     委員会の開催時間は基本的に１５：００～１７：００です。 

第２回委員会  ７月     開催場所や時間は状況によって変更します。 

第３回委員会  ８月      ※令和 2 年度はすべてリモートにて委員会を行いました。今後

の状況次第では、リモートで委員会を行うことがあります。 

第４回委員会  ９月       

第５回委員会 １０月     開催日は各園にメールでお知らせいたします。 

第６回委員会 １２月 

第７回委員会  １月     委員会活動は全８回程度を予定しています。 

第８回委員会  ２月 

 

◆担当   いわさき保育園 園長 橘 朱美 

        〒271-0044千葉県松戸市西馬橋３－４９－２ 

        TEL・FAX ０４７－３４１－０９４１ 



 「関ブロ及び第２６回保育者の集い」委員会派遣承諾書 

 

千葉県民間保育振興会 

「保育者の集い」委員会 

委員長  橘  朱美 宛 

 

 

先般、依頼のあった「保育者の集い」委員会(令和３年度は関ブロ研修と併せて開催)委員派

遣について、派遣依頼を確かに承諾いたしました。 

 

 

 

        年       月       日 

 

 

 

貴 園 名                                                

 

 

住   所                                                

 

 

 

Ｅメールアドレス                                            

 

 

 

電話                         FAX                       

 

 

 

施設長名                                              印 

  

 

 

  ふりがな 

派遣者名                                                

 

 

 

職  名                                                 

 

 

お手数をおかけしますが、いわさき保育園へ FAX 又は、E-mail で返信をお願いいたします。 

いわさき保育園 FAX：047-341-0941     橘 宛 

メールアドレス：nagomikai-iwasaki-530501@sea.plala.or.jp 

 

 

mailto:nagomikai-iwasaki-530501@sea.plala.or.jp
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