
 

令和 3年 11月 15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 11月 24日（水） 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 会長） 

 

２,議長就任 議長（天野 副会長） 

 

３,定足数確認 （大越） 

 

４,資料確認 （大越） 

事前配布資料  3部（本紙を含む） 

  

 

５,議事録作成人紹介 作成人（力丸 委員） 

  

６,議事録署名人 （議 長） 

 （岩間 理事）（西野 理事） 

 

７,前回議事録承認      →令和 3年 10月 19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 

                           （私保連 丸山常務理事）  

  

１０,本日の議題 

（審議事項） 

・私保連表彰推薦の件（資料２）                       （事務局）   

・千葉県健康福祉部子育て支援課からの依頼について              （事務局）                           

                        

（協議事項） 

・保育ステップジャンプ 55号の発行について                           （広報委員会） 

                                

                                      

１１,各委員会報告  

事務局／総務委員会  

・全国事務局長会議への参加報告                      （事務局） 

・現メールシステム運用廃止のご案内配信について                              （総務） 

研修委員会 

  

広報委員会 

  ・保育ステップジャンプ 54号の発送完了 

調査要望委員会 

  

経営研究委員会 

 ・ 

保育者の集い委員会 

  ・関東ブロック大会要項について 

青年部会 

 ・研修計画について 

令和３年１２月３日（金）  

研修会開催 テーマ：ＳＮＳ時代の保育園・こども園の危機管理  

講 師：弁護士法人六法法律事務所  弁護士 道本周作氏 

会 場：山崎製パン企業年金基金会館 

 

 

１２,次回開催日時場所確認 （事務局） 

 

  日 時 令和 ３年 １２月 １３日（月）  １４時～１６時  開催方法確認 
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令和 3 年度 千葉県民間保育振興会 第 5 回理事者会議事録 

 

 

1. 日時 ： 令和 3 年 10 月 19 日（火）14：00 ～ 16：00 

 

2. 場所 ： WEB 会議 

 

3. 出席者 

出席者（23 名：敬称略） 

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）       

田中 幸夫（新井保育園）        山田 裕宇記（小金西グレースこども園） 

丸山 純（第二勝田保育園）       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）      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）        菊地 美鈴（シーガル保育園）       

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）        

 

オブザーバー 

力丸 優司（稔台保育園） 

 

欠席者（6 名：敬称略） 

茂呂 剛（新木戸保育園）、伊藤 朋成（蓮沼保育園）、山本 亮平（ピオーネ流山保育園）、 

鈴木 有（浦安駅前保育園）、青木 唯人（森のまち ひなた保育園）、 

森田 雅宏（つぼみ保育園） 

 

4.【会長挨拶】 

公務により欠席の為、割愛。 

 

5.【議長就任】 

田中幸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】 

大越総務委員長より「理事者総数 29 名中 23 名出席であり過半数の出席が確認され、定足数
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の充足が確認された」との報告がなされた。 

 

7.【資料確認】 

大越総務委員長より、以下の資料の確認がなされた。 

・9 月理事者会議開催通知 

・令和 3年 9月 21日開催の議事録（事務局／総務） 資料１ 

・私保連表彰推薦の件（事務局） 資料２ 

・保育ステップジャンプ 54号の発行について（広報） 資料３ 

・関東ブロック保育研究大会ついて（保育者の集い） 追加資料１ 

・「しょうがくせいのほけん」説明資料（全私保連） 追加資料２ 

 

8. 全私保連より連絡① 

・「しょうがくせいのほけん」(東京海上日動火災保険)について。 

  卒園児向け小学生を対象にした保険の新商品で、東京海上日動火災保険株式会社との賛助

として、全私保連を通して千葉県民間保育振興会等(6 組織)を全国販売に先駆けて保険販売

を行う。 

 細かな保険内容について、東京海上日動火災保険株式会社より鶴岡氏を招いて説明がなさ

れた。 

 

9. 【議事録作成】 

力丸優司（稔台保育園）が 10 月度議事録の作成担当とされた。 

 

10. 【議事録署名人】 

・議 長：田中 幸夫（新井保育園） 

・署名人：利光 美亜子（四街道保育園）、飯田 倫雄（富津保育園） 

が指名された。 

 

11. 【前回議事録承認】 

承認された。 

 

12．【新議題の採択】 

  なし 

 

13. 全私保連より連絡② 

・「全私保連予算対策会議」の報告。 

 10 月 12 日 WEB 会議にて開催。 

 内閣府より処遇改善Ⅱの研修修了要件について回答があった。年度内にキャリアアップ研

修の受講の目処が立っていればよかったが、処遇改善報告書を提出する 1 カ月前に受講を

終えているようにしていないといけないとのこと。受講要件の開始が令和 5 年 4 月からな
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ので、来年度に入ったら、処遇改善Ⅱの受講が進んでいない施設は、1 分野からでも始める

ことを勧める。 

岸田首相の就任初心表明により、介護職・看護職・保育職などの公的資金で人件費が賄

われている職の処遇の改善をし、経済を良くしていくとのこと。その為に公定価格の上積

みを図るとしている。実際の動きは衆議院選挙の後なので、今後の動向を注視が必要との

こと。 

 

13. 本日の議題 

【審議事項】 

＜振興会メールシステム（e-adoba）運用の件＞（総務委員会） 

   エレメントシステムとの打ち合わせの結果、システムのベースとなる登録項目名の変更

(“名前”⇒”施設名”など)が出来ないとの回答。現在、登録頂いている内容が個人名や施設名な

ど様々な状態になっており、管理や整理が出来ずメールシステムの運用が出来ていない。さ

らにシステム運用費(月額 2,000 円)を半期分支払っている。e-adoba の契約解除を前提として

検討している為、審議をお願いしたい。 

それに伴い、現在候補となっているアプリ(キッズノート、メールワイズ等)の紹介や説明な

どがなされた。今後、事務局・総務委員会等で新システムやアプリの候補を探す。また、前

回の理事会でも議題に挙がった振興会ホームページ内と各施設のホームページや採用ページ

へのリンク等にも関係してくるので経営研究委員会とも打ち合わせをしながら最適なシステ

ムへの移行を検討する。 

   e-adoba の契約解除の是非の審議がなされ、賛成多数により可決。 

   既に登録して頂いた方には、本メールシステムの配信停止の案内メールを簡潔な内容にて

配信を予定。 

    

【協議事項】 

 ＜関東ブロック大会 研修要綱(案)について＞（保育者の集い委員会） 

  関東ブロック保育研究大会の要綱(案)の内容の確認がなされた。 

最終版を後日(11 月中旬～下旬頃)役員に配信し内容確認をした上で、全私保連の保育通信

12 月号に入れ込み発送予定。 

 

＜私保連表彰推薦の件＞ 資料 2（事務局） 

  流山市、八千代市、郡部の３エリアより 3 名の推薦者を選定し、来月理事会にて表彰推薦者

を報告。 

  

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 

  ・私保連のカンパ金振込状況について(事務局) 

   加盟園より 10/14 時点 842,660 円のカンパ金を集計。 

配送料等の経費を差し引き、約 674000 円の振込が完了。 
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カンパ金の追加振込があれば、都度振込予定。 

〇 研修委員会 

 ・9月 28日の研修について  

   感染症対策を充分に行った上で対面での研修会を無事終えた。 

   参加者の感想として、久しぶりの対面式講習を行ってもらえたことがよかった。との声

があった。次年度も対面や WEB講習などを選べる研修を検討していく。 

 

〇 広報委員会 

  ・保育ステップジャンプ 54号の発行について 資料 3 

    無事入稿し、印刷配送段階。10月末までに配送完了予定。 

    次回の 55 号は 2022 年 3 月発行予定。内容は関東ブロック保育研究大会の紹介が中心と

なる予定。 

 

〇 調査要望委員会 

 ・自民党県議への令和 4年度予算要望書提出について 

   9月 30日 自民党千葉県支部連合会へ提出。 

   今年度の新型コロナウィルスワクチンの優先接種に関する要望書及び、千葉県議会への

令和 4年度予算要望書の計３つの要望書を今年度は提出した。 

    

〇 経営研究委員会 

 ・ホームページのリンク等の件、大越総務委員会長と相談の上、進めていく。 

 

〇 保育者の集い委員会 

・関東ブロック進捗状況について 

 現在、基調講演を含め 6研修の内 5つが完了。最後の撮影が 10月 28日となっている。 

 開催挨拶と情勢報告は追って時期をみて撮影を予定。 

 10月 22日集い委員会を開催。企画書を作成し、撮影も完了したので、反省等報告をする。 

 先述の要綱を全私保連保育通信 12月号に入れ込み発送予定。 

 

〇 青年部会 

 ・特になし 

 

〇 その他 

 ・昨年度、私保連表彰の郡部エリアの依頼した市は匝瑳市、茂原市。共に該当者なしとの報

告だった。理事会議後の事務局打ち合わせで依頼する郡部エリアの選定を行う。 

 ・11月末の保育実習セミナーは対面研修を中止し、オンラインでの開催となる。 

  日時変更なし、参加費 1万円(テキスト代込み) 

  講師：川田学先生（北海道大学）／鈴木隆先生（東京家政大学） 
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次回開催日時場所確認 

  

日時：令和 3 年 11 月未定  14：00 ～ 16：00 

場所：WEB 会議 

   ※茂呂会長欠席につき、会長とスケジュール確認が出来次第、現状の各役員所属の自治体・

地域の園長会などのスケジュールとすり合わせをし、追って連絡をする。 

 

 

以上をもち 田中 幸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 

             新井保育園        田中 幸夫   印 

 

      議事録署名人 

          四街道保育園        利光 美亜子  印 

 

           富津保育園        飯田 倫雄   印 

 



千葉県 健康福祉部 子育て支援課 

 

 

○希望日程 

・１１月２９日（月）、１２月１日（水）、７日（火）、８日（水）、１３日（月） 

 

○視察先 

 船橋、市川、松戸、流山あたりの比較的都市部の保育所で、 

 園庭や近くの自然フィールドで自然体験を実施しているところを視察させていただ 

きたい。 

 

○視察予定職員数 

４～５名 

 

○視察後、意見交換のお時間を設けていただけると幸いです。 

 夏にいただいた予算要望や自然保育等について意見交換を希望いたします。 

 


