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令和 3 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 4 年 2 月 15 日（火）15：00 ～ 16：00 

 

2. 場所 ： WEB 会議 

 

3. 出席者 

出席者（23 名：敬称略） 

茂呂 剛（新木戸保育園）        高橋 弘道（明照保育園）         

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）       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）     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（6 名：敬称略）内 2 名より委任状提出。 

久居 麻紀子(音のゆりかご保育園）、飯島 一幸(さくら保育園）、伊藤 朋成（蓮沼保育園）、 

飯田 倫雄（富津保育園）、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】 

まだまだコロナ禍ということで各園におかれまして、コロナと戦っている中だと思いますが、

十分気をつけて頂いて保育にあたって頂ければと思います。現在、関東ブロック大会及び保育

者の集いということで WEB 研修が開催しております。なかなか好評だと報告を受けておりま

す。これからも色々な形で民間保育振興会としても挑戦していきたいと思っていますので、皆

様方の力を貸していただければと思います。今日は短い時間になると思いますが、貴重な時間

ですので、濃い話し合いが出来ればと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

5.【議長就任】 

熱田寛明副会長が任命され開会宣言がなされた。 
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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、欠席の理事者より 2 名の委任状

を頂いてお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】 

大越総務委員長より、以下の資料の確認がなされた。 

・2 月理事者会議開催通知 

・令和 3年 12月 14日開催の議事録（事務局／総務） 資料１ 

・各委員会事業計画書（各委員会） 資料２ 

 

9. 【議事録作成】 

力丸優司（稔台保育園）が 2 月度議事録の作成担当とされた。 

 

10. 【議事録署名人】 

・議 長：熱田 寛明（東保育園） 

・署名人：岩間 真佐代（弁天保育園）、川島 裕介（けやきの森保育園西初石園） 

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. 本日の議題 

【審議及び協議事項】 

（審議事項） 

なし 

 （協議事項） 

  ・令和 4 年度事業計画について、各委員会より説明がなされた。 

〇特筆事項 

研修委員会： 

５つの研修を予定。コロナ感染症対策のため、ZOOM と対面研修にて計画。 

成田、木更津方面など都市部以外での開催を計画している。 

  ※砂上先生の研修会開催日が 2 回で掲載しているが、開催日は 1 回に訂正。 

  

 調査要望委員会： 

コロナ禍の中、地域代表者会議を対面で開催できるか検討していく。 
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 事務局(総務)・プロジェクト委員会： 

一般社団法人化に向けた勉強会、会費等の管理、各委員会の活動がしやすい環境を整え、

振興会の運営を行っていく。 

 

経営研究委員会： 

令和 3 年度はコロナの感染状況悪化により計画した研修等が全て中止となってしまった。

令和 4 年度はコロナの状況を見ながら企画を進めていきたい。 

 

保育者の集い委員会： 

令和 5 年 1 月 28日(土)の対面開催を目標に会場(ホテルグリーンタワー幕張)を押さえてい

る。コロナ感染状況の様子を見ながら、WEB 開催の切り替えが可能な講師の選定など、

並行して計画していく。 

 

広報委員会 

新しい企画（フォトコンテストなど）を計画している。 

印刷から発送までを外部委託により、委員が集まらないでも出来る環境整備を整えた。 

今後、紙面発行だけでなく、WEB 上での発行などを検討していく。 

 

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 

・令和 4 年度保育関係予算に対する要望書への対応状況について(千葉県子育て支援課) (事務局) 

 障がい児に対する保育士補助に関して、非常勤保育士を想定していたため補助金の単価に

賞与がカウントされていなかったが、同一労働同一賃金の観点より、非常勤職員の賞与も

勘案した単価になる。 

 障がい手帳を持っていない児童に関しての補助の対象は県ではなく各市に委ねるが、各市

で対応が異なる可能性がある為、ペンディングとなった。 

・松戸ゆいのひ保育園の振興会加盟について                (事務局) 

・しょうがくせいのほけんの保険案内の発送業務について          (事務局) 

・事業計画、事業報告、予算決算について                 (事務局) 

 事業計画は既に各委員から提出済み、事業報告は事業完了次第提出するように。予算

決算報告は 3 月までに各委員会より提出していただいたものをまとめて提示出来るよう

にする。 

・令和 4 年度総会について                       (事務局) 

 コロナ感染拡大状況を鑑み、昨年度と同様に書面決済による総会として実施となる。 

・ホームページ運用について                      (事務局) 

 各委員会に担当ページを任せているが、使い勝手などホームページ更新に関する役割分

担を精査し、ルールを定めていくので、各委員会でご意見要望等をまとめていただき、

より快適にホームページを活用出来るようにしていきたい。 
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・各委員会計画の研修会開催方法について                (事務局) 

来年度もコロナ禍が続くことが予想されるため、ZOOM 研修だけではなく、定期的なアー

カイブ配信を行うような研修会を計画される場合、事前に山田事務局長に連絡をして頂

ければ製作協力します。 

 

〇 研修委員会 

 ・なし 

 

〇 広報委員会 

  ・なし 

    

〇 調査要望委員会 

 ・地域代表者会議中止に伴う各地域の要望確認について 

  コロナ禍により対面での会議が出来ない為、各地域での会議や園長会などで要望をまとめ、

今年度末までに連絡頂ければ、要望書作成の参考にしていく。 

    

〇 経営研究委員会 

・防災・危機管理研修はコロナの感染状況により中止となった。 

 

〇 保育者の集い委員会 

・関東ブロック保育研究大会について 

参加申し込み人数は 880 名程＋申込期限後にも問い合わせ多数あり。 

次回理事会にて最終報告をする。 

 

〇 青年部会 

 ・研修開催報告。 

令和 4年２月 16日（火） 13：45～WEB開催 

内容：「保育者育成のための組織づくり 園内コミュニケーション」  

講師：新保庄三先生（日本保育者支援協会 顧問） 

 

〇 その他 

・なし 

 

15. 全私保連より連絡 （私保連 丸山常務理事） 

 ・しょうがくせいのほけんについて 

  保険に入会して頂くと千葉県民間保育振興会にも協賛金が入るので、是非紹介してほしい。 

 ・全私保連大阪大会がコロナ感染状況の悪化が原因で中止どなった。 

 ・処遇改善に関する FAQ が更新されている。各自確認して頂きたい。 
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次回開催日時場所確認 

  

日時：令和 4 年 3 月 15 日（火）  15：00 ～ 17：00 

場所：開催方法未定 ※対面開催を目標に、新型コロナの感染状況を踏まえて判断。 

 

以上をもち 熱田 寛明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 

              東保育園        熱田 寛明   印 

 

      議事録署名人 

           弁天保育園        岩間 真佐代  印 

 

        けやきの森保育園西初石園    川島 裕介   印 


