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令和 4 年度 千葉県民間保育振興会 第 2 回理事者会議事録 

 

1. 日時 ： 令和 4 年 5 月 24 日（火）15：00 ～ 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）        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）      山本 亮平（ピオーネ流山保育園） 

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） 

茂呂 剛（新木戸保育園）、久居 麻紀子(音のゆりかご保育園）、伊藤 朋成（蓮沼保育園）、 

青木 唯人（森のまち ひなた保育園）川島 裕介（けやきの森保育園西初石園） 

鈴木 有(浦安駅前保育園）、 

 

4.【副会長挨拶】 

 会長公務により欠席の為、髙橋弘道副会長より挨拶。 

総会も終わり、新年度が始まります。一つひとつの事業を皆さんの協力を頂いて進めていきた

いと思っております。よろしくお願い致します。 

 

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】 
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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。 

・5 月理事者会議開催通知 

・令和 4年 4月 12日開催の議事録（事務局／総務） 資料１ 

・令和 4 年度研修要綱(案)（研修研究） 資料２ 

 ・「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） 資料３ 

 ・養成校と保育施設の情報交換会・就職フェスタについて（経営研究） 資料４ 

 

9. 【議事録作成】 

力丸優司（稔台保育園）が 5 月度議事録の作成担当とされた。 

 

10. 【議事録署名人】 

・議 長： 髙橋 弘道(明照保育園） 

・署名人：飯島 一幸(さくら保育園）、橘 朱美（いわさき保育園） 

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】 

 （協議事項） 

  養成校と保育施設の情報交換会・就職フェスタについて 

 

13. 全私保連より連絡                      （私保連 丸山常務理事） 

   ・総会の出席に関する委任状（ハガキ）について 

    総会出席に関して、コロナ禍の現状だが、出席人数制限無しで出席していただいても構わ

ない。欠席する方は必ず委任状の提出をするように。 

    尚、総会に出席する方を把握するために、出席者名簿を作成する必要がある。直接出席す

る方は山田事務局長までご一報を。 

   ・水道光熱費＆給食食材費の高騰 

    緊急要望として、水道光熱費と給食の食材費が高騰している背景から要望書を提出予定。

これについての現場からの意見の根拠づけとして調査アンケートを取るので協力をお願

いする。 

 

14. 本日の議題 

【審議及び協議事項】 



3 

 

（審議事項） 

・令和 4 年度 研修要綱（案）(資料２)について内容の説明がなされた。  （研修委員会） 

 コロナ禍が落ち着き、様々な団体の会場の予約など動き初め、会場取りが難しくなってき

た。次年度に関して、状況や研修内容や講師のやりやすさなどを考慮しながら研修スタイル

を検討していきたい。 

 

 （協議事項） 

  ・養成校と保育施設の情報交換会・就職フェスタの開催方法（8～9 月開催を予定）について

現在進行している内容の説明がなされ、その上で、費用を抑える為に情報交換会と就職フェ

スタの同日開催を検討しているが、意見を伺いたい。（資料 4） 

   ⇒養成校の情報交換会と就職フェスタの対象客が異なる為、運営が難しいのでは？就職フ

ェスタの半日開催になると学生が来場出来る時間も減るし、同日開催のメリットが少な

い。 

 ⇒平日なのか週末なのか。開催日程と養成校の先生の都合や、学生の来場のしやすさがマ

ッチしない可能性があるため、同日開催についてもう少し検討する必要がある。 

  ⇒開催時期も幼稚園連合会主催の就職イベントや、企業の就活イベントがお金をかけて開

催をしている。そこを避けた方がいいのか、その時期に大手企業などが就職イベントを

行うということは就活生に対してアピールする効果的な時期や場所をリサーチして開催

しているはずなので、敢えてその時期を狙って就職フェスタを開催するのか、どうした

らより集客出来るかを考えて欲しい。 

   ⇒就職フェスタは学生の集客が重要。 

去年の幼稚園連合の就職イベント(令和 3 年 7 月開催)の情報。 

80 園出展、約 240 名来場。会場は千葉駅直結ペリエ。ワンフロア（500 ㎡以上）ぶち抜

き。会場費 70 万円以上。 

振興会としてどこまでの規模で開催するのか。場所として、千葉市や東葛地区という人

が集まる場所での開催が妥当。 

   ⇒過去に参加した就職フェスタで、各園、処遇に関しての話をしないというルールを敷い

ていた。都市部や郡部間を並べてしまうと地域格差が見えてしまうため公平ではない為。 

   ⇒まずは学生が集まることが第一。予算内に収める為に、交通の便が悪く安い会場費で場

所を選んだ結果、学生が集まらなかった、では意味がない。まずはアクセスの良い場所

を押さえること。何ブース設置出来るのかを考え、開催費をブース数で割って、いくら

で出展ブースの販売をしたらいいのか、などの考え方に変えた方がいいのでは？ 

⇒株式会社主催の就職イベントは１ブース出展料 12 万～20 万で高額。それ以下の値段で

出展価格を設定したら、加盟園としても出展費用を抑えることで出展メリットが生まれ

るし、就職フェスタとしての収支バランスが整い、予算も掛けた充実したフェスタを開

催できるのでは。 

⇒様々な意見が出た中で、同日開催という部分で縛ってしまわず、もう少し柔軟に考えた方

がいい。 

⇒養成校情報交換会について  
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和洋女子大学こども発達学科長の矢藤教授との話で、現状、千葉県内の養成校同士の横の

繋がりがほとんどない。養成校同士の懇談会があると大変ありがたいとの話。 

未来志向な話を出来る、明るい話を期待しているとのこと。 

・振興会 HP 内に各園 HP のリンクについて 

  広報誌に「振興会 HP に園の希望する園は HP のリンクを載せることが出来る」といった

広報を載せることが可能。 

 

15.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 

・総会の議決について。 

委任状を取りまとめた。当理事会の 5 月 24 日現在１８６通が届き、過半数は超えたので

議案(事業計画・報告、昨年度決算、本年度予算案)としては承認された。 

  ・加盟園について（松戸ゆいのひ園：松戸市）説明がなされた。 

  ・退会園について（こひつじ保育園：富里市）説明がなされた。 

・私保連諸会議について、以下出席予定者。 

代表者会議：茂呂会長出席 

予算対策会議：山田事務局長、会計猪瀬先生出席 

定期総会：山田事務局長、飯島先生他 

 

〇 研修委員会 

 ・なし 

 

〇 広報委員会 

  ・なし 

 

〇 調査要望委員会 

 ・なし 

    

〇 経営研究委員会 

・なし 

 

〇 保育者の集い委員会 

・市川市、流山市、船橋市、松戸市から派遣委員を募集（資料 3） 

 

〇 青年部会 

 ・研修開催報告。 

令和 4年 5月 20日（金）令和４年度全体会を対面にて開催。 

会場：山崎製パン企業年金基金会館 
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〇 その他 

・なし 

 

次回開催日時場所確認 

  

日時：令和 4 年 6 月 15 日（水）  15：00 ～ 

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。 

※茂呂会長の都合を確認し、予備日 13 日（月）と設定。 

 

以上をもち 髙橋 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            髙橋 弘道   印 

 

      議事録署名人 

           さくら保育園           飯島 一幸   印 

 

           いわさき保育園          橘 朱美    印 


