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令和 4 年度 千葉県民間保育振興会 第６回理事者会議事録 

 

1. 日時 ： 令和 4 年 10 月 14 日（火）15：00 ～  

 

2. 場所 ： 浦安市民サロン WAVE101(ショッパーズプラザ 4 階)サロン５（浦安市） 

 

3. 出席者 

出席者（16 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）       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）       村上 輝子（えどがわ南流山保育園） 

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）            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（13 名：敬称略）内、7 名より委任状提出。 

茂呂 剛（新木戸保育園）、久居 麻紀子(音のゆりかご保育園）、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）、佐竹 恒輝（てまり保育園）、 

西野 未絵（百合台保育園）林 健一（木更津むつみ保育園）、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）、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】※茂呂会長欠席により、天野副会長より 

 秋の行事で忙しい中、お集まり頂き、ありがとうございます。これまで WEB でやってきま

したが、何カ月前から数回程、対面で出来るようになってきて、やはり“違うな”と思いま

した。会議が始まるまでの待ち時間の歓談も実は重要だったんだな、と改めて気付かされて

いるところであります。私も先程、大越理事と、保育園と無関係の話題ではありますが、週

末の秋祭りの話をし、伝統的な祭りにすごく興味を抱きました。そこで見て得るものがある

のだろうな、という風に感じました。こういった情報交換が重要だと思います。世の中がコ

ロナに対してヒステリックにならなくなってきているので、そのような心のゆとりを持ちな

がら対面で会議をやっていけたらと思います。せっかく貴重な時間を割いて集まっていただ

いているので有意義に過ごせたらなと思っています。今日一日よろしくお願いします。 
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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】 

大越総務委員長により「理事者総数 29 名中 16 名出席であり、欠席の理事者より 7 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】 

大越総務委員より、以下の資料の確認がなされた。 

・10 月理事者会議開催通知 

・令和 4 年度 9 月理事会議事録(事務局／総務) 資料１ 

・令和 4年度保育者の集い要綱（保育者の集い）資料２ 

・令和 4 年度残高試算表 (事務局／総務) 資料 3 

 

8. 【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。 

 

9. 【議事録署名人】 

・議 長：髙橋 弘道（明照保育園） 

・署名人：田鎖 美穂（花の子保育園）、山本 亮平（ピオーネ流山保育園） 

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】 

 ・なし 

 

12 全私保連より連絡          （全私保連 丸山常務理事欠席により、山田事務局長） 

   ・保育総合研修会（開催地：神戸市）の開催のお知らせ 

    既に配送されている全私保連発行の保育通信に掲載の内容。昨年までコロナ禍で中止や

リモート開催だったが、3 年振りの対面式となる。 

   ・幹部セミナー及び東日本大震災、被災地（岩手県）訪問の報告がなされた。 

    幹部セミナーの研修の中で、震災防災のマニュアルだけでなく、誤飲誤嚥、園児の怪我

や事故など予見し得るヒヤリハットに基づく対応について、過去の事故の裁判例からマ

ニュアルをどう整備していくか考えていかなければならないという研修だった。 

   ・特別セミナー(全私保連青年部主催) 開催地：宮崎県 日時：令和 4 年 12 月 14～15 日 

    セミナーの詳細は保育通信に掲載。対面の研修会として 3 年ぶりに開催。 
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13 本日の議題 

【審議及び協議事項】 

（審議事項） 

 ・保育者の集い委員会 研修要綱について （資料 2）       (保育者の集い委員会) 

    研修要綱配送スケジュール：10 月末印刷、11 月上旬発送予定 

    内容を確認し、誤字脱字やフォントなど、より集客できそうな内容や全体会及び各分科会

の定員数の明記など、内容の精査及び校正・校閲がなされた。 

    配送までの時間がタイトなので、本理事会で指摘された内容を修正した研修要綱を再送す

るので、再度確認の上、10 月末の印刷に間に合うように段取りを進めて行く。 

また、発送の段階でホームページにも掲載出来るように手配を進めて行く。 

  

（協議事項） 

  ・なし 

 

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 

・署名（計 4687 筆）、カンパ金（計 763,154 円）について報告がなされた。 

・小林先生を偲ぶ会の報告がなされた。 

振興会から茂呂会長、久居副会長、山田事務局長が参列 

・関東ブロック会議の報告がなされた。 令和 4年 9月 29日（木）会場：ウェスタ川越 

   ・残高試算表（7～9 月実績）についての説明がなされた。（資料 3） 

 

〇 研修委員会 

 ・保育ステップジャンプ 56 号に 12 月の下記研修の参加応募〆切の延長に伴い、駐車場有

りという文言も追加し研修の案内を掲載した。 

開催日 12月 15日 

研修テーマ：「今日からできるアンガーマネジメント」講師：松本順子先生 

会場：四街道文化センター(駐車場有り) 

 

〇 広報委員会 

  ・保育ステップジャンプ第 56号 既に発行済み。 

 

〇 調査要望委員会 

 ・令和 5年度保育関係予算に対する要望書を自民党県議の皆様へ提出した。 

 ・調査アンケート「保育士採用について」を実施。調査対象：加盟園全体 

  次回理事会前までに調査内容を各理事にメールし、11月理事会にて審議の後、加盟園へ配

信予定(Googleフォーム使用予定)。 

12月末までの回答締切、1月理事会にてアンケート結果報告予定。 

  ・10月 20日開催の予算対策会議に参加予定。 
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〇 経営研究委員会 

・各養成校と保育施設の情報交換会について 

養成校が 11～1 月が多忙につきスケジュールの都合が合わず、委員の各園でも行事が続き

委員会として集まることが出来ず、延期となっている。各養成校としては 6月開催が良いと

のことで、各養成校及び委員とも調整を行いながら開催を目指し計画を進める。 

・『ちば保育のしごと就職フェスタ』求人案内設置について 

振興会として相談ブースを出展。そのブース内で振興会加盟園の求人案内の配布を予定し

ている。前回理事会で置いて頂ける施設の求人票及びパンフのお願いをしたが、持参して頂

いた方は受け取る。 (1施設：10部～20部以上程)※来年度の採用を予定していない園も持

参して頂けると有難い。 

（開催日：10月 30日(日)、主催：保育士支援センター、会場：市川グランドホテル） 

 

〇 保育者の集い委員会 

・なし 

 

〇 青年部会 

・12月に研修会の実施を予定している。 

 

〇 その他 

  ・総会(2023 年 6 月)に向けた資料や事業計画や報告を各委員会で早々に事業計画の精査など

準備をしてほしい。 

   今後、コロナの状況が悪化しなければ対面での開催となると思われる。 

   また、来年は役員理事の更新年となり、委員会員の構成が変わる可能性もある。正副会長

の中での来年の理事の人選方針も影響があると予想される。役員続投となるのであればい

いが、新しい役員で構成するとなるとしっかりと引き継ぎに力を入れないといけない。 

正副会長の方針としては、役員理事の着任が市内で輪番となっている地域もあると思うが、

このコロナ禍で 2 年間の任期中の活動がほとんど出来なかったり、振興会の在り方を存続

可能な方向に持っていきたいということもあるため、そのイメージの共有をスムーズに来

期に引き継ぐためにもなるべく多くの方に続投をお願いしたい。 

 

 

次回開催日時場所確認 

日時：令和 4 年 11 月 10 日 15 時開催予定 

場所：市川市 全日警ホール 

 

以上をもち 髙橋 弘道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 

              明照保育園           髙橋 弘道   印 

 

      議事録署名人 

            花の子保育園          田鎖 美穂   印 

 

          ピオーネ流山保育園         山本 亮平   印 


