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令和 4 年度 千葉県民間保育振興会 第 4 回理事者会議事録 

 

1. 日時 ： 令和 4 年 7 月 12 日（火）15：00 ～  

 

2. 場所 ： 全日警ホール（市川市） 

 

3. 出席者 

出席者（13 名：敬称略） 

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）  

橘 朱美（いわさき保育園）       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）        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） 

 

オブザーバー 

力丸 優司（稔台保育園） 

 

欠席者（16 名：敬称略） 

茂呂 剛（新木戸保育園）、高橋 弘道（明照保育園）、久居 麻紀子(音のゆりかご保育園）、 

丸山 純（第二勝田保育園）、飯島 一幸(さくら保育園）、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）、伊藤 朋成（蓮沼保育園）、 

飯田 倫雄（富津保育園）、菊地 美鈴（シーガル保育園）、青木 唯人（森のまち ひなた保

育園）、田鎖 美穂（花の子保育園）、鈴木 有(浦安駅前保育園）、岩間 真佐代（弁天保育

園）、森田 雅宏（つぼみ保育園） 

 

4.【副会長挨拶】 

 茂呂会長、ご都合により欠席。天野副会長より 

今日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

本日の理事会の議事は多くないですが、対面での交流が主な目的でお集まりいただいていると

思います。自分の園でもコロナ感染者が出ているので、皆様も十分に注意して交流を深めて頂け

たらと思います。 

 

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 13 名出席であり、欠席の理事者より 11 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。 

・7 月理事者会議開催通知 

・令和 4年 6月 15日開催の議事録（事務局／総務） 資料１ 

・令和 4 年度残高試算表 (事務局／総務)資料２ 

・令和 5 年度予算要望書（調査要望）資料３ 

・保育就活フェスタのチラシと養成校への案内文（経営研究）資料４ 

 

8. 【議事録作成】 

力丸優司（稔台保育園）が 7 月度議事録の作成担当とされた。 

 

9. 【議事録署名人】 

・議 長：熱田 寛明（東保育園） 

・署名人：大越 紀明（緑が丘はぐみの杜保育園）、猪瀬 貴大（愛泉保育園） 

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                      （私保連 丸山常務理事） 

   ・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） 

  ・広報誌製作に関する情報提供の依頼について（『SDGsに積極的に取り組んでいる園』） 

   SDGsの 17Goalsの中から、保育の現場で当てはまるような、「持続可能な」という部分や、

実際に園でのリサイクル教育や、園児が使うおもちゃにリサイクル材を使用する、給食のロ

スを少なくする、節電などをどのように園として取り組んでいるか、という部分に着目して

話を広げられたらと思う。 
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  ⇒天野副会長のもとに内閣府から SDGs 協会に加入している社会福祉法人が少ないから加入

してくれないかという打診があり加入した。SDGs の取り組みをすることも大事だが、内閣

府として SDGs協会への加入申請を行うことで、SDGsに取り組んでいる組織であるというこ

とを示すことを重要視しているようである。また実際に加入したからこそ、SDGsの 17GOALS

を達成出来るような施策をしないといけないという意識のもと、先述の内容のようなこと

を軸に今までやってきたことと、新たに取り組むことなどを 17GOALS に当てはめて紐付け

ていくようにしている。ある程度内容が固まったらホームページ上に情報発信しようと考

えている。 

   また、小学校で SDGsの授業がある。意外と大人より子供の方が知識を持っている。小さい

頃から意識を根付かせていくことが重要となっていくのだと思う。 

   企業などは SDGsの取り組みをしているということが一つのアピールとなっている。そこに

社会福祉法人も入ることで、社会全体として SDGs を推進していきたいという目的がある。 

 

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 残高試算表報告がなされた。（1 回目）資料２ 

  ・退会園について 

我孫子市：双葉保育園の説明がなされた。 

・私保連代表者会議の報告が天野副会長より以下の通りになされた。 

(天野副会長、茂呂会長の代理として出席) 

  R3 年度の事業報告として、コロナ禍の中ということもあり、研修参加費収益は大幅

減、WEB 研修委託費は大幅増。保険事業による収入が大幅増で黒字決算となっていた。 

  令和 4 年度予対として、処遇改善Ⅲ(9000 円補助)を 10 月以降の継続していくことを目

標としている。また、消費税収の内、まだ予算化されていない 0.3 兆円を保育に当て込む

ように要望していくとのこと。処遇改善の実現の観点から国が費用の見える化や、デジタ

ル活用を検討しているとのこと。今後どのようになるのか注視していきたい。 

  保険事業の増収に関して、「こどものほけん」が中心になっているが、幼稚園は 7 割の

加入に対し、保育園は 1 割になっている。もう少し保育園の加入者数を増やしていきたい

とのこと。 

  ⇒やくいんのほけんに関して、労使関係トラブルにおける訴訟等で、対法人だけでな

く、役員個人単位までカバー出来るオプションがついている。保険加入のひとつの参

考としてほしい。 

自然災害サポートシステムを近々稼働させるとのこと。天災に関する費用は自助 7 割／

共助 2 割／公助 1 割となっていて、国のサポートが極端に少なく、自助が多くを占めてい

る。園自身としてもしっかり備えが必要ではあるが園単体では規模小さい部分があるの

で、全私保連が自然災害サポートシステムにおいて情報共有を行ったり、災害も地域によ

ってさまざまに違ってくるため、相互に連絡を取り合うことによって助け合ったりするこ

とが出来る。実際に東日本大震災の時も振興会でも電話が不通になったり、停電や水が来

ないなどの被害状況のやり取りをしていたが、このシステムが導入されることで、災害時
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に欲しい情報が網羅された状態で入手することが出来るようになる。 

  ・全私保連調査部会議について説明がなされた。 

  ・署名とカンパ金の案内を例年通り各地域園にお願いする。署名の回収方法などを検討して

案内する。 

 

〇 研修委員会 

 ・研修要綱の内容に間違いがあった為、再度お詫びの手紙と一緒に訂正したものを再送した。 

・対面研修会が他団体主催の研修会と重なってるようで、現状集客が芳しくない。振興会以外

の保育園も研修を受け付けているので近隣園に対しても宣伝をお願いしたい。 

 

〇 広報委員会 

 ・なし 

 

〇 調査要望委員会 

 ・令和 5年度予算要望書について説明がなされた。資料３ 

   ⇒茂呂会長、熱田副会長、渡辺委員長、山田事務局長とで提出を予定している。 

  ・地域代表者会議について 

   現在のコロナ禍の開催は厳しいと考えている。 

  ・調査について 

   保育士の採用に関する調査を行いたいと考えている。就職フェスタの動向も併せて経営

研究委員会と一緒に報告を予定している。 

 

〇 経営研究委員会 

・就職フェスタについての開催報告がなされた。 

 開催まで日数が限られており養成校も夏休みに入る為、より効果的に集客出来るような宣

伝方法などがあればアイデアを頂きたい。 

 また、併せてブース出展園についても奮って参加出来るよう、振興会加盟園に対しても宣

伝を行っていく。※コロナ禍に於ける出展キャンセルに対して、コロナ理由によるキャンセ

ル料は掛からないなどの文言があると出展ハードルが下がるのでは？ 

・コロナ禍における就職フェスタの中止の判断基準 

 ⇒まん防の発出か。現状、医師会は第 7 波が到来しているが、通常の活動をして構わない

との発表をしているが、国などの機関の指示に基づいた方が良いのでは？ということを基

に委員会で話し合う。追って他のアイデアも頂きたい。 

・養成校との情報交換会について(6月 16日開催) 

 情報交換会の主題目は令和 3 年度の実習状況についてであり、各養成校と保育園、幼稚園

などとの情報交換や、現在の学生の状況など、情報交換会の内容の報告がなされた。 
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〇 保育者の集い委員会 

・第 1 回保育者の集い委員会開催の報告がなされた。 

 次回 7 月 21 日開催を予定。保育者の集い委員会の研修でやりたいことを各委員が考えて

くる。 

・保育者の集いの会場を確保が出来た。対面を目標に、コロナ感染状況を鑑みて開催形式を

再度考えていく。 

 

〇 青年部会 

・8月末開催を目指してマネジメント委員会による研修を企画中。 

 

〇 その他 

・理事会出席者による自己紹介や近況報告などの情報交換がなされた。 

 

 

次回開催日時場所確認 

日時：令和 4 年 9 月開催予定 

場所：未定 

 

 

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 

         緑が丘はぐみの杜保育園        大越 紀明   印 

 

            愛泉保育園           猪瀬 貴大   印 


