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令和 4 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 4 年 9 月 14 日（火）15：00 ～  

 

2. 場所 ： 山崎製パン企業年金会館（市川市） 

 

3. 出席者 

出席者（18 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） 

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）       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）         

利光 美亜子（四街道保育園）            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（11 名：敬称略） 

高橋 弘道（明照保育園）、村上 輝子（えどがわ南流山保育園）、大越 紀明（緑が丘はぐ

みの杜保育園）、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）、渡辺 信哉（愛光保育園）、猪瀬 貴大（愛泉保育園）、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】 

 まだまだコロナ禍ではありますが、このように対面で出来る事にワクワクしています。まだ

コロナがあるのでコロナに注意しながら、また活発な意見を出来るだけ短い時間のなかで会

を進めていきたいと考えているので、よろしくお願いします。 

 

5.【議長就任】 

天野 洋史副会長が任命され開会宣言がなされた。 

 

6.【定足数の確認】 

大越総務委員長欠席、代理として森田理事により「理事者総数 29 名中 18 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。 
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7.【資料確認】 

大越総務委員欠席、代理として森田理事より、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 4年 7月 12日開催の理事者会議議事録（事務局／総務） 資料１ 

・令和 4 年８月 31 日開催の第１回正副会長会議議事録 (事務局／総務)資料２ 

・「保育通信」の『風』の原稿依頼状（事務局／総務）資料３ 

・令和４年度保育者の集い企画書（保育者の集い）資料４ 

 

8. 【議事録作成】 

力丸優司（稔台保育園）が 9 月度議事録の作成担当とされた。 

 

9. 【議事録署名人】 

・議 長：天野 洋史（あすなろ保育園） 

・署名人：岩間 真佐代（弁天保育園）、菊地 美鈴（シーガル保育園） 

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. 本日の議題 

【審議及び協議事項】 

（審議事項） 

 ・保育ステップジャンプ（56号）の発行について            (広報委員会) 

９月中に入稿し、印刷。各園に発送できるのが１０月頭以降になると思われる。 

１０月配送予定のため次回理事会では間に合わない為、メールにて確認していただくので、

内容確認の上、訂正箇所等があれば連絡してほしい。 

昨年度と同様の委託（山下印刷で製本・封入・発送）で進めたいと考えている。発行に

関する費用については 120596円となる。 

→承認された。 

  

（協議事項） 

  ・本年度開催の保育者の集い分科会研修内容、講師選定について 資料 4  （保育者の集い） 

   保育者の集い開催に向け、会場や分科会内容の説明がなされた。前回の集いが行われた会

場から今回は浦安市民センターWAVE101 に変更することにより、会場経費を大幅に圧縮す

ることに成功（前回約１００万円→今回１０万８千円）。全体会のサプライズゲストの招待
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を予定。 

   ⇒前回の集いでは森田 前千葉県知事を招待した。昨年、熊谷 千葉県知事が新たに就任し

てから初めての保育者の集いとなる。千葉県の保育団体として県政に対し千葉県民間保

育振興会の存在感を示す意味でも熊谷知事を招待すべきと考える。 

茂呂会長より、熊谷知事へ依頼状を提出する。 

  

  ・私保連より依頼された「保育通信」の『風』原稿執筆について協議がなされ、事務局の中か

ら、原稿担当者を決定する。 

→後日、愛泉保育園の猪瀬理事の園にて引き受けて頂けることに決定。 

 

13. 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 

・関東ブロック会議について 令和 4年 9月 29日（木）会場：ウェスタ川越 

  ・署名、カンパ金について現状報告がなされた。 

   ・残高試算表について、猪瀬理事欠席により、次回理事会にて報告がなされるとの事。 

   ・全私保連、振興会会費納入状況について、全園より納入が確認された。 

・正副会長会議について報告がなされた。（資料 2） 

 

〇 研修委員会 

 ・研修報告 

7 月 22 日開催の ZOOM 研修において、PC の不良によるシステムトラブルが発生し、

グループワークが出来なくなった。 

１２月１５日四街道市で行われる研修会の参加者が少ないので、各地域の園に宣伝や参

加をお願いしたい。 

 

〇 広報委員会 

 ・なし 

 

〇 調査要望委員会 

 ・県への要望書提出について報告がなされた。 

  ・自民党議員の皆様へ要望書提出を９月２９日に行う。 

  ・調査について 

   保育士の採用に関する調査を行う。１０月頃アンケート配布を予定している。 

 

〇 経営研究委員会 

・就職フェスタの中止について、企画内容の反省や、委員会運営体制の改善を行っていく。 

・養成校と保育施設の情報交換会について、９月２２日の委員会会議にて内容を詰め、１０

月の理事会で審議をかける予定。 

・『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。



4 

 

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。理事会の園の求人案内・求

人票を次回 10月の理事会にて持参して頂きたい。(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 

・研修会実施 

  令和 4年 9月 28日(水) 市川教育会館多目的ホール 

  研修テーマ：地域に根付く保育園・認定こども園の運営について 

 

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

   ・幼稚園バスの置き去り事故に関して、厚労省より注意喚起を行うようにとの通達。 

また、各園に対し各自治体から園バスの安全管理についてアンケートが届いていると思う

が、それとは別に「幼児専用車ワーキンググループ」が国交省管轄の下に設置。保育三団

体より各 1 名ずつ委員を派遣し、今後の園バスに関する事故などの対策を取りまとめる。 

   ・保育士宿舎借上支援事業について、対象者の見直しがなされた。 

採用された日から加算し、8 年以内となる予定。負担は変わらず、国 1/2、市町村 1/4、

事業者 1/4。但し、概算要求の段階ではあるので、実施に関しては未定である。 

   ・ＩＣＴ化推進補助金について、システム導入費用の補助を受けてから一定期間が経過し

た施設を対象にシステム更新に掛かる費用の一部の補助を予定。（1 施設当たり 20 万円） 

令和５年度以降に実施、“一定期間”の定義やパソコンの買い替えも含むのかなどの詳細

は未定。 

・外国人の保護者・園児を預かる園についての補助拡充を検討。 

・ほいくのほけんについて。 

現在、ほいくのほけんのセットプランに加盟していると、園児が新型コロナに要請にな

り自宅待機になった場合、実際に入院していなくても入院したとみなし、1 日当たり 2～

3000 円のお見舞金が出ていたが、9 月 26 日をもって、実際に入院をしていないと給付金

が出なくなる。保険に加盟している園は保険内容の変更がある為、注意が必要。 

 

〇 その他 

   全私保連前会長 故小林公正氏を偲ぶ会が兵庫県神戸市にて行われる。 

茂呂会長、久居副会長と山田事務局長の 3 名で列席予定。 

 

次回開催日時場所確認 

日時：令和 4 年 10 月 12 日 15 時開催予定 

場所：浦安市 ＷＡＶＥ１０１ 
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以上をもち 天野 洋史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 

             あすなろ保育園          天野 洋史   印 

 

      議事録署名人 

            弁天保育園           岩間 真佐代  印 

 

           シーガル保育園          菊地 美鈴   印 


