
平 成 ２ ８ 年 度     

島 根 県 保 育 協 議 会 事 業 報 告（案） 
 

【概 要】 

 ●社会福祉法人制度改革等の動向を踏まえつつ、県内保育現場における人材確保、処遇改善、

さらにはそれぞれの地域の特性を踏まえた保育施策の充実に向けて、保育三団体の協働の

もとに陳情・要望活動を展開した。 

 

 ●本会研修計画に基づき各種研修に着実に取り組んだ。特に子ども・子育て支援新制度や社

会福祉法人制度改革への円滑な対応に資するよう、島根県社会福祉法人経営者協議会との

共催によるセミナーを開催するとともに、引き続き隠岐地区における研修会を開催するな

ど、保育の質の一層の向上のための取り組みを進めた。 

 

 ●保育士の確保とその定着が全県的な課題となる中で、島根県社会福祉協議会との協働によ

り、新人保育士の職場定着を促進する「エルダー制度普及推進モデル事業」に取り組むと

ともに、県内中学生・高校生の保育体験学習の質を一層高めていくため、「保育のお仕事

体験受入れの手引き」を作成し、その普及・啓発・活用に向けた取り組みを推進した。 

 

 ●会報「保育協議会だより」「てつなぎ」「しょくいく」「予対通報」の発行や本会ホームページ

の内容の充実を図ることにより、広く地域社会に情報を発信した。 

 

 

Ⅰ．会議の開催          

 １．総会の開催 

  〔期 日〕平成 28 年 6 月 3日（金）  

〔会 場〕松江市『県松江合同庁舎』 

  〔出席者〕242 名（委任状 73 名含む） 

  〔内 容〕 

(1)議事 

第 1号議案 理事の補充・選任について 

第 2号議案 平成 27 年度事業報告（案）および決算（案）について 

第 3号議案 平成 28 年度事業計画（案）および予算（案）について 

第 4号議案 島根県保育協議会会則の一部改正について 

第 5号議案 島根県保育協議会会費規程の一部改正について 

    (2)報告事項 

       ①島根県保育協議会研修会派遣並びに助成についての内規の改正について 

       ②島根県保育協議会主催研修会の会員外保育所（園）の参加について 

       ③その他 

(3)講演 

   「今、島根がおもしろい」～出雲・石見・隠岐の昔・今～ 

  ＮＰＯ法人 出雲学研究所 理事長 藤岡 大拙氏 



 

 ２．理事会の開催 

  ◇第 1回 

〔期 日〕平成 28 年 5 月 24 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕14 名  

〔議 事〕 

第 1号議案 平成 27 年度事業報告（案）および決算（案）について 

〔協議事項〕 

(1)第 60 回島根県保育研究大会について 

(2)平成 28 年度総会について 

〔報告事項〕 

全国保育協議会保育人材養成会議への派遣について 

〔確認事項〕 

  (1)理事の補充・選任について 

  (2)島根県保育協議会会則の一部改正について 

  (3)島根県保育協議会会費規程の一部改正について 

  (4)島根県保育協議会研修派遣並びに助成についての内規の改正について 

  (5)島根県保育協議会主催研修会の会員外保育所（園）の参加について 

〔その他〕 

(1)「オールしまねの地域公益活動（仮称）」について 

(2)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 28 年 9 月 12 日（月）  

〔会 場〕浜田市『いわみーる』  

〔出席者〕14 名  

   〔協議事項〕 

(1)第 60 回島根県保育研究大会について 

(2)平成 29 年度全国保育研究大会（中国地区保育研究大会）の提案発表について 

(3)全国保育士会研究大会の研究発表について 

(4)島根県保育協議会主催研修会への会員外保育所（園）の参加について 

〔報告事項〕 

平成 28 年度保育三団体要望活動について 

 

◇第 3回   

〔期 日〕平成 29 年 3 月 21 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕14 名  

〔議 事〕 

第 1号議案 平成 28 年度補正予算（案）について 

第 2号議案 平成 29 年度事業計画（案）について 

第 3号議案 平成 29 年度予算（案）について 

〔報告事項〕 

  (1)平成 28 年度人材育成プロジェクト活動について 

  (2)第 60 回島根県保育研究大会について 

 



 

〔協議事項〕 

  (1)平成 29 年度島根県保育協議会研修事業等について 

  (2)島根県保育協議会主催研修会の会員外保育所（園）の参加について 

〔確認事項〕 

  (1)平成 29 年度・平成 30 年度各部会正副部会長の選出について 

  (2)今後のスケジュールについて 

 

３．正副会長会の開催 

◇第１回 

〔期 日〕平成 28 年 5 月 17 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕5名 

〔協議事項〕 

(1)平成 27 年度事業報告（案）について 

(2)平成 27 年度一般会計および特別会計決算（案）について 

(3)第 60 回島根県保育研究大会について 

(4)平成 28 年度総会について 

〔報告事項〕 

全国保育協議会保育人材養成会議への派遣について 

〔確認事項〕 

(1)理事の補充・選任について 

(2)島根県保育協議会会則の一部改正について 

(3)島根県保育協議会会費規程の一部改正について 

(4)島根県保育協議会研修派遣並びに助成についての内規の改正について 

(5)島根県保育協議会主催研修会の会員外保育所（園）の参加について 

〔その他〕 

  今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 29 年 3 月 10 日（金）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕5名 

〔協議事項〕 

(1)平成 28 年度補正予算（案）について 

(2)平成 29 年度事業計画（案）について 

(3)平成 29 年度予算（案）について 

(4)平成 29 年度島根県保育協議会研修事業等について 

〔確認事項〕 

平成 29 年度・平成 30 年度各部会正副部会長の選出について 

〔その他〕 

今後のスケジュールについて 

 

 

 

 

 



４．監査会の開催 

   〔期 日〕平成 28 年 5 月 11 日（水）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔監査事項〕 

(1)平成 27 年度事業監査    

(2)平成 27 年度会計監査 

 

 

Ⅱ．専門委員会活動         

〔総務広報委員会〕 

１．委員会の開催 

◇第 1回  

〔期 日〕平成 28 年 5 月 10 日（火）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕3名 

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度総会について 

(2)保育協議会だよりの発行計画について 

(3)地域公益事業・活動の取組状況調査について 

(4)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 28 年 9 月 12 日（月） 

〔会 場〕浜田市『いわみーる』  

〔出席者〕4名 

〔内 容〕 

(1)保育協議会だより第 55 号について 

(2)第 60 回島根県保育研究大会永年勤続表彰について 

(3)今後のスケジュールについて 

 

２．「保育協議会だより」の発行   各 4,500 部 

   №55 号 平成 28 年 10 月 31 日 

〔内容〕○中国地区保育研究大会に参加して 

○大豆生田先生に所（園）長についてお聞きしました 

○平成 28 年度「保育所長研修会」を開催しました 

○エルダー制度をご存知ですか？ 

○編集後記 

№56 号 平成 29 年 1 月 15 日 

〔内容〕○第 60 回島根県保育研究大会特集 

○第 61 回島根県保育研究大会ご案内 

○平成 28 年度「保育所職員研修会」を開催しました 

        ○編集後記 

 

 



 

№57 号 平成 29 年 3 月 31 日（カラー） 

〔内容〕○任期二年を振り返って（山口会長） 

○理事任期を振り返って（各理事） 

○保育のお仕事体験について 

○エルダー制度について 

○平成 29 年度大会・研修会一覧 

        ○編集後記 

 

３．ホームページの充実・強化 

 

〔研修委員会〕          

１．委員会の開催 

 ◇第 1回 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 11 日（月）  

〔会 場〕大田市『大田市民会館』 

〔出席者〕3名 

  〔内 容〕 

(1)第 60 回島根県保育研究大会について 

(2)平成 28 年度保育所職員研修会について 

(3)平成 28 年度保育者スキルアップ研修会について 

(4)子ども・子育て支援新制度関係研修会について 

(5)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 29 年 1 月 13 日（金）  

〔会 場〕大田市『あすてらす』 

〔出席者〕5名 

〔内 容〕 

     (1)平成 28 年度研修委員会活動について 

     (2)平成 29 年度研修事業（案）について 

     (3)今後のスケジュールについて 

 

２．第 60 回島根県保育研究大会の開催 

  (1)開催地首長等挨拶 

〔期 日〕平成 28 年 10 月 27 日（木） 

〔場 所〕浜田市役所、浜田市社会福祉協議会 

〔出席者〕会長、実行委員、事務局 

 

   (2)大会の開催 

〔期 日〕平成 28 年 11 月 5 日（土） 

   〔会 場〕浜田市 『石央文化ホール』 

   〔参加者〕486 名 

〔内 容〕 

○研究発表 

  研究発表全体講評講師：島根大学大学院 教授 肥後 功一氏 



○分科会 

・第１分科会：出雲市保育協議会（215 名） 

        テーマ：『心豊かな子どもの育ちを願って』 

～一人一人の子どもの心に寄り添った保護者の援助のあり方を探る～ 

助言者：島根大学大学院 教授 原 広治氏 

・第２分科会：かのあし保育協議会（98 名） 

  テーマ：『楽しく体を動かす子をめざして』 

～発達の道筋に沿った遊びの充実を図るための保育の工夫～ 

助言者：松江市発達・教育支援センター 指導主事 吉野 晃子氏 

・第３分科会：雲南保育協議会（97 名） 

        テーマ：『食べたい』の心を育てたい 

              ～子どもの「食」を支えていく連携～ 

助言者：雲南保健所 健康づくり係長 松本 惠利子氏 

      ・人材育成分科会（31 名） 

        テーマ：『チームビルディングにおけるリーダーの役割』 

        提案者：人材育成プロジェクトメンバー 

・事務分科会（30 名） 

        テーマ：『事務職員の知識・スキル・モチベーションの向上をめざして』 

        提案者：浜田市保育連盟事務部会 

○記念講演 

テーマ：『子どもの命を巡る大人の責任～戦場とここと～』 

講 師：フォトジャーナリスト 豊田 直巳氏 

 

３．保育者スキルアップ研修会の開催 

＜隠岐会場＞ 

〔期 日〕平成 28 年 8 月 27 日（土）  

〔会 場〕隠岐の島町『総合学習センター体育館』 

〔参加者〕49 名（会員 44 名、会員外 5名） 

〔内 容〕講義・実技：『遊びの提案』 

        講師：ＮＰＯ法人 あそび環境Ｍｕｓｅｕｍ アフタフ・バーバン 

                                       専任スタッフ 平川 恭子氏 

＜大田会場＞ 

〔期 日〕平成 28 年 9 月 30 日（金）  

〔会 場〕大田市『あすてらす』  

〔参加者〕40 名 

〔内 容〕講義・実技：『遊びの提案』 

        講師：ＮＰＯ法人 あそび環境Ｍｕｓｅｕｍ アフタフ・バーバン 

                                          代表 北島 尚志氏 

 

４．保育所職員研修会の開催 

〔期 日〕平成 28 年 9 月 3日（土）  

〔会 場〕出雲市『出雲市民会館』 

〔参加者〕153 名 

〔内 容〕講義：『保育リスクマネジメント』 

講師：大阪府立大学 地域保健学域教育福祉学類長 関川 芳孝氏 

 

 



５．子ども・子育て支援新制度関係研修会の開催 

＜松江会場＞ 

〔期 日〕平成 28 年 10 月 31 日（月）  

〔会 場〕松江市『島根県民会館』 

〔参加者〕75 名 

〔内 容〕講義：『子ども・子育て支援新制度をはじめとした制度改正の動向と 

これからの法人・施設経営を考える』 

講師：全国社会福祉法人経営者協議会保育事業経営委員長 宮田 裕司氏 

（社会福祉法人堺暁福祉会 理事） 

＜浜田会場＞ 

〔期 日〕平成 28 年 11 月 1 日（火）  

〔会 場〕浜田市『浜田ステーションホテル』 

〔参加者〕42 名 

〔内 容〕講義：『子ども・子育て支援新制度をはじめとした制度改正の動向と 

これからの法人・施設経営を考える』 

講師：全国社会福祉法人経営者協議会保育事業経営委員長 宮田 裕司氏 

（社会福祉法人堺暁福祉会 理事） 

 

〔予算対策委員会〕 

１．委員会等の開催 

◇第 1回  

〔期 日〕平成 28 年 6 月 21 日（金）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕4名 

   〔内 容〕 

(1)平成 28 年度予算対策委員会活動について 

(2)陳情・要望事項について 

(3)今後のスケジュール 

 

◇第 2回 

〔期 日〕平成 29 年 2 月 7日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕2名 

   〔内 容〕 

(1)平成 28 年度事業報告について  

   (2)平成 28 年度予対通報について 

 

２．保育三団体協働活動 

（１）島根県保育三団体代表者会議の開催  

〔期 日〕平成 28 年 7 月 25 日（月）  

〔会 場〕益田市『益田市総合福祉センター』 

〔出席者〕12 名（県保協 3名、日保協 7名、私保連 2名） 

〔内 容〕 

①要望項目の取りまとめについて 

②陳情に向けての今後のスケジュールについて 

 



（２）県子ども・子育て支援課との意見交換会 

〔期 日〕平成 28 年 8 月 31 日（水)  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕17 名（県保協 3名、日保協 4名、私保連 3名） 

〔内 容〕 

(1)要望内容について 

(2)今後のスケジュールについて 

 

（３）島根県保育振興議員連盟総会への出席  

〔期 日〕平成 28 年 9 月 15 日（木)  

〔会 場〕松江市『議事堂別館』 

〔出席者〕9名（県保協 4名、日保協 2名、私保連 3名） 

 

（４）保育振興懇談会 

〔期 日〕平成 28 年 9 月 15 日（木)  

〔会 場〕松江市『サンラポーむらくも』 

〔出席者〕12 名（県保協 5名、日保協 3名、私保連 4名） 

 

（５）陳情行動  

〔期 日〕平成 28 年 10 月 5 日（水） 

〔出席者〕10 名（県保協 4名、日保協 5名、私保連 1名） 

〔陳情内容〕 

    国に対する要望 

①安定的な財源を基にした、処遇改善の継続、保障について 

②新制度における地域子ども・子育て支援事業に係る補助制度の見直しについて 

県に対する要望 

①小規模保育所への安定した補助について 

②県西部地域における保育士の確保について 

③認可外保育所の指導について 

〔陳情先〕 

・島根県知事・島根県議会議長 

・島根県健康福祉部長・健康福祉部次長・子ども・子育て支援課長 

 

３．「予対通報」第 11 号の発行  年１回 400 部 

第 11 号 平成 29 年 3 月 31 日 

〔内  容〕○社会福祉法人改革と保育・教育の目標を考える 

○保育所職員の処遇改善から感じること 

○陳情・要望活動について 

 

４．予対活動・保育所問題対応協力金カンパへの協力 

 

 

 

 

 



Ⅲ．部 会 活 動         

〔公立施設長部会〕 

１．部会の開催  

〔期 日〕平成 28 年 5 月 12 日（木）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕6名 

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度部会活動について 

(2)平成 28 年度保育所長研修会について 

(3)情報交換 

 

２．公立・私立施設長部会合同正副部会長会の開催 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 1日（金）  

〔会 場〕出雲市『ホテルニューウェルシティ出雲』  

〔出席者〕3名 

〔内 容〕保育所長研修会事前打合せ 

 

３．保育所長研修会の開催 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 28 日（木）  

〔会 場〕出雲市『ホテルニューウェルシティ出雲』 

〔参加者〕190 名 

〔内 容〕講義：『保育所に求められる保護者支援・家庭支援』 

 講師：玉川大学大学院 教授 大豆生田 啓友氏 

行政説明：島根県子ども・子育て支援課 課長 河原 賢氏 

 

〔私立施設長部会〕 

１．部会の開催   

〔期 日〕平成 28 年 5 月 12 日（木）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕6名 

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度部会活動について 

(2)平成 28 年度保育所長研修会について 

(3)情報交換 

 

２．公立・私立施設長部会合同正副部会長会の開催（再掲） 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 1日（金）  

〔会 場〕出雲市『ホテルニューウェルシティ出雲』  

〔出席者〕3名 

〔内 容〕保育所長研修会事前打合せ 

 

 

 



 ３．保育所長研修会の開催（再掲） 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 28 日（木）  

〔会 場〕出雲市『ホテルニューウェルシティ出雲』 

〔参加者〕190 名 

〔内 容〕講義：『保育所に求められる保護者支援・家庭支援』 

 講師：玉川大学大学院 教授 大豆生田 啓友氏 

行政説明：島根県子ども・子育て支援課 課長 河原 賢氏 

 

〔保育士部会〕 

 １．部会の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 28 年 5 月 6日（金）  

〔会 場〕大田市『大田市民会館』 

〔出席者〕9名 

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度保育士部会活動について 

   (2)平成 28 年度専門委員会活動について 

   (3)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 29 年 1 月 6日（金）   

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕9名 

   〔内 容〕 

(1)平成 28 年度事業報告について 

     (2)平成 29 年度事業計画（案）について 

     (3)主任保育士・主幹保育教諭研修（仮称）の創設について 

     (4)全国保育士会活動について 

     (5)平成 28 年度中国ブロック保育士会リーダーセミナーについて 

         (6)平成 29 年度～平成 30 年度保育士部会正副部会長について 

         (7)保育士の負担軽減に向けた取組についての県担当者との意見交換 

 

２．委員会活動 

〈総務研修委員会〉 

(1)保育者のつどいの開催 

    〔期 日〕平成 28 年 6 月 18 日（土） 

〔会 場〕大田市『大田市民会館』 

    〔参加者〕455 名 

〔内 容〕講演：『愛着関係と子どもの自律』 

       講師：子どもとことば研究会 代表 今井 和子氏 

（元立教女学院短期大学 教授） 

 

(2)各種研修会への実施協力（各 2名） 

  ◇保育所職員研修会（再掲） 

◇保育者スキルアップ研修会（大田会場）（再掲）   



〈調査編集委員会〉 

(1)委員会の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 28 年 7 月 26 日（火）  

〔会 場〕大田市『あすてらす』  

〔出席者〕4名 

〔内 容〕(1)「てつなぎ」№76 の編集について 

      

◇第 2回   

〔期 日〕平成 28 年 12 月 7 日（水） 

〔会 場〕大田市『あすてらす』  

〔出席者〕4名 

〔内 容〕(1)「てつなぎ」№77 号の編集について 

 

◇第 3回   

〔期 日〕平成 29 年 1 月 6日（水） 

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕4名 

〔内 容〕(1)「てつなぎ」№77 号の編集について 

 

(2)『てつなぎ』の発行   各 4,500 部 

◇№76 号 平成 28 年 10 月 15 日 

〔内 容〕 ○ごあいさつ（保育士部会長） 

         ○保育者のつどいから 

        ○保育所におけるエルダー制度の導入について 

         ○ＨＯＴホッと（みんなの声を見て！聞いて！） 

 ◇№77 号 平成 29 年 2 月 15 日  

〔内 容〕 ○ごあいさつ（保育士部会長） 

○地域に根ざした子育て支援・地域とのかかわり 

（松江市保育研究会、益田市保育研究会、かのあし保育協議会） 

       ○人材育成プロジェクトの活動報告と今後の課題 

      ○任期を終えて（各部員） 

○ＨＯＴホッと（みんなの声を見て！聞いて！） 

 

〔調理担当者部会〕 

 １．部会の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 28 年 5 月 6日（金） 

〔会 場〕大田市『あすてらす』  

〔出席者〕9名 

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度部会活動について 

(2)今後のスケジュールについて 

 



◇第 2回   

〔期 日〕平成 29 年 1 月 6日（金）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕8名 

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度事業報告について             

(2)平成 29 年度事業計画（案）について 

(3)平成 29 年度～平成 30 年度調理担当者部会正副部会長について 

 

２．しょくいく編集委員会の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 28 年 8 月 17 日（水）  

〔会 場〕浜田市『浜田市総合福祉センター』  

〔出席者〕5名 

〔内 容〕(1)「しょくいく」№48 号の編集について 

(2)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 28 年 12 月 2 日（金）  

〔会 場〕出雲市『パルメイト出雲』  

〔出席者〕4名 

〔内 容〕(1)「しょくいく」№49 号の編集について 

      (2)今後のスケジュールについて 

 

３．『しょくいく』の発行    各 4,500 部 

◇№46 号 平成 28 年 10 月 15 日 

〔内 容〕○平成 28 年度全国保育士会食育推進研修会に参加しました 

      ○おにぎりを食べよう！～朝食に！お弁当に！おやつに！～ 

      ○今や他人ごとではない災害時の食の備え～災害に備えてふだんからできること～ 

      ○児童福祉施設調理担当者研修会報告 

◇№47 号 平成 29 年 2 月 15 日  

〔内 容〕○5・6月の行事食～アイディア紹介～ 

○ほっこり つぶやきタイム 

       ○保護者のお悩みＱ＆Ａ 

       ○任期を終えて（各部員） 

 

４．児童福祉施設調理担当者研修会打合せ会の開催 

    〔期 日〕平成 28 年 7 月 8日（金）  

〔会 場〕江津市『江津市総合市民センター』 

    〔出席者〕8名     

〔内 容〕児童福祉施設調理担当者研修会最終打合せ 

 

 

 

 



５．児童福祉施設調理担当者研修会の開催 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 9日（土）  

〔会 場〕江津市『江津市総合市民センター』 

    〔参加者〕197 名     

〔内 容〕講義：「自園調理の優位性 保育所における食育の重要性」 

     講師：東京家政学院大学 教授 酒井 治子氏 

    行政説明：島根県県央保健所 主幹 福屋 由紀子氏 

 

〔人材育成プロジェクト活動〕 

１．会議の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 28 年 4 月 12 日（火） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕9名  

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度人材育成プロジェクト活動について 

(2)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回 

〔期 日〕平成 28 年 6 月 8日（水） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕8名  

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度人材育成ミーティング（前期・後期）について 

(2)第 60 回島根県保育研究大会人材育成分科会について 

(3)人口減少地域における保育所の社会的役割に関する考察について 

(4)今後のスケジュールについて 

 

◇第 3回 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 25 日（月） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕8名  

〔内 容〕 

(1)海士町に学ぶ～地域づくり・ひとづくり～ 

  講師：(株)巡の環 岡部 有美子氏 

(2)海士町における福祉の魅力づくりと実践について～島と福祉と～ 

  講師：海士町社会福祉協議会 事務局長 片桐 一彦氏 

 

◇第 4回 

〔期 日〕平成 28 年 10 月 11 日（火） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕9名  

〔内 容〕 

(1)第 60 回島根県保育研究大会人材育成分科会について 



(2)平成 28 年度人材育成ミーティング（後期）ついて 

(3)今後のスケジュールについて 

 

◇第 5回 

〔期 日〕平成 29 年 1 月 17 日（火） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕9名  

〔内 容〕 

(1)平成 28 年度人材育成プロジェクト活動について 

(2)平成 29 年度人材育成プロジェクト活動について 

(2)今後のスケジュールについて 

 

２．平成 28 年度人材育成ミーティング  

テーマ：「園内の課題解決のためにチームビルディングの考え方を学んでみませんか」 

講 師：(株)アソビジ 代表取締役 中川 綾氏 

＜前期＞ 

〔期 日〕平成 28 年 6 月 30 日（木） 

〔会 場〕大田市『あすてらす』 

〔参加者〕40 名  

＜後期＞ 

〔期 日〕平成 28 年 12 月 13 日（火） 

〔会 場〕大田市『あすてらす』 

〔参加者〕38 名  

 

３．第 60 回島根県保育研究大会 人材育成分科会 の運営（再掲） 

〔期 日〕平成 28 年 11 月 5 日（土） 

〔会 場〕浜田市『石央文化ホール』 

〔出席者〕31 名 

〔内 容〕『チームビルディングにおけるリーダーの役割』 

 

４．平成 28 年度保育人材養成会議への派遣 

  派遣者：浜田市 おぐに保育園 園長 山﨑 央輝（人材育成プロジェクトメンバー） 

◇第 1回 

〔期 日〕平成 28 年 8 月 23 日（火） 

〔会 場〕東京『一般財団法人商工会館』 

◇第 2回 

〔期 日〕平成 28 年 12 月 19 日（月）～20 日（火） 

〔会 場〕東京『尚友会館』 

◇第 3回 

〔期 日〕平成 29 年 2 月 2日（木） 

 〔会 場〕東京『全日通霞が関ビル』 

 

 

 

 



Ⅳ．派遣事業 

１．第 60 回全国保育研究大会  

〔期 日〕平成 28 年 10 月 12 日（水）～14 日（金） 

   〔会 場〕徳島市『アスティとくしま』 

   〔派遣者〕2名（会長、事務局） 

 

２．第 62 回中国地区保育研究大会 

   〔期 日〕平成 28 年 7 月 14 日（木）～15 日（金） 

〔会 場〕岡山市『岡山市民会館』 

   〔派遣者〕9名（会長、副会長、保育士部会長、分科会司会者、分科会発表者、事務局） 

〔発表者〕 

第 2分科会：配慮を必要とする子どもや家庭への支援にむけて 

 テーマ：気になる子どもへのよりよい支援をめざして 

～主任として子ども・保護者・保育者をつなげていくためには～ 

   発表者：松江市保育研究会 主任会 

 

３．第 50 回全国保育士会研究大会  

〔期 日〕平成 28 年 11 月 17 日（木）～18 日（金） 

   〔会 場〕神戸市「神戸ポートピアホテル」 

   〔派遣者〕6名（副会長、第 51 回全国保育士会研究大会研究発表関係者） 

 

４．全国保育士会 食育推進研修会 

〔期 日〕平成 28 年 8 月 3日（水）～4日（木） 

   〔会 場〕東京「全保協 会議室」 

   〔派遣者〕1名（調理担当者部会長） 

 

５．平成 28 年度保育人材養成会議（再掲） 

第 1 回〔期 日〕平成 28 年 8 月 23 日（火） 

〔会 場〕東京『一般財団法人商工会館』 

〔派遣者〕1名（人材育成プロジェクトメンバー） 

第 2回〔期 日〕平成 28 年 12 月 19 日（月）～20 日（火） 

〔会 場〕東京『尚友会館』 

〔派遣者〕同上 

第 3回〔期 日〕平成 29 年 2 月 2日（木） 

   〔会 場〕東京『全日通霞が関ビル』 

〔派遣者〕同上 

 

 

 

 



６．平成 28 年度中国地区保育協議会 人材養成研修会 

〔期 日〕平成 28 年 10 月 24 日（月） 

〔会 場〕広島市「ＡＮＡクラウンプラザホテル広島」  

〔派遣者〕4名（会長、副会長、保育士部会長、事務局） 

〔内 容〕 

講義：「社会福祉法人改革について」 

講師：一般財団法人総合福祉研究会 事務局長 松本 和也氏 

 

7．第 60 回島根県保育研究大会（再掲） 

〔期 日〕平成 28 年 11 月 5 日（土） 

   〔会 場〕浜田市「石央文化ホール」 

   〔派遣者〕21 名（分科会司会者・幹事、人材分科会関係者、研究発表関係者） 

 

8．コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修会 

〔期 日〕平成 29 年 2 月 2日（木）～3日（金） 

   〔会 場〕松江市「島根県民会館」 

   〔派遣者〕2名 

 

 

Ⅴ．各種会議への出席 

１．全国会議 

(1)全国保育協議会協議員総会 

◇第 1回 

    〔期 日〕平成 28 年 5 月 13 日（金） 

    〔会 場〕東京『全社協 灘尾ホール』 

    〔出席者〕1名（会長） 

◇第 2回 

    〔期 日〕平成 29 年 3 月 13 日（月） 

    〔会 場〕東京『全社協 灘尾ホール』 

    〔出席者〕3名（副会長、公立施設長部会長、事務局） 

 

(2)全国保育協議会・公立保育所懇談会 

    〔期 日〕平成 29 年 3 月 13 日（月） 

    〔会 場〕東京『全社協 会議室』 

    〔出席者〕1名（公立施設長部会長） 

 

(3)全国保育組織正副会長等会議  

〔期 日〕平成 28 年 12 月 8 日（木）～9日（金） 

    〔会 場〕東京『全社協 灘尾ホール』他 

    〔出席者〕3名（会長、副会長、事務局） 

 



(4)全国保育士会委員総会  

〔期 日〕平成 28 年 5 月 12 日（木） 

    〔会 場〕東京『全社協 会議室』 

    〔出席者〕1名（保育士部会長） 

 

(5)全国保育士会 研修部会 

◇第 1回  

〔期 日〕平成 28 年 7 月 11 日（月） 

    〔会 場〕東京『全社協 会議室』 

    〔出席者〕1名（保育士部会長） 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 28 年 9 月 13 日（火） 

〔会 場〕東京『全社協会議室』 

    〔出席者〕1名（保育士部会長） 

◇第 3回  

〔期 日〕平成 28 年 12 月 7 日（水） 

    〔会 場〕東京『全社協会議室』 

    〔出席者〕1名（保育士部会長） 

◇第 4回  

〔期 日〕平成 29 年 2 月 7日（火） 

    〔会 場〕横浜市『新横浜プリンスホテル』 

    〔出席者〕1名（保育士部会長） 

 

２．中国地区会議 

(1)中国地区保育組織代表者会議 

〔期 日〕平成 28 年 5 月 13 日（金） 

〔会 場〕東京「山口県東京営業本部」  

  〔出席者〕1名（会長） 

 

(2)中国地区保育組織正副会長等会議保育士会長等会議 

◇第 1回 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 13 日（水） 

〔会 場〕岡山市「ホテルグランヴィア岡山」  

    〔出席者〕6名（会長、副会長、保育士部会長、事務局） 

◇第 2回 

〔期 日〕平成 28 年 10 月 24 日（月） 

〔会 場〕広島市「ＡＮＡクラウンプラザホテル広島」  

〔出席者〕4名（会長、副会長、保育士部会長、事務局） 

◇第 3回 

〔期 日〕平成 29 年 2 月 16 日（木） 

〔会 場〕鳥取市「ホテルモナーク鳥取」  

〔出席者〕5名（会長、副会長、保育士部会長、事務局） 

 

 



(3)第 62 回中国地区保育研究大会打合会 

〔期 日〕平成 28 年 7 月 13 日（金） 

〔会 場〕岡山市「ホテルグランヴィア岡山」 

    〔出席者〕6名（会長、副会長、保育士部会長、事務局） 

 

(4)第 63 回中国地区保育研究大会打合会 

〔期 日〕平成 29 年 2 月 16 日（木） 

    〔会 場〕鳥取市「ホテルモナーク鳥取」 

〔出席者〕5名（会長、副会長、保育士部会長、事務局） 

 

３．「保育の就職支援プロジェクト（ＨＵＧ！くむプロジェクト）会議」への参画 

◇第 1回 

〔期 日〕平成 28 年 8 月 25 日（木） 

    〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

    〔出席者〕4名（会員施設代表者、事務局） 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 28 年 12 月 20 日（火） 

    〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

    〔出席者〕4名（会員施設代表者、事務局） 

◇第 3回  

〔期 日〕平成 29 年 3 月 7日（火） 

    〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

    〔出席者〕4名（会員施設代表者、事務局） 

 

４．その他諸会議への出席 

①島根県社会福祉協議会理事会  ②青少年育成島根県民会議 

③島根県社会福祉審議会  ④県内各界の意見等を聴く会 

⑤しまねのふるまい推進連絡協議会 

⑥親学プログラムの開発と地域人材の育成事業推進委員会 

⑦島根県男女共同参画社会形成促進会議  ⑧島根県防災会議  ⑨しまね女性会議  

⑩島根県交通安全対策協議会  ⑪島根県福祉サービス第三者評価推進委員会  

⑫島根県食育・食の安全推進協議会  ⑬島根県社会福祉団体連絡協議会 

⑭島根県保育所（園）・幼稚園造形教育研究会  

⑮島根県子ども読書活動推進会議  ⑯島根県社会福祉施設経営指導連絡協議会   

⑰島根県麻しん風しん対策会議  ⑱島根県福祉人材センター運営委員会  

⑲島根県民間福祉事業従事者互助会運営委員会  ⑳退職共済会運営委員会   

㉑島根県人権教育研究大会  ㉒島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 

㉓島根県福祉・介護人材確保対策ネットワーク会議  ㉔生涯学習推進施設運営委員会   

㉕島根県立青少年の家運営委員会  ㉖しまね災害福祉広域支援ネットワーク会議 

㉗健康長寿しまね推進会議  ㉘県内社会福祉法人の連携推進を考える懇談会 

㉙しまね働く女性きらめき応援会議 


