
 

平 成 ２ ４ 年 度     

島 根 県 保 育 協 議 会 事 業 報 告  
 

 

【概 要】 

○保育制度の発展・拡充のため、予算対策委員会を中心として保育三団体の協働のもとに、国に

対しては「安心こども基金の継続」を含め 4 項目、島根県に対しては「保育士確保に向けた職

員処遇の改善」を含め 2 項目についてそれぞれ陳情・要望活動を行った。 

また、「子ども・子育て支援新制度」に対しては、全国保育協議会として「保育人材確保策の

充実と処遇改善の最優先化」を含め 6項目の意見・要望活動を行った。 

 

○本会財務基盤の基礎をなす会費については、より公平性・公正性ある負担の仕組みづくりが求

められることから、この検討のため「県保協会費のあり方に関する検討委員会」を設置開催し、

その答申を得た。 

 

○本会研修体系にそって各種研修に着実に取り組むとともに、広く地域福祉を担う保育士の養成

を目的として、ソーシャルワーク研修会修了者を県社協主催の「コミュニティソーシャルワー

ク実践者養成研修会」に派遣した。 

 

○平成 25 年度に本県で開催する「第 59 回中国地区保育研究大会」に向けて実行委員会を組織し、

その準備に努めた。 

 

 

Ⅰ．会議の開催          

 １．総会の開催 

  〔期 日〕平成 24 年 6 月 7日（木）  

〔会 場〕松江市『松江合同庁舎』 

  〔出席者〕 184 名、委任状 66 名 

  〔内 容〕 

(1)議事 

第 1号議案 平成 23 年度事業報告（案）及び決算（案）について 

第 2号議案 平成 24 年度事業計画（案）及び予算（案）について 

第 3号議案 会則の一部改正について 

第 4号議案 規則の一部改正について 

第 5号議案 「子ども・子育て新システム」について 

(2)基調講演  

講師：島根県保育協議会 会長 中山 哲夫 

 

 

 

 



 ２．理事会の開催 

  ◇第 1回   

〔期 日〕平成 24 年 5 月 24 日（木）  

〔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 23 年度事業報告（案）及び決算（案）について 

第 2号議案 平成 24 年度一般会計補正予算（案）について 

  〔協議事項〕 

(1)会費の見直しについて 

(2)平成 24 年度総会について 

 ①議長及び署名人の選任について 

 ②当日の日程及び役割分担（案）について 

(3)年度当初における補正予算について 

(4)「子ども・子育て新システム」決議文について 

〔確認事項〕 

(1)会則の一部改正について（平成 23 年度第 2回理事会において議決） 

(2)規約の一部改正について（平成 23 年度第 4回理事会において議決） 

〔報告事項〕 

(1)全保協平成 25 年度～27 年度全国共通研究テーマについて 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 24 年 9 月 18 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕11 名  

   〔協議事項〕 

(1)第 59 回中国地区保育研究大会に伴う臨時職員の雇用について 

(2)第 57 回島根県保育研究大会について 

(3)島根県保育協議会表彰規程について 

(4)人材育成プロジェクトの今後について 

        〔報告事項〕 

(1)会費のあり方に関する検討委員会について 

(2)保育三団体要望活動について 

        〔その他〕 

(1)「保育の個別計画」講師養成研修会の開催について 

(2)今後のスケジュールについて 

 

◇第 3回   

〔期 日〕平成 25 年 3 月 11 日（月）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕13 名  

〔議 事〕 

第 1号議案 平成 24 年度補正予算（案）について 

第 2号議案 平成 25 年度事業計画（案）について 

第 3号議案 平成 25 年度予算（案）について 

第 4号議案 「島根県保育協議会会費規程」及び「島根県保育協議会会費減免取扱い要

領」の改正について 



〔協議事項〕 

(1)会費のあり方に関する答申について 

(2)ブロック再編について 

(3)人材育成プロジェクトについて 

〔その他〕 

(1)第 59 回中国地区保育研究大会開催要綱（案）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 24 年 5 月 17 日（木）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕4名 

〔協議事項〕 

(1)平成 23 年度事業報告について 

(2)平成 23 年度一般会計及び特別会計決算について 

(3)平成 24 年度一般会計補正予算（案）について 

(4)会費の見直しについて 

〔確認事項〕 

(1)会則の一部改正について（平成 23 年度第 2回理事会において議決） 

(2)規約の一部改正について（平成 23 年度第 4回理事会において議決） 

〔報告事項〕 

    (1)全保協 平成 25 年度～27 年度全国共通研究テーマについて 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 24 年 6 月 7日（木）  

〔会 場〕松江市『県合同庁舎』  

〔出席者〕4名 

〔協議事項〕 

(1)会費の見直しに係る今後のスケジュールについて 

     (2)会費の見直しに係る検討委員会委員について 

〔確認事項〕 

    (1)第 57 回島根県保育研究大会趣旨文ついて 

 

◇第 3回   

〔期 日〕平成 24 年 9 月 7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) 第 59 回中国地区保育研究大会に伴う臨時職員の雇用について 

(2) 第 57 回島根県保育研究大会について 

(3) 島根県保育研究大会表彰規程について 

(4) 人材育成プロジェクトの今後について 

(5) 中国・四国音楽研究大会について 

〔報告事項〕 

(1) 会費のあり方に関する検討委員会について 

(2) 保育三団体要望活動について 



(3) 第 59 回中国地区保育研究大会について 

〔その他〕 

(1) 今後のスケジュールについて 

 

◇第 4回   

〔期 日〕平成 24 年 12 月 26 日（水）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕5名 

〔協議事項〕 

(1)島根県保育協議会会費のあり方についての答申について 

〔報告事項〕 

(1)平成 24 年度全国保育組織正副会長等会議について 

     (2)平成 24 年度中国地区保育協議会「人材養成研修会」について 

〔その他〕 

   (1)今後のスケジュールについて 

 

◇第 5回 

〔期 日〕平成 25 年 3 月 5日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕4名 

〔議  事〕 

(1)平成 24 年度補正予算（案）について 

    (2)平成 25 年度事業計画（案）について 

    (3)平成 25 年度予算（案）について 

〔協議事項〕 

(1)会則のあり方に関する答申について 

(2)ブロック再編と部会別役員選出の考え方について 

(3)人材育成プロジェクトについて 

〔その他〕 

  (1)第 59 回中国地区保育研究大会開催要綱（案）について 

   (2)今後のスケジュールについて 

 

４．監査会の開催 

   〔期 日〕平成 24 年 5 月 15 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕2名 

〔監査事項〕 

(1)平成 23 年度事業監査    

(2)平成 23 年度会計監査 

 

５．隠岐地区保育所（園）との意見交換会  

〔期 日〕平成 25 年 3 月 25 日（月）  

〔会 場〕松江市『松江東急イン』    

〔出席者〕6名 

〔内 容〕 

(1)「子ども・子育て新システム」について 



(2)島根県保育協議会の現状について 

(3)意見交換 

 

 

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 24 年 7 月 17 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕3名 

〔内 容〕 

(1)島根県保育協議会だより発行計画について 

(2)島根県保育協議会だより No44 号の編集について 

(3)隠岐地区保育所（園）との意見交換会について 

(4)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 24 年 9 月 11 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕3名 

〔内 容〕 

(1)島根県保育協議会永年勤続表彰について 

(2)島根県保育協議会だより№45 号の編集について 

(3)隠岐地区保育所（園）との意見交換会について 

(4)今後のスケジュールについて 

 

◇第 3回  

〔期 日〕平成 24 年 12 月 18 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕4名 

    〔内 容〕 

(1)島根県保育協議会だより№45 号の編集について 

(2)島根県保育協議会だより№46 号の編集について 

(3)今後のスケジュールについて 

 

◇第 4回  

〔期 日〕平成 25 年 2 月 26 日（火）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕3名 

    〔内 容〕 

     (1)島根県保育協議会だより№46 号の編集について 

     (2)平成 25 年度総務広報委員会活動について 

(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 3,350 部 

   №44 号 平成 24 年 9 月 1日 

〔内容〕第 58 回中国地区保育研究大会特集 

○第 58 回中国地区保育研究大会に参加して（中山会長） 

○第 5分科会 邑智郡保育研究会提案発表 

○「保育のおもむき」（記念講演より） 

○第 59 回中国地区保育研究大会実行委員会について 

○編集後記 

№45 号 平成 25 年 1 月 15 日 

〔内容〕第 57 回島根県保育研究大会特集 

○「足元の宝を生かして暮らしを楽しむ」（記念講演より） 

○各分科会紹介 

○平成 24 年度保育所長研修会報告 

        ○編集後記 

№46 号 平成 25 年 3 月 15 日 

〔内容〕○二年を振り返って（中山会長） 

○任期を終えて（県保協役員） 

○平成 24 年度地域子育て支援セミナー報告 

○平成 25 年度大会・研修会日程予定一覧表 

○編集後記 

 

〔研修委員会〕          

１．委員会の開催 

 ◇第 1回 

〔期 日〕平成 24 年 6 月 25 日（月）  

〔会 場〕浜田市『浜田ステーションホテル』 

〔出席者〕5名 

  〔内 容〕 

(1)第 57 回島根県保育研究大会について 

(2)平成 24 年度研修事業について 

     (3)今後のスケジュールについて 

 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 25 年 1 月 30 日（水）  

〔会 場〕浜田市『浜田ステーションホテル』 

〔出席者〕4名 

〔内 容〕 

     (1)平成 24 年度研修事業の実施状況について 

     (2)平成 25 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 57 回島根県保育研究大会打合せ会の開催 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 17 日（水） 

〔会 場〕大田市『あすてらす 研修室 4』 

〔出席者〕県保協会長、県保協研修委員、地元実行委員、事務局 

 



３．第 57 回島根県保育研究大会の開催 

  〔期 日〕平成 24 年 11 月 10 日（土） 

  〔会 場〕大田市 『サンレディー大田』 

  〔参加者〕411 名 

〔内 容〕○研究発表・分科会 

第１分科会：益田市保育研究会 

「ふるさとで生きる人づくり」 

～保育所からの発信～  

［助言者] 島根県立大学短期大学部 副学長 山下 由紀恵氏 

第２分科会：江津市保育研究会 

「かかわっていく力を育てる保育」 

～自分で選ぶって楽しいな～ 

［助言者] 島根大学 副学長 肥後 功一氏 

第３分科会：浜田市保育連盟 

「食べる事の楽しさを育む」 

～子どもたちの大好きな絵本から～ 

［助言者]  管理栄養士 長野 操子氏 

特別分科会： 

「危機管理」 

～児童虐待、気になる子、親への支援について～ 

［講師]  島根県青少年家庭課長 景山 博教氏 

         人材育成分科会： 

「生き生きと保育をするために、忙しさについて考える」 

［実践発表] めばえ保育園 園長 田中 文仁氏 

○記念講演 

「足元の宝を生かして 暮らしを楽しむ」 

［講師]  石見銀山生活文化研究所 所長 松場 登美氏 

 

４．保育者スキルアップ研修会の開催 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 24 日（水）  

〔会 場〕浜田市『石央文化ホール』  

〔参加者〕44 名 

〔内 容〕講義・実技 

       「あたま・身体・楽器を使って～」 

          音楽講師：内田 多恵子氏 

 

５．ソーシャルワーク研修会の開催 

〔期 日〕平成 24 年 9 月 26 日（水）～27 日（木）  

〔会 場〕松江市『県合同庁舎』  

〔参加者〕40 名 

〔内 容〕講義・演習 

      (1)「保護者・家庭支援の考え方」 

      (2)「保護者・家庭支援の方法」 

           講師：島根大学 副学長 肥後 功一氏 

 

 



６．保育所職員研修会の開催 

〔期 日〕平成 24 年 9 月 15 日（土）  

〔会 場〕松江市『くにびきメッセ』  

〔参加者〕223 名 

〔内 容〕講義：「貧困・虐待・保護者との関わり」 

         ～いま保育者が子どものいのちと発達を守るために～ 

  講師：立教大学 教授 浅井 春夫氏 

 

７．地域子育て支援セミナーの開催 

〔期 日〕平成 24 年 12 月 4 日（火）  

〔会 場〕大田市『あすてらす』  

〔参加者〕37 名 

〔内 容〕講演：「地域全体で子育てを考える」 

講師：ＮＰＯ法人 わははネット 理事長 中橋 恵美子氏 

 

〔予算対策委員会〕 

１．委員会等の開催 

◇第 1回  

〔期 日〕平成 24 年 6 月 18 日（月）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕5名 

   〔内 容〕 

(1)陳情・要望事項について 

(2)島根県の社会福祉政策への提言・要望について  

   (3)保育三団体協働活動について 

 

◇第 2回 

〔期 日〕平成 25 年 2 月 13 日（水）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕4名 

   〔内 容〕 

(1)平成 24 年度事業報告について 

(2)平成 24 年度「予対通報」について  

   (3)平成 25 年度事業計画（案）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 24 年 7 月 17 日（火）  

〔会 場〕出雲市『出雲グリーンホテルモーリス』 

〔出席者〕15 名（県保協 5名、日保協 5名、私保連 5名） 

〔内 容〕 

① 要望項目取りまとめについて 

② 今後の要望活動について 

 

 



（２）陳情行動  

〔期 日〕平成 24 年 9 月 13 日（木） 

〔出席者〕16 名（県保協 5名、日保協 5名、私保連 6名） 

〔陳情内容〕 

   国に対する要望 

① 「安心こども基金」の継続 

② 事務職員加配 

③  民間施設給与改善費制度見直し 

④ 保育認定時間制度反対 

県に対する要望 

① 保育士確保に向けた職員処遇の改善 

② 非常災害時の備蓄の充実 

〔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・青少年家庭課長 

 

（３）県青少年家庭課との意見交換会（知事への要望事項等事前協議） 

〔期 日〕平成 24 年 8 月 24 日（金)  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕13 名（県保協 5名、日保協 4名、私保連 4名） 

〔内 容〕保育三団体からの要望について 

 

（４）島根県保育振興議員連盟総会への出席  

◇第 1回  

〔期 日〕平成 24 年 10 月 1 日（月)  

〔会 場〕松江市『議事堂別館』 

〔出席者〕12 名（県保協 5名、日保協 4名、私保連 3名） 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 25 年 2 月 28 日（木)  

〔会 場〕松江市『議事堂別館』 

〔出席者〕5名（県保協 2名、日保協 2名、私保連 1名） 

 

（５）保育振興懇談会 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 1 日（月)  

〔会 場〕松江市『サンラポーむらくも』 

〔出席者〕20 名（議会 4名、健康福祉部 4名、県保協 6名、日保協 3名、私保連 3名） 

 

３．「予対通報」第 7 号の発行  年１回 ３３０部 

第 7号 平成 25 年 3 月 30 日 

〔内容〕 

○「子ども・子育て関連法」成立に至る経緯 

○陳情要望活動について 

○地域の過疎と少子化の中にあって 

○編集後記 

 

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  

◇第 1回  

〔期 日〕平成 24 年 5 月 11 日（金）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕6名 

〔内 容〕 

(1)平成 24 年度部会活動について 

(2)平成 24 年度「保育所長研修会」について 

(3)情報交換 

 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 25 年 1 月 25 日（金）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕6名 

〔内 容〕 

(1)平成 24 年度事業報告について 

(2)平成 25 年度事業計画（案）について 

(3)情報交換 

 

 ２．保育所長研修会の開催 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 11 日（木）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔参加者〕201 名 

〔内 容〕 講演：「園長の役割とリーダーシップ」 

             講師：新宿せいが保育園 園長 藤森 平司氏 

        行政説明：島根県青少年家庭課 課長 景山 博教氏 

 

〔私立施設長部会〕 

１．部会の開催  

◇第 1回  

〔期 日〕平成 24 年 5 月 11 日（金）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕6名 

〔内 容〕 

(1)平成 24 年度部会活動について 

(2)平成 24 年度「保育所長研修会」について 

(3)情報交換 

 

 

 

 



◇第 2回  

〔期 日〕平成 25 年 1 月 25 日（金）  

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕8名 

〔内 容〕 

(1)平成 24 年度事業報告について 

(2)平成 25 年度事業計画（案）について 

(3)情報交換 

 

 ２．保育所長研修会の開催（再掲） 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 11 日（木）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔参加者〕201 名 

〔内 容〕 講演：「園長の役割とリーダーシップ」 

             講師：新宿せいが保育園 園長 藤森 平司氏 

 行政説明：島根県青少年家庭課 課長 景山 博教氏 

 

〔保育士部会〕 

 １．部会の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 24 年 5 月 14 日（月）  

〔会 場〕出雲市『出雲市民会館』 

〔出席者〕11 名 

〔内 容〕 

(1)人材育成プロジェクトとの連携について 

   (2)平成 24 年度部会活動について 

   (3)平成 24 年度「保育者のつどい」について 

   (4)平成 24 年度専門委員会活動について 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 25 年 1 月 11 日（金）   

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕8名 

   〔内 容〕 

(1)平成 24 年度事業報告について 

     (2)平成 25 年度事業計画（案）について 

     (3)全国保育士会及び中国ブロック保育士会について 

     (4)平成 24 年度中国ブロック保育士会リーダーセミナーについて 

 

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 24 年 6 月 10 日（日） 

〔会 場〕出雲市『出雲市民会館』 

    〔参加者〕595 名 



〔内 容〕基調報告 島根県保育協議会 会長 中山 哲夫 

記念講演 「ふれあいで保育士の元気ＵＰ講座」 

       講師：明治大学 教授 諸富 祥彦氏 

(2)保育者スキルアップ研修会への実施協力（1名） 

  ◇平成 24 年度保育者スキルアップ研修会（再掲） 

(3)ソーシャルワーク研修会への実施協力（2名） 

  ◇平成 24 年度ソーシャルワーク研修会（再掲） 

(4)地域子育て支援セミナーへの実施協力（1名） 

  ◇地域子育て支援セミナー（再掲） 

(5)保育所職員研修会への実施協力（1名） 

◇平成 24 年度保育所職員研修会 （再掲）   

 

〈調査編集委員会〉 

(1)委員会の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 24 年 6 月 15 日（金）  

〔会 場〕出雲市『パルメイト出雲』  

〔出席者〕4名 

〔内 容〕(1)「てつなぎ」№68 の編集について 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 24 年 11 月 14 日（水） 

〔会 場〕大田市『あすてらす』  

〔出席者〕3名 

〔内 容〕(1)「てつなぎ」№69 号の編集について 

 

(2)『てつなぎ』の発行   各 3,350 部 

◇№68 号 平成 24 年 8 月 1 日 

〔内 容〕 ○ごあいさつ（保育士部会長） 

         ○平成 24 年度「保育者のつどい」報告 

        ○人材育成分科会のごあんない 

         ○ＨＯＴホッと（子どものつぶやき他） 

 ◇№69 号 平成 24 年 12 月 1 日  

〔内 容〕 ○第 46 回全国保育士会研究大会報告 

       ○各市郡取組み（公開保育、保育原理講習会、子育て支援） 

       ○交流あれこれ 

○ＨＯＴホッと（子どものつぶやき他） 

 

３．中国ブロック保育士会リーダーセミナーへの参加 

〔期 日〕平成 25 年 2 月 22 日（金） 

〔会 場〕松江市『松江東急イン』  

〔内 容〕子どもが豊かに育つ環境構築への取り組み 

   〔講 師〕島根大学 副学長 肥後 功一氏 

〔参加者〕105 名（内島根県 69 名、内保育士部会 7名） 

 



４．人材育成プロジェクトとの連携 

    (1)第 1 回保育士部会での意見交換 

    (2)「てつなぎ」第 68 号への記事掲載 

 

〔調理担当者部会〕 

 １．部会の開催 

◇第 1回   

〔期 日〕平成 24 年 5 月 18 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 24 年度部会活動について             

(2)平成 24 年度専門委員会活動について 

(3)平成 24 年度「児童福祉施設調理担当者研修会」について 

(4)各委員会活動について 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 25 年 1 月 18 日（金）  

〔会 場〕出雲市『ビッグハート出雲』  

〔出席者〕10 名 

〔内 容〕 

(1)平成 24 年度事業報告について             

(2)平成 25 年度事業計画（案）について 

(3)平成 24 年度全国保育士会食育推進研修会について 

 

２．委員会活動 

 ＜研修委員会＞ 

(1)委員会の開催  

〔期 日〕平成 24 年 6 月 29 日（金）  

〔会 場〕大田市『あすてらす』  

〔出席者〕5名 

〔内 容〕平成 24 年度児童福祉施設調理担当者研修会最終打合せについて 

 

(2)児童福祉施設調理担当者研修会の開催 

   〔期 日〕平成 24 年 6 月 30 日（土）  

〔会 場〕大田市『あすてらす』 

   〔参加者〕288 名     

〔内 容〕講義１：「人間の成長と食とのかかわり」 

    講師：上級食育指導士 山口 栄延氏 

講義２：「子どもの体と心の健康のための食」 

      ～保育園における食育の進め方  

講師：帝塚山大学 准教授 野口 孝則氏 

 

 



＜しょくいく編集委員会＞ 

(1)委員会の開催  

◇第 1回   

〔期 日〕平成 24 年 7 月 5日（木）  

〔会 場〕出雲市『パルメイト出雲』  

〔出席者〕5名 

〔内 容〕「しょくいく」№40 号の編集について 

 

◇第 2回   

〔期 日〕平成 24 年 9 月 27 日（木）  

〔会 場〕出雲市『パルメイト出雲』  

〔出席者〕5名 

〔内 容〕「しょくいく」№41 号の編集について 

 

(2)『しょくいく』の発行   各 3,350 部 

◇№40 号 平成 24 年 8 月 1 日 

〔内 容〕○平成 24 年度「児童福祉施設調理担当者研修会」報告 

      ○保育所における食事の提供ガイドラインについて 

      ○活動紹介シリーズ（江津市あさり保育園） 

○アレルギー対応レシピ 

◇№41 号 平成 24 年 12 月 1 日  

〔内 容〕○噛む８大効用 

○島根の郷土料理 

       ○平成 24 年度「児童福祉施設調理担当者研修会」アンケート結果 

       ○編集後記 

 

〔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 24 年 4 月 17 日（火） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』  

〔出席者〕4名  

〔内 容〕 

(1)平成 24 年度人材育成プロジェクト活動について 

(2)保育士部会との連携について 

(3)第 57 回島根県保育研究大会「人材育成分科会」について 

(4)今後のスケジュールについて 

(5)人材養成会議について 

 

◇第 2回 

〔期 日〕平成 24 年 6 月 12 日（火） 

〔会 場〕松江市『みつき保育園』  

〔出席者〕5名  

 



〔内 容〕 

(1)保育士部会との連携について 

(2)第 57 回島根県保育研究大会「人材育成分科会」について             

(3)今後のスケジュールについて 

 

◇第 3回 

〔期 日〕平成 24 年 12 月 21 日（金） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕5名  

〔内 容〕 

(1)第 57 回島根県保育研究大会「人材育成分科会」について             

(2)平成 25 年度人材育成プロジェクト活動について 

(3)今後のスケジュールについて 

 

◇第 4回 

〔期 日〕平成 25 年 2 月 18 日（月） 

〔会 場〕松江市『いきいきプラザ島根』 

〔出席者〕5名  

〔内 容〕 

(1)人材育成プロジェクトについて             

(2)平成 24 年度人材育成プロジェクト活動報告について 

(3)平成 25 年度人材育成プロジェクト活動について 

(4)今後のスケジュールについて 

 

２．第 57 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 24 年 11 月 10 日（土） 

   〔会 場〕大田市 『サンレディー大田』 

   〔参加者〕411 名 

        人材育成分科会（参加者：22 名） 

「生き生きと保育をするために、忙しさについて考える」 

［実践発表] めばえ保育園 園長 田中 文仁氏 

 

３．平成 24 年度中国地区保育協議会 人材養成研修会への派遣 

〔期 日〕平成 24 年 11 月 28 日（水） 

〔会 場〕岡山市「ホテルグランヴィア岡山」  

〔派遣者〕2名 

〔内 容〕テーマ 「子ども・子育て関連 3法案の成立と課題」 

講  師  大妻女子大学 教授 岡 健 氏 

 

４．保育士部会との連携（再掲） 

   (1)第 1 回保育士部会での意見交換 

   (2)「てつなぎ」第 68 号への記事掲載 

 

 

 



Ⅳ．派遣事業 

１．第 58 回中国地区保育研究大会  

〔期 日〕平成 24 年 7 月 12 日（木）～13 日（金） 

   〔会 場〕広島市「グランドプリンスホテル広島」 

   〔派遣者〕26 名 

〔提案発表〕第 5分科会  家庭との連携による食育の推進 

食べることって楽しいでぇ～ 

食でつながるわくわく体験 

～なんでもおいしく食べる子どもをめざして～ 

               邑智郡保育協議会 田中 直美氏(川本保育所) 

 

２．第 56 回全国保育研究大会  

〔期 日〕平成 24 年 11 月 14 日（水）～16 日（金） 

   〔会 場〕宜野湾市「沖縄コンベンションセンター」他 

   〔派遣者〕6名 

 

３．第 46 回全国保育士会研究大会  

〔期 日〕平成 24 年 10 月 18 日（木）～19 日（金） 

   〔会 場〕鳥取市「とりぎん文化会館」 

   〔派遣者〕6名 

 

４．コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修会 

〔期 日〕前期 平成 24 年 11 月 27 日（火）～28 日（水） 

後期 平成 25 年 2 月 26 日（火）～27 日（水） 

   〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」「島根県松江合同庁舎」 

   〔派遣者〕2名 

 

 

Ⅴ．各種会議への出席 

１．全国への会議 

(1)全国保育協議会協議員総会 

◇第 1回 

    〔期 日〕平成 24 年 5 月 16 日（水） 

    〔会 場〕全社協「第 3～5会議室」 

    〔出席者〕2名 

◇第 2回 

    〔期 日〕平成 25 年 3 月 13 日（水） 

    〔会 場〕全社協「第 3～5会議室」 

    〔出席者〕2名 



(2)全国保育協議会・公立保育所懇談会 

◇第 1回 

    〔期 日〕平成 24 年 5 月 16 日（火） 

    〔会 場〕全社協「第 6～7会議室」 

    〔出席者〕1名 

◇第 2回 

    〔期 日〕平成 25 年 3 月 13 日（水） 

    〔会 場〕全社協「第 1～2会議室」 

    〔出席者〕1名 

 

(3)全国保育組織正副会長等会議  

〔期 日〕平成 24 年 12 月 13 日（木）～14 日（金） 

    〔会 場〕全社協「灘尾ホール」他 

    〔出席者〕2名 

 

(4)都道府県・指定都市事務局会議 

〔期 日〕平成 25 年 3 月 13 日（水） 

    〔会 場〕全社協「第 2会議室」 

    〔出席者〕1名 

 

   (5)全国保育協議会研修部会 

◇第 1回  

〔期 日〕平成 24 年 6 月 21 日（木） 

    〔会 場〕全社協「会議室」 

    〔出席者〕1名 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 24 年 10 月 15 日（月） 

    〔会 場〕全社協「会議室」 

    〔出席者〕1名 

◇第 3回  

〔期 日〕平成 25 年 2 月 4日（月） 

    〔会 場〕全社協「会議室」 

    〔出席者〕1名 

 

(6)全国保育士会委員総会  

◇第 1回  

〔期 日〕平成 24 年 5 月 15 日（火） 

    〔会 場〕全社協「第 3～5会議室」 

    〔出席者〕1名 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 25 年 3 月 12 日（火） 

    〔会 場〕全社協「第 3～5会議室」 

    〔出席者〕1名 

 

 



(7)全国保育士会委員連絡会議 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 17 日（水） 

    〔会 場〕鳥取市「ホテルニューオータニ鳥取」 

    〔出席者〕1名 

 

(8)全国保育士会広報部会 

◇第 1回  

〔期 日〕平成 24 年 6 月 25 日（月） 

    〔会 場〕全社協「会議室」 

    〔出席者〕1名 

◇第 2回  

〔期 日〕平成 24 年 11 月 1 日（木） 

    〔会 場〕全社協「会議室」 

    〔出席者〕1名 

◇第 3回  

〔期 日〕平成 25 年 2 月 5日（火） 

    〔会 場〕全社協「会議室」 

    〔出席者〕1名 

 

(9)全国保育士会食育推進研修会 

〔期 日〕平成 24 年 7 月 23 日（月） 

   〔会 場〕全社協「第 3～5会議室」 

   〔出席者〕1名 

 

(10)「子ども・子育て新システム」を考える 1000 人研修会 

〔期 日〕平成 24 年 5 月 21 日（月） 

   〔会 場〕さいたま市「埼玉会館」 

   〔出席者〕2名 

 

(11)「子ども・子育て関連 3 法」に関する意見交換会 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 31 日（水） 

   〔会 場〕全社協「灘尾ホール」 

   〔出席者〕2名 

 

２．中国地区保育協議会の会議等  

(1)第 58 回中国地区保育研究大会打合会及び中国地区保育組織正副会長等会議・ 

保育士会長等会議 

〔期 日〕平成 24 年 7 月 11 日（水） 

〔会 場〕広島市「グランドプリンスホテル広島」 

   〔出席者〕11 名 

 

 

 

 



(2)第 59 回中国地区保育研究大会打合会及び中国地区保育組織正副会長等会議・ 

保育士会会長等会議 

〔期 日〕平成 25 年 2 月 21 日（木） 

   〔会 場〕松江市「松江東急イン」    

〔出席者〕10 名 

 

(3)平成 24 年度中国地区保育組織正副会長会議 

〔期 日〕平成 24 年 11 月 28 日（水） 

〔会 場〕岡山市「ホテルグランヴィア岡山」  

〔出席者〕1名 

 

(4)平成 24 年度中国ブロック保育士会リーダーセミナー（再掲） 

〔期 日〕平成 25 年 2 月 22 日（金） 

〔会 場〕松江市『松江東急イン』  

〔出席者〕105 名（内島根県 69 名、内保育士部会 7名） 

 

３．第 59 回中国地区保育研究大会（島根県大会）関係会議 

＜準備委員会＞ 

第 2 回準備委員会 

〔期 日〕平成 24 年 4 月 20 日（金） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕11 名 

 

＜実行委員会＞ 

第 1 回実行委員会 

〔期 日〕平成 24 年 5 月 24 日（木） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕24 名 

第 2 回実行委員会 

〔期 日〕平成 24 年 7 月 24 日（火） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕23 名 

第 3 回実行委員会 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 29 日（月） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕22 名 

第 4 回実行委員会 

〔期 日〕平成 25 年 1 月 29 日（火） 

〔会 場〕松江市「くにびきメッセ」 

〔出席者〕21 名 

 

 

 

 



＜総務広報部会＞ 

第 1 回 

〔期 日〕平成 24 年 10 月 9 日（火） 

〔会 場〕松江市「くにびきメッセ」 

〔出席者〕6名 

第 2 回 

〔期 日〕平成 25 年 1 月 21 日（月） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕7名 

第 3 回 

〔期 日〕平成 25 年 3 月 25 日（月） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕6名 

 

＜企画運営部会＞ 

第 1 回 

〔期 日〕平成 24 年 8 月 23 日（木） 

〔会 場〕松江市「くにびきメッセ」 

〔出席者〕7名 

第 2 回 

〔期 日〕平成 24 年 12 月 26 日（水） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕8名 

第 3 回 

〔期 日〕平成 25 年 3 月 19 日（水） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕6名 

 

＜会場管理部会＞ 

第 1 回 

〔期 日〕平成 24 年 9 月 21 日（金） 

〔会 場〕松江市「くにびきメッセ」 

〔出席者〕7名 

第 2 回 

〔期 日〕平成 25 年 1 月 8日（火） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕7名 

第 3 回 

〔期 日〕平成 25 年 3 月 27 日（水） 

〔会 場〕松江市「いきいきプラザ島根」 

〔出席者〕4名 

 

 

 

 



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島根県小児保健協会  

⑤島根県ふるまい向上推進県民運動協議会 

⑥親学プログラム推進委員会 

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健康長寿しまね推進会議  

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絵本ワールド in しまね実行委員会  

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 

   


