
 

 

平成30年度 山梨県保育協議会事業報告書 

 

 

１ 会議の開催 

⑴ 正副会長会議 

   第１回 10月12日（金）                    県福祉プラザ 

   第２回 12月20日（木）                    富士保育園 

   第３回 ３月18日（月）                    県福祉プラザ 

⑵ 新旧理事会   

４月23日（月）                    県福祉プラザ 

⑶ 監事会  ４月19日（木）                    県福祉プラザ

 ⑷ 定期総会 ５月19日（土）出席者356名         甲斐市双葉ふれあい文化館 

 

２ 部会の開催 

⑴ 保育部会       

第１回 ５月29日（火）                    県福祉プラザ 

   第２回 ８月28日（水）                    県福祉プラザ 

   第３回 １月15日（火）                    県福祉プラザ 

   第４回 ３月５日（火）                    県福祉プラザ 

 

３ 委員会の開催 

⑴ 保育検討委員会  

 【テーマ】保育施策への意見・要望のとりまとめについて 

  第１回 ６月５日（火）合同委員会   小瀬スポーツ公園中銀スタジアム会議室 

  第２回 ７月９日（火）            小瀬スポーツ公園武道館会議室 

  第３回 ９月10日（月）                    県福祉プラザ 

  第４回 10月29日（月）                    県福祉プラザ 

 

⑵ 研修委員会 

  【テーマ】保育所（園）長・認定こども園長研修会、主任保育士・主幹保育教諭研修

会について 

   第１回 ６月５日（火）合同委員会   小瀬スポーツ公園中銀スタジアム会議室 

   第２回 ６月27日（水）            小瀬スポーツ公園武道館研修室 

   第３回 11月５日（月）                    県福祉プラザ 

 

⑶ 広報・調査委員会 

  【テーマ】広報誌「県保協だより21号、22号」の発行 

県保協ホームページの作成について 

   第１回 ６月５日（火）合同委員会   小瀬スポーツ公園中銀スタジアム会議室 

   第２回 ７月20日（金）                    県福祉プラザ 



   第３回 ８月８日（水）                    県福祉プラザ 

   第４回 １月８日（火）                    県福祉プラザ 

 

⑷ 地域子育て支援委員会 

  【テーマ】地域子育て支援への取り組み、子育て支援研修会の開催について 

   第１回 ６月５日（火）合同委員会   小瀬スポーツ公園中銀スタジアム会議室 

   第２回 ７月13日（金）                    県福祉プラザ 

   第３回 ８月29日（水）                    県福祉プラザ 

   第４回 10月10日（火）                    県福祉プラザ 

   第５回 11月14日（水）                    県福祉プラザ 

 

⑸ 保育内容研究委員会 

  【テーマ】「子どもの健康と安全を守る保育記録」をテーマとした各種様式の見直し

について 

    第１回 ６月５日（火）合同委員会   小瀬スポーツ公園中銀スタジアム会議室 

    第２回 ６月27日（水）                    県福祉プラザ 

    第３回 ７月26日（木）                    県福祉プラザ 

    第４回 ８月30日（木）                    県福祉プラザ 

    第５回 ９月25日（火）                    県福祉プラザ 

    第６回 10月31日（水）                    県福祉プラザ 

    第７回 12月10日（月）                    県福祉プラザ 

    第８回 12月26日（水）                    県福祉プラザ 

    第９回  １月30日（水）                    県福祉プラザ 

    第10回  ２月18日（月）                      県福祉プラザ 

第11回  ３月１日（金）                      県福祉プラザ 

 

⑹ 給食研究委員会 

   【テーマ】「子どもが喜ぶ朝ごはん」をテーマとしたレシピ集の作成について 

        山梨県保育大会「ほいくえんの手作りおやつ展」の審査について 

第１回 ６月５日（火）合同委員会     小瀬スポーツ公園中銀スタジアム会議室 

第２回 ７月６日（金）                                 県福祉プラザ 

第３回 ８月３日（金）                                 県福祉プラザ 

第４回 ９月７日（金）                                 県福祉プラザ 

第５回 10月５日（金）調理実習                   遊亀公民館調理実習室 

第６回 11月２日（金）調理実習                   遊亀公民館調理実習室 

第７回 12月７日（金）                                 県福祉プラザ 

第８回 １月16日（水）「ほいくえんの手作りおやつ展」審査会   県福祉プラザ 

第９回 ２月６日（水）                                 県福祉プラザ 

第10回 ３月７日（木）                                 県福祉プラザ 

 

 

 



４ 研修会の開催 

⑴ 保育所（園）長・認定こども園長研修会   

11月22日（木）参加人数195名                  湯村常磐ホテル 

 

  ①「いま本当に子ども・子育てに必要なこと」 ～保育料の無償化をめぐって～ 

   講師 保育園を考える親の会 代表 普光院 亜紀 

               

  ②「乳幼児期におけるアタッチメントの重要性と施設長の役割」 

講師 東京大学大学院 教育学研究科 教授 遠藤 利彦 

 

③「保育所における危機管理対策について」 

    行政説明 山梨県福祉保健部子育て支援課 課長補佐 村田勝秀 

 

⑵ 主任保育士・主幹保育教諭研修会     

12月13日（木）参加人数215名                クラウンパレス甲府 

   

①「先手必勝の健康法」―カラダと心を知って生き生き保育― 

 講師 山梨県立大学看護学部 教授 名取 初美 

 

②「今後の保育・幼児教育とは」 

講師 白梅学園大学大学院 特任教授 無藤 隆 

 

③「保育業務の負担軽減に向けて」 

 講師 山梨県福祉保健部子育て支援課 課長補佐 村田勝秀 

                

⑶ 保育士研修会  

  ２月２日（土）参加人数368名                かいてらす大ホール

  

  「０、１、２歳児の保育を考える」  

   講師 非営利活動団体コドモノミカタ 代表理事 井桁容子          

          

⑷ 保育士・栄養士・調理員等研修会（第３回山梨県児童福祉施設栄養士会合同研修会） 

12月１日（土）参加人数245名               桃源文化会館桃源閣 

 

①「乳幼児期の歯・口の発育と食べる機能の発達」 

 講師 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座 教授 井上美津子 

 

②事例発表 

「みんなでおいしくたべようね」 

～子どもたちが「食」に感心を持って自分の体を自分で守る力をつけよう！～ 

発表者 北杜市保育園 

    



   ③事例発表 

    「咀嚼調査から見えたこと」～咀嚼の力をそだてる～ 

     発表者 都こども園 

 

⑸ 造形教育研修会 

  ９月13日（木）参加人数139名               かいてらす大ホール 

    「幼児造形のエレメント」～造形活動の構造について～ 

    講師 山梨学院短期大学 教授 伊藤美輝 

 

⑹ 地域・子育て支援研修会   

１月31日（水）参加人数145名               山梨県立文学館講堂 

 「子育てって楽しいな！」 

 講師 地域子育て支援講座講師、養成校教師 熊丸みつ子 

 

 ⑺ 平成30年度 保育所等関係職員研修 

   ３月６日（水）                  桃源文化会館「桃花・桃源」 

    「食育アレルギー対応」講師 山梨学院短期大学 教授 根津美智子 

    「保健衛生・安全対策」講師 帝京学園短期大学 教授 井上聖子 

   ３月12日（火） 

    「障害児教育」講師 山梨学院短期大学 教授 遠藤清香 

    「保護者支援・子育て支援」講師 山梨学院短期大学 教授 樋川 隆 

   ３月19日（火） 

    「乳児保育」講師 帝京科学大学 准教授 大槻千秋 

    「幼児教育」講師 山梨学院短期大学 講師 田口賢太郎 

              

５ 民間保育士等キャリアアップ研修の実施 

 ⑴ マネジメント研修 山梨市民会館 修了者159名 

 １日目：平成30年７月24日（火） ２日目：平成30年８月23日（木） 

 ⑵ 障害児保育 

 前期日程 山梨県自治会館 修了者171名 

 １日目：平成30年７月19日（木） ２日目：平成30年８月９日（木） 

 後期日程 山梨市民会館 修了者142名 

 １日目：平成31年１月23日（水） ２日目：平成31年２月20日（水） 

 ⑶ 乳児保育 

 前期日程 山梨県自治会館 修了者172名 

 １日目：平成30年７月20日（金） ２日目：平成30年９月14日（金） 

 後期日程 山梨市民会館 修了者109名 

 １日目：平成30年12月７日（金） ２日目：平成31年12月21日（金） 

 ⑷ 保護者支援・子育て支援 

 前期日程 山梨県自治会館 修了者168名 

 １日目：平成30年８月７日（火） ２日目：平成30年８月22日（水） 

 後期日程 山梨市民会館 修了者127名 



 １日目：平成31年１月29日（火） ２日目：平成31年２月21日（木） 

 ⑸ 食育・アレルギー対応 

 前期日程 山梨県自治会館 修了者182名 

 １日目：平成30年８月８日（水） ２日目：平成30年８月24日（金） 

 後期日程 山梨市民会館 修了者126名 

 １日目：平成30年12月４日（火） ２日目：平成31年２月27日（水） 

 ⑹ 幼児教育 

 前期日程 山梨県自治会館 修了者168名 

 １日目：平成30年８月10日（金） ２日目：平成30年８月31日（金） 

 後期日程 山梨市民会館 修了者137名 

 １日目：平成31年１月24日（木） ２日目：平成31年２月26日（火） 

 ⑺ 保健衛生・安全対策 山梨県自治会館 修了者173名 

 １日目：平成30年９月６日（木） ２日目：平成30年９月20日（木） 

 

６ 平成30年度初任保育士研修の実施 

   ７月26日（木）、７月27日（金）                 山梨市民会館 

 

７ 第53回山梨県保育大会の開催 平成31年2月16日（土）      山梨県立文学館講堂 

 ⑴ 保育大会実行委員会の開催 11月27日（火）            県福祉プラザ 

 ⑵ 知事表彰候補者推薦選考委員会並びに県保協会長表彰・感謝状選考委員会 

                                   県福祉プラザ 

 ⑶ 展覧会 平成31年２月９日（土）～11日（月・祝）     イオンモール甲府昭和 

   来場者数 3,596人 

① ほいくえんの手作りおやつ展  

   

  山梨県知事賞       南アルプス市  若草保育所            

山梨県社会福祉協議会会長賞   甲府市     和成保育園 

〃       甲州市     赤尾保育園 

山梨県保育協議会会長賞    北杜市     長坂保育園・日野春分園 

〃       市川三郷町   大塚保育所 

〃       富士吉田市  富士保育園 

山梨県保育所保護者連合会会長賞  笛吹市        御坂西保育所 

     〃                 甲斐市     敷島保育園 

〃          上野原市       巌こども園 

 

  ② ほいくのびのび絵画展 

    応募作品数 1,855点   

   

  ③ いきいき写真コンテスト 

    応募作品数 222点 

    １位  酒井 由香   大月市    初狩保育所           



２位  知見 朋子   大月市    ふたば保育園            

３位  大森 咲弥   南アルプス市 落合保育所            

４位  秋山 祐子   韮崎市    たんぽぽ保育園         

５位  中澤 仁未   笛吹市    境川保育園  

来場者投票 

１位  古屋 真東  笛吹市    木の花保育園 

２位  小山田恵理  笛吹市    御坂西保育所 

 

８ 第39回山梨県保育協議会保育部会大講習会の開催   

   10月20日（土）参加人数336名             甲斐市双葉ふれあい文化館 

    「ここにいることがすべてのはじまり ～僕らは可能星人きっとうまくいく～」 

    講師 身延町出身シンガーソングライター 岩崎けんいち           

   

９ 機関紙の発行 

⑴ 「県保協だより」（21号9月7日発行、22号3月発行） 

⑵ 「やまじ」（55号3月発行（3/20） 

 

10 保育施策に対する要望活動 

⑴ 保育施策に関する委員会の開催 

⑵ 県・市長会・町村会への意見・要望の提出   

①平成31年２月28日（木）提出 

  

11 子ども子育て支援事業における子育て家庭支援の推進 

⑴ 第9回子ども・子育て支援全国研究大会埼玉大会  

12月３日（月）～４日（火）                       川越市 

⑵ フードバンク山梨との連携による「乳幼児期の貧困問題」課題解決に向けた 

取り組みの検討  

①９月 「乳幼児支援プロジェクト」食品配送申請書配布の協力 

②３月 乳幼児の貧困に関するアンケート調査報告書の配布（3/20頃予定） 

 

12 関東・全国会議等への参加 

⑴ 全国保育協議会 

 ① 全国保育協議会協議員総会      

第１回 ５月23日（水）廣瀬会長                   全社協 

第２回 ３月15日（金）廣瀬会長                   全社協 

 

②第62回全国保育研究大会          

10月24日（水）～26日（金）                カルッソかわさき他 

    廣瀬会長、志村副会長、野呂瀬副会長、坂本副会長、浅沼副課長、吉澤部会長、 

    宮下副部会長、事務局2名 

 

  ③平成30年度全国保育組織正副会長等会議  



12月６日（木）～７日（金）志村副会長                全社協 

 

  ④保育所・認定こども園リーダートップセミナー  

２月24日（日）～25日（月）深澤副部会長（保育部会）    ホテルイースト21

   

⑤改定保育所保育指針研修会        

９月10日（月）吉澤部会長（保育部会）             東京ベイ幕張ホール 

 

⑵ 全国保育士会 

  ①平成30年度全国保育士会委員総会  

第１回 ５月22日（火）吉澤部会長（保育部会）            全社協 

第２回 ３月14日（木）吉澤部会長（保育部会）             全社協 

 

  ②平成30年度食育推進研修会     

８月６日（月）～７日（火）櫻田副部会長（保育部会）   新横浜プリンスホテル 

   

  ③全国保育士会委員連絡会議      

11月６日（火）吉澤部会長（保育部会）             ホテル日航大分 

 

  ④第52回全国保育士会研究大会     

11月７日（水）～８日（木） 

吉澤部会長、宮下副部会長、事務局１名        大分県iichiko総合文化センター 

 

  ⑤全国保育士会「第45回全国保育士研修会」       

２月４日（月）～５日（火）堀内副部会長（保育部会）   新横浜プリンスホテル 

 

 ⑥都道府県・指定都市保育士会正副会長会セミナー  

   ３月13日（水）～14日（木）吉澤部会長（保育部会）          全社協 

 

⑶ 関東ブロック 

 ① 関東ブロック会長会 

   第１回 ５月23日（水）廣瀬会長            商工会館「ＢＣ会館」 

 第２回 ６月29日（金）廣瀬会長             東京ベイ幕張ホール 

   第３回 ９月６日（木）志村副会長          飯田橋セントラルプラザ 

   第４回 ３月15日（金）廣瀬会長            商工会館「ＢＣ会館」 

 

  ② 第59回関東ブロック保育研究大会     

７月30日（月）～31日（火）               幕張メッセ国際会議場 

    廣瀬会長、吉澤部会長、山梨県子育て支援課1名、事務局１名 

    発表者 韮崎市ブロック、南都留ブロック 

 

  ③ 平成30年度保育事業連絡協議会     



９月６日（木）～7日（金）               飯田橋セントラルプラザ 

    志村副会長、吉澤部会長、宮下副部会長、山梨県子育て支援課１名、事務局１名 

 

  ④ 関東ブロック保育士会会長会議 

    １月29日（火）～30日（水）宮下副部会長        焼津グランドホテル他 

 

13 全国保育研究大会（川崎大会）への運営協力 

10月24日（水）～26日（金）                カルッツかわさき他 

①参加協力 

②交流会参加者への物品の提供（県産品） 

 

14 各種事業の推進 

⑴ 第三者評価事業の推進 

⑵ 特別保育事業の推進 

⑶ 幼児安全補償プラン加入促進 

⑷ 要望、請願、陳情の実施  

⑸ 一日保育士（所長）運動の推進 

⑹ 食育の推進 

 

15 社会福祉関係機関・団体との連携 

 ⑴ 山梨県総合計画審議会 

 ⑵ 山梨県子ども・子育て会議 

 ⑶ 山梨県社会福祉審議会委員 

 ⑷ 山梨県交通対策推進協議会交通安全部会 

⑸ 山梨県安全・安心なまちづくり推進会議 

⑹ 山梨県口腔の健康づくり推進協議会 

⑺ 日本スポーツ振興センター学校安全業務運営会議 

⑻ 福祉人材確保推進協議会 

⑼ 赤い羽根共同募金への協力 

⑽ 健やか山梨21推進部会 

⑾ 福祉の就職総合フェアinやまなし 

⑿ 山梨県立大学入学式、学位授与式 

⒀ 山梨県立大学幼保業界ガイダンス 

⒁ 保育課題等検討委員会 

⒂ 山梨県アレルギー疾患対策協議会委員   

⒃ 第14回食育推進全国大会山梨県実行委員会 

 

16 保育関係者の表彰・弔慰  

⑴ 表彰 

 ① 全国保育協議会会長表彰４名 

      廣瀬厚美  千野保育園       堀内美智代  大野山保育園 

    石田幸美  菜の花こども園     村松多真紀  第二上河東保育園 



 

 ② 全国保育士会感謝状20名 

樋口美穂  相川保育園 

加藤真紀子 南西保育園 

廣瀬厚美  千野保育園 

古屋みゆき 東雲保育園 

小澤聡子  高田保育園 

野中明美  富士川町立第１保育所 

堀内いづみ 富士吉田市立第六保育園 

大石まゆみ 足和田保育所 

丹沢智美  大石保育所 

尾畠美保  東陽保育園  

 

福田智恵  池田保育園 

河野知枝  南西保育園 

山﨑美恵  奥野田保育園 

河部真弓  相興保育園 

金丸理恵  富士川町立第１保育所 

金丸順子  富士川町立第５保育所 

中村有紀子 富士吉田市立第六保育園 

山中昭美  足和田保育所 

野澤聡子  東陽保育園 

天野やよ子 東桂保育園

③ やまなし食の安全・安心優良活動表彰（知事表彰）１施設 

みいづ保育園 

 

④ 山梨県知事表彰15名 

 輿水米子   和泉愛児園 

 斉藤美和子  山梨立正光生保育所 

 竹川由紀   八幡保育所 

 猪又しげ美  韮崎東保育園 

 吉澤由里   いずみ保育園 

 高村直美   山中保育所 

 大神田眞理子 秋山保育所 

 宮下善江   東桂保育園  

 

福田智恵  池田保育園 

中込静子  八田保育所 

山﨑美恵  奥野田保育所 

堀込美千子 小泉保育園・北部こども園 

宮下里美  富士吉田市立第五保育園 

三浦ひろみ 小立保育所 

浅井明美  巌こども園  

   

 

⑤ 山梨県保育協議会会長表彰37名 

大森典代  和泉愛児園 

窪田文子  山梨立正光生園保育所 

辻 晴美  櫛形中央保育所 

齊藤浩子  白根保育所 

中込逸子  若草保育所 

楠 悦子  奥野田保育所 

古屋和恵  松里保育所 

卜部里美  千野保育園 

西川ゆかり 千野保育園 

塚越美穂子 御坂葵保育所 

木内朋美  大野山保育所 

大芝千尋  たんぽぽ保育園 

湯舟恵   たんぽぽ保育園    

芦澤美穂  池田保育園 

上村紗代  山梨立正光生園保育所 

功刀妙子  白根保育所 

深澤久子  豊保育所 

坂本ゆかり 奥野田保育所 

金子時子  奥野田保育所 

成島晴香  たんぽぽこども園 

田口佳美  千野保育園 

風間芳美  相興保育園 

野川直子  御坂東保育所 

本田圭子  たんぽぽ保育園 

日向久美子 たんぽぽ保育園 

出羽真知子 小淵沢西保育園 



堀内つな代 富士保育園 

宮下賢子  忍草保育園 

小俣るみ  忍草保育園 

渡辺実美  内野保育園 

松尾奈津子 河口保育園 

鳥居恵   勝山保育園 

榊 その子 富士吉田市第四保育園 

外川歩海  忍草保育園      

天野育代  忍草保育園 

武川綾   鳴沢保育園 

堀内治代  河口保育園 

  

⑵ 慶賀 

  ①飯島俊勝様（元関東ブロック会長会会長） 叙勲 

    

⑶ 弔慰  

 ①山下美津子様（上河東保育園前園長） 

②松川和照様（元関東ブロック保育協議会会長）  

③前澤みゆき様（県社協事務局次長 前澤喜直様 ご母堂） 

 

 

 


