
令和２年度 愛媛県保育協議会 事業報告 

１ 総  括 

本会は、全国及び四国ブロック保育協議会・保育士会、行政、社会福祉協議会等との一層の連携・協働のもと、各教

育・保育事業や制度変革等社会状況の変化に対する理解を深めながら、すべての子どもの最善の利益を保障するため、

会員への適切な情報提供や支援等、保育者の資質向上及び地域に開かれた保育活動の充実を基本とした各種事業を実施

した。 

 

２ 会議等の開催 

（１）代議員会（２回） 

日時 場所 内容 出席者 

5/15（金） 書面審議 

１ 理事の承認 

２ 令和元年度事業報告・収支決算（案） 

３ 令和２年度事業計画・収支予算（案） 

33/33名 

3/29（月） 書面審議 
１ 令和２年度愛媛県保育協議会補正予算（案）及び予対 

カンパ会計収支決算見込 
33/33名 

 

（２）理事会（４回） 

回 日時 場所 内容 出席者 

第1回 5/15（金） 書面審議 

１ 令和２年度の会議・研修等のスケジュール 

２ 令和２年度愛媛県保育協議会会長表彰 

３ 第６４回全国保育研究大会における全国保育協議会

会長表彰 

４ 令和２年度全国保育士会感謝状贈呈候補者 

５ 令和２年度役員名簿 

６ 令和２年度愛媛県社会福祉協議会の事務局組織図 

28/28名 

第２回 7/9（木）13:00～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 全国保育協議会会長表彰 

２ 愛媛県保育協議会会長表彰 

３ 第６５回愛媛県保育事業研修大会  

４ 令和２年度愛媛県保育関係者交流セミナー      

５ 令和２年度愛媛県保育士キャリアアップ等研修事業 

６ 令和２年度愛媛県教育・保育施設長研修会      

27/28名 

第３回 12/10（木） 書面審議 

１ 令和２年度全国保育協議会会長表彰受賞者 

２ 令和２年度愛媛県保育協議会事業の進捗状況 

３ 令和３年度 愛媛県保育協議会会議・研修等計画 

28/28名 

第４回 3/18(木)13:00～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和２年度事業の進捗状況 

２ 令和２年度愛媛県保育協議会補正予算（案）及び予対 

カンパ会計収支決算見込 

３ 令和３年度事業計画及び収支予算（案） 

４ 第４回理事会・専門部会の運営 

26/28名 

 

 

 

 

 

 

 



（３）正副会長会（４回） ※第４回は中止 

回 日時 場所 内容 出席者 

第１回 4/28（火） 書面審議 

１ 令和元年度事業報告・収支決算（案） 

２ 令和２年度の会議・研修等のスケジュール 

３ 愛媛県保育協議会会長表彰 

４ 全国保育協議会会長表彰 

５ 全国保育協議会会員施設情報及び全国保育士会会員

名簿 

６ 令和２年度正副会長の名刺デザイン 

７ 令和２年度の役員名簿 

８ 令和２年度の愛媛県社会福祉協議会の事務局組織図 

5/5名 

第２回 6/24（水）14:00～ 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和２年度愛媛県保育士キャリアアップ等研修事業 

２ 第６５回愛媛県保育事業研修大会 

３ 令和２年度愛媛県保育関係者交流セミナー 

４ 令和２年度愛媛県教育・保育施設長研修会 

５ 四国ブロックの会議・研修 

６ 第２回理事会・専門部会の運営 

７ 令和２年度全国保育協議会会長表彰 

5/5名 

第３回 11/11（水）13:30～ 

１ 令和２年度全国保育協議会会長表彰受賞者 

２ 令和２年度愛媛県保育協議会事業の進捗状況 

３ 令和３年度会議・研修等計画 

5/5名 

第４回 中止     

第５回 3/9（火）13:30～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和２年度事業の進捗状況 

２ 令和２年度愛媛県保育協議会補正予算（案）及び予対 

カンパ会計収支決算見込 

３ 令和３年度事業計画及び収支予算（案） 

４ 第４回理事会・専門部会の運営 

5/5名 

 

（４）監事会（１回） 

日時 場所 内容 出席者 

4/20（月）13:30～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和元年度事業報告及び収支決算（案） 

 
3/3名 

 

（５）専門部会 

①総務広報部会（２回） ※第１回・３回は中止 

回 日時 場所 内容 出席者 

第１回 中止    

第２回 7/9（木）14:40～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 機関紙「えひめの保育」第４５号 
5/5名 

第３回 中止    

第４回 3/18（木）14:00～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 機関紙「えひめの保育」第４７号 
3/5名 

 

 

 

 

 



②調査研究部会（３回） ※第１回・４回は中止 

回 日時 場所 内容 出席者 

第１回 中止    

第２回 7/9（木）14:40～ 愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 保育実態調査 5/6名 

第３回 9/4（金）13:30～         １ 保育実態調査 6/6名 

第４回 中止    

第５回 3/18（木）14:00～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和３年度保育実態調査 
6/6名 

 

③研修部会（２回） ※第１回・３回は中止 

回 日時 場所 内容 出席者 

第１回 中止    

第２回 7/9（木）14:40～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和２年度愛媛県保育士キャリアアップ等研修事業 

特設会場の運営 
8/8名 

第３回 中止    

第４回 3/18（木）14:00～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和３年度の研修事業 

 
8/8名 

 

④実践研究部会（保育士部会）（２回） ※第１回・３回は中止 

回 日時 場所 内容 出席者 

第１回 中止    

第２回 7/9（木）14:40～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和２年度事例集 
8/8名 

第３回 中止    

第４回 3/18（木）14:00～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 令和３年度の研修事業 
8/8名 

 

（６）表彰委員会（１回） 

日時 場所 内容 出席者 

6/24（水）13:00～ 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

１ 愛媛県保育協議会会長被表彰候補者功績審査 

２ 代表者の決定 

３ 記念品 

5/9名 

 

３ 研修活動の実施 

（１）第６５回愛媛県保育事業研修大会（自主事業） ※中止 

（２）教育・保育施設初級職員研修会（県委託事業） ※中止 

（３）保育関係者交流セミナー（県委託事業） 

１ 実施期間 ９月１日（火）～３月３１日（水） 

２ 事業内容 〇実施方法 

ＷＥＢ開催 

〇参加対象 

（１）保育士等の職員採用予定がある教育・保育施設及び情報提供を希望する施設 

（２）保育を学ぶ学生、教育・保育施設への就職・転職を希望する方、保育に関心のある方、 

潜在保育士等 

 

 



教育・保育施設紹介 

教育・保育施設の概要や求人情報等を本会ホームページ（http://www.ehime-hoiku.jp/）に公開し、

県内外の保育の仕事に興味を持つ方に発信する。 

教育・保育施設紹介動画 

掲載を希望する教育・保育施設の様子や特徴等を紹介した動画を、ＹｏｕＴｕｂｅ専用チャンネル

に掲載する。 

トークセッション 

 愛媛県保育協議会のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開する。 

◇再生時間：３０分程度 

◇テーマ：「先輩職員から保育者を目指す方へのエール」「保育のＱ＆Ａ」 

◇発表者：教育・保育施設で従事する先輩職員（３名） 

◇進 行：やの ひろみ 氏 

３ 事業効果  保育を学ぶ学生、保育所等への就職・転職を希望する者、保育に関心のある者等が、保育の仕事に

理解を深めることで、保育士人材確保の一助となった。 

４ 参加者数等 ブース出展法人・保育所 １８か所 

 

（４）保育士等キャリアアップ研修 専門分野別研修「①乳児保育」（県委託事業） 

１ 実施期間 ９月２６日（土）～１０月２日（金） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県総合社会福祉会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ 乳児の世界（講師 非営利団体コドモノミカタ 井桁 容子 氏）  

２ 乳児保育の基本（講師 保育のデザイン研究所 川辺 尚子 氏） 

３ 発達をふまえた保育（０～２歳）（講師 保育のデザイン研究所 川辺 尚子 氏） 

４ 子どもの「やりたい！」が発揮される環境（０～２歳）（講師 お茶の水女子大学 宮里 暁美 氏） 

５ 乳児への適切な関わり（講師：非営利団体コドモノミカタ 井桁 容子 氏） 

６ 子どもの姿に基づいた指導計画（０～２歳）（講師 東京家政学院大学 和田 美香 氏） 

７ ０～２歳児を中心とした異年齢での保育（講師 保育のデザイン研究所 髙城 恵子 氏） 

３ 事業効果 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号）

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、乳児保育に関する理解を深め、適

切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた保育を行う力を養い、他の保育士等に乳児保

育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付けることができた。 

４ 修了者数 ３６１名（会員：２４２名／非会員：１１９名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）保育士等キャリアアップ研修 専門分野別研修「②幼児教育」（県委託事業） 

１ 実施期間 １０月５日（月）～１１日（日） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県総合社会福祉会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ 幼児教育の意義（講師 白梅学園大学 無藤 隆 氏）  

２ 幼児の発達に応じた保育内容１（講師 保育のデザイン研究所 川辺 尚子 氏） 

３ 幼児の発達に応じた保育内容２（講師 保育のデザイン研究所 川辺 尚子 氏） 

４ 幼児の発達に応じた保育内容３（講師 秋草学園短期大学 利根川 彰博 氏） 

５ 幼児教育の環境（講師 お茶の水女子大学 宮里 暁美 氏） 

６ 幼児教育の指導計画、記録及び評価（講師 神戸大学 北野 幸子 氏） 

７ 小学校との接続（講師 千葉大学 松嵜 洋子 氏） 

３ 事業効果 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号）

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、幼児教育に関する理解を深め、適

切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた幼児教育を行う力を養い、他の保育士等に幼

児教育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付けることができた。 

４ 修了者数 ３０１名（会員：２０３名／非会員：９８名） 

 

（６）保育士等キャリアアップ研修 専門分野別研修「③障がい児保育」（県委託事業） 

１ 実施期間 １０月１７日（土）～２３日（金） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県総合社会福祉会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ 障害とその支援に関する理解（講師 国立特別支援教育総合研究所 久保山 茂樹 氏） 

２ 気になる子どもの視点から保育を見直す 

（講師 国立特別支援教育総合研究所 久保山 茂樹 氏） 

３ 障害児の発達の援助（講師 八戸学院大学短期大学部 差波 直樹 氏） 

４ 障害児保育の指導計画、記録及び評価（講師 仙台白百合女子大学 三浦 主博 氏） 

５ 気になる子どもの保護者への支援・保護者との協働 

（講師 国立特別支援教育総合研究所 久保山 茂樹 氏） 

６ 関係機関との連携（講師 玉川大学 若月 芳浩 氏） 

３ 事業効果 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号）

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、障がい児保育に関する理解を深め、

適切な障がい児保育を計画し、個々の子どもの発達の状態に応じた障がい児保育を行う力を養い、他

の保育士等に障がい児保育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付けるこ

とができた。 

４ 修了者数 ３３７名（会員：２３３名／非会員：１０４名） 

 

 

 

 



（７）保育士等キャリアアップ研修 専門分野別研修「④食育・アレルギー対応」（県委託事業） 

１ 実施期間 １１月１６日（月）～２２日（日） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県総合社会福祉会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ 栄養に関する基礎知識（講師 東洋大学非常勤講師 太田 百合子 氏） 

２ 食育計画の作成と活用１（講師 東洋大学非常勤講師 太田 百合子 氏） 

３ 食育計画の作成と活用２（講師 東洋大学非常勤講師 太田 百合子 氏） 

４ 保育所における食事の提供ガイドライン（講師 東洋大学非常勤講師 太田 百合子 氏） 

５ アレルギー疾患の理解（講師 昭和大学医学部小児科学講座 長谷川 美穂 氏） 

６ 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（講師 小児科学講座 長谷川 美穂 氏） 

３ 事業効果 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号）

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、食育に関する理解を深め、適切に

食育計画の作成と活用ができる力と、アレルギー対応に関する理解を深め、適切にアレルギー対応を

行うことができる力の育成を目的とし、他の保育士等に食育・アレルギー対応に関する適切な助言及

び指導ができるよう、実践的な能力を身に付けることができた。 

４ 修了者数 ３４０名（会員：２３２名／非会員：１０８名） 

 

（８）保育士等キャリアアップ研修 専門分野別研修「⑤保健衛生・安全対策」（県委託事業） 

１ 実施期間 １１月３０日（月）～１２月６日（日） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県総合社会福祉会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ 保健計画の作成と活用（講師 東京家政大学 細井 香 氏） 

２ 感染症の基本的事項と予防（講師 東京家政大学 細井 香 氏） 

３ 感染症の疑い時、発生時の対応（講師 東京家政大学 細井 香 氏） 

４ 保育施設における危機管理とは（講師 株式会社アイギス 脇 貴志 氏） 

５ 新制度の中の危機管理（講師 株式会社アイギス 脇 貴志 氏） 

３ 事業効果 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号）

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、保健衛生に関する理解を深め、適

切に保健計画の作成と活用ができる力を養うとともに、安全対策に関する理解を深め、適切な対策を

講じることができる力を養い、他の保育士等に保健衛生・安全対策に関する適切な助言及び指導がで

きるよう、実践的な能力を身に付けることができた。 

４ 修了者数 ３０７名（会員：２０４名／非会員：１０３名） 

 

 

 

 

 

 



（９）保育士等キャリアアップ研修 専門分野別研修「⑥保護者支援・子育て支援」（県委託事業） 

１ 実施期間 １２月１４日（月）～２０日（日） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県県民文化会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ 保護者支援・子育て支援の意義（講師 十文字学園女子大学 亀﨑 美沙子 氏） 

２ 保護者に対する相談援助１（講師 大阪総合保育大学 大方 美香 氏） 

３ 保護者に対する相談援助２（講師 新渡戸文化短期大学 田尻 さやか 氏） 

４ 保護者に対する相談援助３（講師 保育のデザイン研究所 髙城 恵子 氏） 

５ 地域における子育て支援の実際（講師 ＮＰＯ法人せたがや子育てネット 松田 妙子 氏） 

６ 児童虐待（講師 淑徳大学短期大学部 佐藤 まゆみ 氏） 

７ 関係機関との連携・地域資源の活用（講師 和洋女子大学 矢萩 恭子 氏） 

３ 事業効果 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号）

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、保護者支援・子育て支援に関する

理解を深め、適切な支援を行うことができる力を養い、他の保育士等に保護者支援・子育て支援に関

する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付けることができた。 

４ 修了者数 ３３９名（会員：２３５名／非会員：１０４名） 

 

（10）教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）（県委託事業） 

１ 実施期間 １２月２５日（金）～１月１５日（金） 

２ 事業内容 〇実施方法 

ＷＥＢ開催 

〇参加対象 教育・保育施設長、法人代表者・経営者等 

〇研修内容 

講義Ⅰ  人材育成Ⅰ「採用から育成までの園長の役割～定着に向けて～」 

     キャリアライズＫＡＭＥＯＫＡ キャリアコンサルタント・トーク＆マナー講師 

亀岡 さちこ 氏 

講義Ⅱ  人材育成Ⅱ「ハラスメント未然防止こそ最強の切り札」 

一般社団法人スキルドエヒメ 代表理事 天野 淑子 氏 

３ 事業効果  職員間の円滑なコミュニケーションに着目して学びを深めることで、施設機能及び質の向上に努め

ることのできる施設長等を養成することができた。 

４ 修了者数 ２１６名（会員：１６８名／非会員：４８名） 

 

（11）保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」（県委託事業） 

１ 実施期間 １月１０日（日）～１６日（土） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県総合社会福祉会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ マネジメントの理解１（講師 和洋女子大学 矢藤 誠慈郎 氏） 

２ マネジメントの理解２（講師 鳥飼総合法律事務所 木元 有香 氏） 

３ マネジメントの理解３（講師 保育のデザイン研究所 髙城 恵子 氏） 

４ マネジメントの理解４（講師 保育のデザイン研究所 髙城 恵子 氏） 



５ リーダーシップ（講師 兵庫教育大学 鈴木 正敏 氏） 

６ 人材育成１（講師 大阪総合保育大学 瀧川 光治 氏） 

７ 人材育成２（講師 東京家政大学 小櫃 智子 氏） 

８ 働きやすい環境づくり１（講師 セルフケア・ラーニング 中里 弘樹 氏） 

９ 働きやすい環境づくり２（講師 セルフケア・ラーニング 中里 弘樹 氏） 

10 働きやすい環境づくり３（講師 鳥飼総合法律事務所 木元 有香 氏） 

３ 事業効果 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号） 

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、主任保育士の下でミドルリーダ 

ーの役割を担う立場に求められる役割と知識を理解し、自園の円滑な運営と保育の質を高めるため 

に必要なマネジメント・リーダージップの能力を身に付けることができた。 

４ 修了者数 ２６９名（会員：１８２名／非会員：８７名） 

 

（12）保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」（県委託事業） 

１ 実施期間 １月１７日（日）～２３日（土） 

２ 事業内容 〇実施方法 ｅラーニング 

〇特設会場 愛媛県県民文化会館 

〇参加対象 ①全課程を受講できる者 

②保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う

者等（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

〇研修内容 

１ 豊かな遊びと安全（講師 保育のデザイン研究所 川辺 尚子 氏） 

２ 身体を使った遊び１（講師 東京学芸大学 吉田 伊津美 氏） 

３ 身体を使った遊び２（講師 わらべうた実践家 久津摩 英子 氏） 

４ 言葉・音楽を使った遊び１（講師 東京家政学院大学 吉永 早苗 氏） 

５ 言葉・音楽を使った遊び２（講師 東京家政大学 野口 隆子 氏） 

６ 物を使った遊び１（講師 白梅学園短期大学 花原 幹夫 氏） 

７ 物を使った遊び２（講師 岐阜聖徳学園大学 松本 信吾 氏） 

３ 事業効果  厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号） 

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、子どもに対する理解を深め、保育 

者が主体的に様々な遊びと環境を通じた保育の展開を行うために必要な能力を身に付けることができた。 

４ 修了者数 ２０５名（会員：１５１名／非会員：５４名） 

 

◇研修事業（計９回）参加人員等 

区分 人数 割合 

会 員 １，８５０名 ６９％ 

非会員 ８２５名 ３１％ 

合計（延べ） ２，６７５名 １００％ 

平均 ２９７名  

※保育関係者交流セミナーを除く。 

 

４ 保育予算対策運動 

（１）保育制度の充実のための活動及び保育問題対応協力金活動の実施協力 

区分 金額（円） 

各支部からの協力金額 ９５２，０００円 

全国保育協議会への送金額 ４７６，０００円 

 

５ 調査研究活動 

（１）保育実態調査（現場での経験年数が３年目までの職員を対象とした働き続けやすい職場環境についての研究）の検討・実施 

（２）全国保育協議会・全国保育士会等が実施する調査への回答協力 

 

 



６ 広報活動 

（１）機関紙「えひめの保育」第４５号の発行（９月） 

（２）機関紙「えひめの保育」第４６号の発行（３月） 

（３）ホームページの運営 

 

７ 保育研究奨励事業 

（１）全国共通研究テーマ研究会 ※中止 

 

８ 関係機関・団体等との連携 

（１）後援 

名称 機関・団体名 

ｈａｐｐｙ ｂａｂｙ キャンペーン 

第６８回四国地区人権教育研究大会 

株式会社テレビ愛媛 

四国地区人権教育研究協議会 

 

（２）委員等 

名称 機関・団体名 

愛媛県子ども・子育て会議 委員 

愛媛県社会福祉審議会（児童福祉専門分科会） 委員 

交通安全県民総ぐるみ運動愛媛県本部 構成団体 

愛媛県人口問題総合戦略推進会議 委員 

愛媛県災害時福祉支援地域連携協議会 構成団体 

愛媛県発達障がい者支援協議会 委員 

県民健康づくり運動推進会議専門委員会 食育推進部会員 

愛媛県発達障がい者支援センター連絡協議会 委員 

愛媛県社会福祉協議会 監事 

愛媛県社会福祉協議会総合企画委員会 委員 

愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度運営委員会 委員 

災害ボランティアネットワーク会議 構成団体 

愛媛県動物園協会 理事 

えひめこどもの城・えひめエコハウス 運営委員 

愛媛県人権教育協議会 委員 

愛媛県 

愛媛県 

愛媛県 

愛媛県 

愛媛県 

愛媛県 

愛媛県 

愛媛県発達障がい者支援センター 

愛媛県社会福祉協議会 

愛媛県社会福祉協議会 

愛媛県社会福祉協議会 

愛媛県社会福祉協議会 

愛媛県動物園協会 

えひめこどもの城・えひめエコハウス 

愛媛県人権教育協議会 

 

９ 支部・会員への顕彰・支援 

（１）愛媛県保育協議会会長表彰の実施（１０名） 

支部名 区分 施設名 職名 氏名 

四国中央市 
公立 豊岡保育園 園長 野村 恵子 

公立 北野保育園 園長 曽我部 千裕 

新居浜市 
公立 角野保育園 園長 須藤 香由美 

私立 新居浜保育園 園長 高橋 千代理 

今治市・上島町 公立 富田保育所 所長 相田 直子 

東温市・久万高原町 公立 川内保育園 園長 八木 幸美 

伊予郡  松前町役場 課長補佐 西岡 真理 

西予市 

私立 うわまち未来こども園 園長 木綱 恵美 

私立 宇和保育園 園長 松本 由美子 

私立 中川保育園 園長 山田 里香 

 

 

 

 



（２）研修・自己研さんへの助成（０件） 

助成内容 
助成先 

修了者氏名 
助成金額 

（受講料全額） 支部名 施設名 

申請なし － － － ０円 

 

10 四国ブロック保育組織及び保育士会に関すること 

（１）大会・研修 

①四国ブロック保育士会リーダーセミナー ※中止 

②四国ブロック保育研究大会／保育組織次世代リーダー研修会 ※中止 

 

（２）会議 

①四国ブロック保育組織・保育士会合同正副会長（開催） 

日時 場所 内容 出席者 

7/15（木）13:30～ 

徳島グランヴィリオ 

ホテル 

（徳島県） 

１ 会議・研修スケジュール 

２ 四国ブロック保育組織次世代リーダー 

３ 各県の状況 
11/11名 

12/10（木）13:30～ ＷＥＢ開催 

１ 各県の状況 

２ 令和３年度会議・研修会の運営 

３ 申し合わせ事項 
8/8名 

 

②四国ブロック保育士会正副会長会（参加） 

回 日時 場所 主催 

第１回 11/6（金）15:30～ ＷＥＢ開催 高知県保育士会 

 

11 全国保育協議会に関すること 

（１）研修 

名称 期日 場所 

教育・保育施設長専門講座プログラム（２） 

※（１）は中止、（３）は令和３年４月に実施 
2/26（金）～3/15（月） ＷＥＢ開催 

保育所・認定こども園リーダートップセミナー 2/1（月）～15日（月） ＷＥＢ開催 

 

（２）会議 

名称 期日 場所 

第１回協議員総会  書面審議 

第２回協議員総会 2/18（木） ＷＥＢ開催 

 

12 全国保育士会に関すること 

（１）研修 

名称 期日 場所 

第47回全国保育士研修会 2/24（水）～27（土） ＷＥＢ開催 

 

（２）会議 

名称 期日 場所 

第１回委員総会  書面審議 

第２回委員総会 2/18（木） ＷＥＢ開催 

 


