
 

令和２年２月１２日 

理事者各位 

                                 千葉県民間保育振興会 

                                 会 長  茂呂 剛 

  

  

理事者会議開催通知 

  

   下記の通り理事者会議を開催いたしますので、宜しくご参集の程お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

日時  令和２年 ２月１８日（火）１３時 ～ １４時３０分 

    

場所  場所 松戸商工会議所（松戸市） 

    住所：松戸市松戸１８７９−１   電話：０４７−３６４−３１１１ 

議題  議事日程通り 

 

議事日程 

 

１,会長挨拶                               （茂呂 剛会長）    

 

２,議長就任                           議長（篠田 光代副会長）           

 

３,定足数確認                              （山田 裕宇記） 

 

４,資料確認             （事務局長）事前配布資料    枚（本用紙を含む） 

                          当日配布   枚（内差替資料  枚） 

                                   合計     枚 

 

５,議事録作成人紹介                        作成人（山本 亮平） 

  

６,議事録署名人                                （議 長） 

 （天野 洋史）（西野 未絵） 

 

７,前回議事録承認                               （議 長） 

  



議題の確認                                

８,新議題の採択                                （議 長） 

 （    事項） 

①                                    （    ） 

（    事項） 

①                                    （    ） 

 

９,全私保連より連絡           

 

 

１０,本日の議題 

 （審議事項） 

①  ・新規入会希望  あいラブ KIDｓ（八千代市）  （事務局・総務）） 

②  ・私保連 令和 2年度全私保連表彰 推薦者選定  （事務局・総務） 

 

                                                                        

 （協議事項） 

① ・令和元年度事業報告案について                   （事務局・総務） 

② ・令和 2年度 総会講演                     （事務局・総務） 

③ ・令和２年度研修会研修案内（案）について                （研修） 

                                                                                                                                 

１１,各委員会報告  

 

事務局 

・第３回正副会長会議 報告  

・令和２年度 千葉県民間保育振興会ご加入依頼 

・私保連名称変更に向けた意見照会（私保連事務局へ、1/31 に提出済み） 

・私保連関東ブロック会議 2/21 

・全国研修部長会議 2/13（木）、14（金）浅草ビューホテル 

・第 55 回代表者会議 3/4（水）浅草ビューホテル                                                                                                    

研修委員会 

 ・ 

広報委員会 

  ・保育ステップジャンプ５１号の進捗状況について 

調査要望委員会 

 ・ 

経営研究委員会 

 ・ 

保育者の集い委員会 

 ・保育者の集いアンケート結果について 

青年部会 

 ・ 



その他 

  ・ 

１２,次回開催日時場所確認                         （事務局） 

  日 時 令和２年３月１７日（火）  時～  時 

  場 所  



全私保連
全国私立保育園連盟に同時加盟
（　する　・　しない）

記入日 令和　２年　２月　５日

定員 １２名

園長名 渡辺順一郎

代表者
職・氏名

施設長　渡辺順一郎

URL http://ilovekids.jp/ TEL ０４047-482-8179

E-mail 　　　　ilovekids@outlook.jp　　　　　　　　 FAX ０４047-482-8179

事務局 新井保育園（市川市）　田中　幸夫

TEL：     047-357-3211

FAX：     047-357-8936

E-mail：  tanaka-y@chidori-arai.or.jp

住　所
〒276-0029
八千代市村上南４－１３－３０

千葉県民間保育振興会　入会申込書

保育園名 あいラヴKIDｓ

設置経営
主体

個人（八千代市保育団体経由で入会希望）



全私保連発第 203 号 

令和 2 年 1 月 15 日 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

加 盟 団 体 代 表 者  各 位 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

会  長  小 林  公 正 

  （公 印 省 略） 

 

令和２年度全私保連表彰ご推薦のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より本連盟事業推進に格別のご

協力を賜り心より感謝申し上げます。 

 さて、令和２年度 第６３回全国私立保育園研究大会（札幌大会）は６月２４日～２６日の

３日間、札幌市にて開催いたします。例年通り開会式において全私保連表彰を執り行います。

各組織におかれましては、本連盟表彰規程および下記をご参照の上、被表彰者のご推薦をいた

だきますようによろしくお願い申し上げます。 

上記のご推薦を受けまして、４月中旬の審査委員会を経て、理事会にて決定というスケジュ

ールで進めさせていただきます。ご推薦は４月１５日（水）までにいただけましたら幸いで

す。ご多忙な時期とは存じますが、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

１． 同封の表彰規程および同施行細則をご参照の上、ご推薦ください。 

保育功労賞については「年齢」、保育特別功労賞については「勤続年数」にご留意ください。 

・保育功労賞－理事長または園長で 55 歳以上、その他の職員は 50 歳以上 

※年齢の基準日は表彰年度４月１日とする 

・保育特別功労賞－30 年以上保育園に勤務 

２． 各組織推薦人数は、表彰規程施行細則に従い別紙１の通りとします。 

３． 保育特別功労賞につきましては、施行細則第４条２の通り実践記録等の添付をお願いいた

します。 

４． 簡便な履歴書を添付してください。（保育事業関連の職歴のみ記載。本籍・自宅住所、写真

等はなくても結構です。） 

５． 推薦書の書式は別紙２の通りです。必ず推薦理由をご記入ください。 

６． 表彰式ご出席に伴う経費（旅費、宿泊費、大会参加費等）につきましては、ご本人負担あ

るいは組織でのご配慮をお願いいたします。大会交流会のみご招待とさせていただきます。 

 

 

【お問い合わせ・連絡先】 

全国私立保育園連盟 事務局  塙 久美子 

Tel 03-3865-3880   Fax 03-3865-3879  

Mail khanawa@zenshihoren.or.jp 

 

 



別紙１ 

 

表彰の推薦について 

１．保育功労賞について 

 各組織１名の推薦。ただし、表彰規程施行細則第４条第３項により各組織の推薦人数を下記

の通りとします。（令和 1年度会費納入実績基準） 

 

組織別推薦人数（令和 1年 12 月現在の基準）  合計 １２３名 

  札幌市   ４名       大阪市   ５名 

  釧路市   １名       神戸市   ２名 

  帯広市   １名       兵庫県   ３名 

  北 見   １名       姫路市   １名 

  青森県   １名       西宮市   １名 

  岩手県   １名       奈良県   １名 

  秋田県   ２名       和歌山市    １名 

  山形県   ２名       鳥取県   １名 

  茨城県   ４名       島根県   ２名 

  栃木県   ２名       岡山県   ２名 

  群馬県   ２名       広島市   ２名 

  埼玉県   ３名       広島県   １名 

  千葉県   ３名       徳島県   １名 

  千葉市   ２名       高知県   １名 

  東京都  １２名       北九州市    ２名 

  横浜市   ２名       福岡市   ３名 

  静岡県   ４名       福岡県   ５名   

  石川県   １名       長崎県   ５名 

  福井県   １名       熊本県   ４名    

  岐阜県   ２名       熊本市   ２名 

  名古屋市   ４名       大分県   ２名 

  愛知県   ２名       宮崎県   ３名 

  三重県   ２名       鹿児島県  ３名 

  滋賀県   ２名       鹿児島市  １名 

  京都市   ３名       沖縄県   ３名 

  京都府   ２名      

 

２．保育特別功労賞「保育内容部門」     若干名 

３．保育特別功労賞「先駆的保育事業部門」  若干名 

４．保育特別功労賞「過疎地域保育振興部門」 若干名 



表 彰 規 程 

    

（目的） 

第１条 定款第４条に定める事業の推進に寄与した者に対する表彰に関し、この表彰規程を

定める。全国私立保育園連盟（「本連盟」という）のおこなう表彰に関してはすべてこの

規程によるものとする。 

 

（対象者） 

第２条 次のいずれかに該当する者を表彰する。 

（１）私立保育施設における保育の実践をとおして保育事業の充実に貢献し 、優れた功績

のあった者 

（２）本連盟または本連盟加盟組織の活動をとおして本連盟の発展に貢献し、優れた功績の

あった者 

 

（表彰の種別） 

第３条 表彰は保育功労賞、保育特別功労賞、連盟功労賞、連盟特別功労賞とする。 

 

（決 定） 

第４条 表彰にあたっては原則として各加盟組織の推薦に基づき、常任理事によって構成す

る審査委員会で審査したうえ、理事会で決定する。 

 

（表彰の実施） 

第５条 表彰は全国私立保育園研究大会において、賞状および記念品を授与しておこなう。 

 

（施行細則） 

第６条 この規程に規定するほか各表彰の選考基準、その他表彰の実施に関しては施行細則

に定める。 

 

（規程の改廃） 

第７条 この規程の改廃は理事会でおこなう。 

 

付 則 この規程は平成１１年２月９日から施行する。 

    第１次改訂 平成２３年４月 1日 

    第２次改訂 令和元年１２月２３日 

 

 



表彰規程施行細則 

 

第１条 表彰規程第６条の規定に基づいて施行細則を定める。 

 

第２条 表彰は表彰規程第３条に規定する表彰の種別ごとに若干名に対しておこなう。 

２ 保育特別功労賞は部門を分けておこなう。 

 

第３条 各表彰は次の基準によっておこなう。 

１ 保育功労賞 

（１）保育の実践または本連盟ないし本連盟加盟組織の活動をとおして、保育事業の発展に

貢献し優れた功績のあった者で、次に該当する者とする。 

  ア 原則として理事長または園長であって年齢５５歳以上であること 

  イ 園長でない職員の場合は年齢５０歳以上であること 

  ウ 年齢の基準日は表彰年度の４月１日とする。 

（２）退職者および故人も対象とする。但し、原則として退職または死亡後１年以内の者と

する。 

２ 保育特別功労賞 

（１）保育内容部門は、ながらく保育内容の向上に功績のあった保育士の表彰をおこなって

きた「豊田扶雄子賞」の精神を受け継ぎ、優れた保育内容の実践を讃えるものとし、次

のいずれにも 該当する者とする。 

  ア ３０年以上保育園に勤務し、園長または指導的な立場にある職員（保育士、保育教

諭、看護師、調理員等）であること 

  イ 保育内容の充実・向上に貢献し、他の模範となるような優れた功績があったこと 

（２）先駆的保育事業部門は、ながらく先駆的保育事業の実践に功績のあった理事長または

園長の表彰をおこなってきた「渡辺嘉重賞」の精神を受け継ぎ、先駆的な保育実践を讃

えるものとし、次のいずれにも該当する者とする。 

  ア ３０年以上保育事業に従事した理事長または園長であること 

  イ 新しい時代のニーズに即した先駆的な保育事業を実践し、他の模範となるような優

れた功績のあったこと 

（３）過疎地域保育振興部門は、ながらく農漁村地域の保育事業の振興に功績のあった理事

長または園長の表彰をおこなってきた「筧雄平賞」の精神を受け継ぎ、過疎地域の保育

振興に資する実践を讃えるものとし、次のいずれにも該当する者とする。 

  ア ３０年以上にわたって保育事業に従事した園長または理事長であること 

  イ 農山漁村地域または過疎地域において、保育事業の振興に資するうえで他の模範と

なるような優れた功績のあったこと 

 



３  連盟功労賞 

（１）本連盟の活動に関して企画の立案、実施、保育に関する研究等により優れた功績のあ

った者で、次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 専門部等において専門部長等を６年または専門部員等を１０年務めたこと 

  イ アに該当しない者で、その功績が特に顕著であると認められること 

（２）原則として上記の役職を退任した後とする。 

（３）顧問または参与に該当する者を除く。 

（４）表彰は１回のみとし、受賞後連盟特別功労賞の受賞は妨げない。 

４ 連盟特別功労賞 

（１）本連盟の役員として、組織の強化、政策の提言、財源の確保等により、本連盟の事業

に優れた功績のあった者で、次のいずれかに該当する者とする。 

  ア 本連盟の役員で顧問または参与の資格を有すること 

  イ 顧問または参与の資格を有しない者で、その功績が特に顕著であると認められること 

（２）本連盟の役員は、原則として役員を退任した後とする。（退任の判断基準日は、表彰 

者を詮衡する理事会開催日とする。）  

 

第４条 推薦は各加盟組織からおこなう。ただし、連盟功労賞および連盟特別功労賞につい

ては事務局からもおこなうことができる。 

２ 推薦は推薦書によっておこなう。ただし保育特別功労賞にあっては功績を表す実践記録、

研究論文等を添付する。 

３ 保育功労賞の推薦は各組織から１名とし、前年度会費納入会員数がおおむね１００名を

超える毎に１名を加えることができる。 

 

第５条 審査委員会は推薦の有無にかかわらず基準に該当する者を審査の対象とすること

ができる。 

 

第６条 被表彰者の決定は理事会においておこなう。 

 

第７条 この施行細則の改廃は理事会でおこなう。 

 

付 則  この施行細則は平成１１年２月９日から施行する。 

     第１次改訂  平成２３年４月 1日 

     第２次改訂  平成３０年５月３０日 

     第３次改訂  令和元年１２月２３日 



連 盟 特 別 功 労 賞 内 規 

 

（総 則) 

第１条 公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)表彰規程に基づき「連

盟特別功労賞」の内規を定める。 

 

（適用の範囲) 

第２条 本連盟の役員または関係者として、組織の強化、財源の確保、高度な研究等により、

本連盟の基盤の確立に功績を残したと認められる者で次の各号の何れかに該当する者に

対し特別功労賞を贈る。但し本連盟の役員は原則として退任後とする。 

（１）本連盟顧問または参与の資格を有する者。 

（２）顧問または参与に該当しない者で、その功績が大として認められた者。但し、この場

合は理事会での一致した推薦を必要とする。 

 

（推薦の方法) 

第３条 本連盟審査委員会で審査を行い、理事会へ推薦し承認を得るものとする。 

２ 審査委員会への推薦は、総会、代表者会議、理事会、事務局より推薦できるものとする。 

 

（表 彰) 

第４条 表彰は、全国私立保育園研究大会において行う。 

 

（副 賞) 

第５条 この賞の副賞は、特別に決定した場合を除き、楯にその功績を讃えて表彰する。 

 

（改 廃) 

第６条 この規程の改廃は、理事会で行う。 

 

付 則 この規程は平成元年１０月１７日より施行する。 

    第１次改訂 平成１０年５月２８日 

    第２次改訂 平成２３年４月 1日 

    第３次改訂 令和元年１２月２３日  

 

 

 

 

 



連 盟 功 労 賞 内 規 

 

（総則) 

第１条 公益杜団法人全国私立保育園連盟(「以下「本連盟」という。)表彰規程に基づき「連

盟功労賞」の内規を定める。 

 

（適用の範囲) 

第２条 本連盟の事務局員または専門部員等として、組織の強化、予算の確保、保育に関す

る研究等により、本連盟の運営に功績を残したと認められる者で次の各号の何れかに該当

する者に対し功労賞を贈る。但し、原則として退任後とし、顧問・参与に該当する者を除

く。 

（１）本連盟専門部長等を６年以上務めた者。 

（２）本連盟専門部員等を１０年以上務めた者。 

（３）会長が特に認めた者。 

 

（推薦の方法) 

第３条 本連盟審査委員会で審査を行い、理事会へ推薦し承認を得るものとする。 

２ 審査委員会への推薦は、原則として事務局より行う。 

 

（表彰) 

第４条 表彰は、全国私立保育園研究大会において行う。 

 

（副賞) 

第５条 この賞の副賞は、特別に決定した場合を除き、楯にその功績を讃えて表彰する。 

 

（改廃) 

第６条 この内規の改廃は、理事会で行う。 

 

付 則 

 この内規は平成７年５月２９日より施行する。 

 第１次改訂 平成１０年５月２８日 

 第２次改訂 平成２３年４月 1日 

 第３次改訂 令和元年１２月２３日 



１１年度 長生 石井 勇    愛光保育園 

 

１２年度 市川 筑紫ミサ    つくし保育園 

夷隅 鈴木重智    子山保育園 

 

１３年度 千葉 小林 

     松戸 石井錦一    平和保育園 

 

１４年度 流山 岡田康男    八木北保育園 

 

１５年度 市川 桑 原 ふ く  まきば保育園 

     松戸 杉本正一    社福法人にじの会 

 

１６年度 安房 鈴木美也子   白鳩保育園 

     安房 本田 馨    館山ユネスコ保育園  

 

１７年度 市川 土木田康治   社会福祉法人 若恵福祉会 

流山 高橋英雄    小山保育園 

 

１８年度 船橋 田中 衛    めぐみ保育園 

     山武 飯田タミ    日向保育園 

 

１９年度 市川 芝田康雄    原木保育園 

     茂原 篠田哲彦    高師保育園 

 

２０年度 千葉 佐藤悦光   稲毛保育園 

佐倉 長島成幸  光の子保育園 

 

２１年度 船橋 小山梅子  アンデルセン保育園 

     市川 渋谷梅吉 杉の木保育園 

 

２２年度  船橋市     杉本久子    たかね台ベビーホーム 

      旭市     田辺明美    おうめい保育園 

 

23 年度  銚子市   椎名三重子  松岸保育園  

24 年度  船橋市   伊藤愛子   しらゆり保育園 

      八千代市  茂呂咲子  新木戸保育園 

 

25 年度  松戸市   和田幸子  野菊野保育園 

      四街道市  中浦修治  大日保育園 

 

26 年度   市川市   筑紫輝夫   つくし保育園 

       南房総市  奥村周孝   白浜保育園 



27 年度   松戸市  石井  錦一 第一平和保育園     

      八千代市  服部芳子   若葉高津保育園 

 

28 年度   松戸市  倉田 裕子   松戸南保育園  

      船橋市   小山 英明   美咲こばと保育園 

 

29 年度   船橋市  伊藤 とし枝  てまり保育園 

       印旛   内藤 節子   こひつじ保育園 

       浦安市   指田 勝希   社会福祉法人 芳雄会  

 

30 年度   市川市  猪瀬 忠彦   愛泉保育園 

       流山市          八木北保育園 

             木更津   宮崎 永寿 木更津社会館保育園 

 

31年度   松戸市  杉本 景子  大金平グレースこども園 

       八千代市  岸辺 徳子  マリアこども園 

        香取市  髙橋 佐智子 明照こども園    

 

令和２年度 船橋市 

      流山市 

      印旛 
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■事務局・総務員会 

１．委員会構成 

         事 務 局 長  田中 幸夫子 （市川市 新井保育園） 

         委 員 長  山田 裕宇記 （松戸市 小金グレースこども園） 

         会   計  猪瀬 貴大  （市川市 愛泉保育園） 

         委   員  飯島 一幸  （船橋市 さくら保育園） 

         委   員  山本 亮平  （流山市 ピオーネ流山保育園） 

  

２．活動内容 

  （１）総会の開催 

     ５月 ２１日  場所  千葉センシティタワー 会議室 

             総会員園数： ２７８園 

             出 席 園数：  ６２園 

             委 任 状 ： １５６園 

計    ： ２１８園 

 

  （２）理事会の開催 

     ４月１６日  場所：全日警ホール      出席者： ２０名 

     ５月１４日  場所：西船橋出張所      出席者： １９名 

     ６月２５日  場所：全日警ホール      出席者： ２０名 

     ７月３０日  場所：全日警ホール      出席者： ２２名 

     ９月１７日  場所：西船橋出張所      出席者： ２１名 

    １０月１５日  場所：西船橋出張所      出席者： １５名 

    １１月１９日  場所：西船橋出張所      出席者： １８名 

    １２月１７日  場所：全日警ホール      出席者： １９名 

     ２月１８日  場所：松戸商工会議所     出席者： ○○名 

     ３月１７日  場所：西船橋出張所      出席者： ○○名 

 

  （３）第１回プロジェクト研修会 

     ７月３０日  場所：全日警ホール      出席者： １００名 

                

  （４）第２回プロジェクト研修会 

     １月２７日  場所：市川文化会館      出席者： ４７名 

 

 

３．委員会開催報告 

  （１）平成３１年  ４月  ３日（水）  １５時００分 ～ １７時００分 

場所：さくら保育園（船橋市）   

議題：総会準備  

 

  （２）平成３１年  ４月  ８日（金）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：チューリップ保育園（千葉市）   

議題：今年度のＨＰ及びメールシステム運営に関し広報委員会と協議 
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  （３）平成３１年  ５月 ２９日（火）  １５時００分 ～ １８時００分 

場所：音のゆりかご保育園（松戸市）   

議題：会費請求等に関する準備 

 

  （４）令和 元年  ６月  ４日（月）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：西船みどり保育園（船橋市）   

議題：今年度のＨＰ及びメールシステム運営に関し広報委員会と最終協議 

 

（５）令和 元年  ６月 ２５日（火）  １１時００分 ～ １２時３０分 

場所：全日警ホール（市川市）   

議題：会費請求書発送作業 

 

  （６）令和 元年  ８月  ８日（木）  １６時００分 ～ １８時００分 

場所：中山あけぼの保育園（船橋市）  

議題：理事会準備等 

 

  （７）令和 元年 １０月 １０日（木）  １５時００分 ～ １７時００分 

場所：新井保育園（市川市）  

議題：全国私立保育園連盟署名準備、台風１５号の調査集計等 

 

  （８）令和 元年 １１月  ７日（木）  １０時００分 ～ １１時３０分 

場所：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜市）  

議題：理事会準備等 

 

  （９）令和 元年 １２月  ９日（金）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：愛泉保育園（市川市）   

議題：理事会準備等 

 

  （10）令和 ２年  １月 ２７日（月）  １０時００分 ～ １２時００分 

場所：市川市文化会館（市川市）  

議題：理事会準備、当日のプロジェクト研修会最終確認 

 

  （11）令和 ２年  ２月 １８日（火）  １０時００分 ～ １２時００分 

場所：松戸商工会議所（松戸市） 

議題：理事会準備等 

 

（1２）令和 ２年  ３月 １７日（火）  １１時００分 ～ １３時００分 

場所：西船橋出張所（船橋市）  

議題：会議 
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■広報委員会 

１．委員会構成  担当副会長  松崎 総一 （船橋市 西船みどり保育園） 

         委 員 長  大越 紀明 （八千代市 緑が丘はぐみの杜保育園） 

         委   員  佐竹 恒輝 （船橋市 てまり保育園） 

         委   員  渡邉 信哉 （一宮町 愛光保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）ｗebサイトへの各種情報掲載 

      ホームページを用いての活動報告・情報提供 

       

  （２）保育ステップジャンプの発行 

      第５０号、５１号の発行 

 

３．委員会開催計画 

  （１）令和元年 ６月４日（火）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：西船みどり保育園（船橋市）   

議題：HP活用方針・広報誌発行打ち合わせ・スケージュール確認 

 

  （２）令和元年 ７月２９日（月） １４時００分 ～ １７時００分 

場所：緑が丘はぐみの杜保育園（八千代市）   

議題：HP更新の確認・広報誌５０号作成調整 

 

  （３）令和元年 ９月１０日（火） １４時００分 ～ １７時００分 

場所：てまり保育園（船橋市）   

議題：広報誌５０号発送事務作業  

 

  （４）令和元年 １１月１８日（月）１２時００分 ～ １６時００分 

場所：愛光保育園（一宮町）   

議題：広報誌５１号記事案について・HP活用について  

 

  （５）令和２年 １月１０日（金） １５時００分 ～ １６時３０分 

場所：現地集合   

議題：広報誌５１号記事の取材（風の村保育園八街にて）  

 

（６）令和２年 ２月   １５時００分 ～ １７時００分 

場所：西船みどり保育園   

議題：次年度事業計画案、予算案 広報誌作成 

 

（７）令和２年 ３月   １５時００分 ～ １７時００分 

場所：緑が丘はぐみの杜保育園   

議題：広報誌５１号発送事務作業  
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■研修委員会 

１．委員会構成  担当副会長  久居 麻紀子 （松戸市 音のゆりかご保育園） 

         委 員 長  橘  朱美  （松戸市 いわさき保育園）） 

         副 委員長  小島 基江  （市川市 つくし保育園） 

         副 委員長  利光 美亜子 （四街道市 四街道保育園） 

         委   員  加瀬 麻未  （松戸市 佑和保育園） 

         委   員  廣内 千帆子 （松戸市 弁天保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）保育実践研修会（９回連続研修会） 

     講師兼ファシリテーター：和光保育園園長 鈴木 眞廣氏 

     ファシリテーター：千葉明徳短期大学准教授 小久保 圭一郎氏 

     時間：１４時００分 ～ １７時００分 

     参加人数：    名 

     第１回目  ６月 ２０日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２２名 

第２回目  ７月 １８日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２１名 

     第３回目  ８月 ２２日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２１名 

第４回目  ９月 １９日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２２名 

     第５回目 １０月 １７日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：１９名 

第６回目 １１月 ２１日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：１７名 

     第７回目 １２月 １２日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２０名 

第８回目  １月 １６日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：２２名 

     第９回目  ２月 １３日(木)  場所：千葉明徳短期大学  参加者：  名 

 

（２）高山静子先生の連続講座（２回連続研修会） 

     テーマ 保育の『質』を環境構成から考える 

講師：東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 子ども支援専攻 

   教授 高山 静子氏 

     時間：１４時００分 ～ １７時００分 

参加人数：１０６名  

     第１回目  ７月 ４日(木)  場所：千葉商工会議所   参加者：４９名 

第２回目 １１月１８日(月)  場所：千葉商工会議所   参加者：４８名 

 

（３）久保健太先生の連続講座（３回連続研修会） 

   テーマ 動画を見ながら「おもしろそう」の出会いから保育を考える 

     講師: 関東学院大学教育学部専任講師          久保 健太氏 

     時間：１４時００分 ～ １７時００分 

     延べ参加人数：９３名 

     第１回目 ６月 ６日(木)  場所：千葉市民会館   参加者：４３名 

     第２回目 ７月２３日(火)  場所：千葉商工会議所  参加者：４１名 

     第３回目 ９月 ５日(木)  場所：千葉市民会館   参加者：４３名 
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３．委員会開催報告 

 

 （１）平成３１年４月２５日 

     場所：音のゆりかご保育園 

     議題：研修要項発送準備、研修会について 

 

  （２）令和元年１０月 １７日  １４時００分 ～ １６時００分 

場所：音のゆりかご保育園   

議題：令和２年度研修会について 

 

  （３）令和元年１１月１８日   １３時００分 ～ １３時３０分 

      場所：千葉商工会議所 

      議題：令和２年度研修会について 

 

  （４）令和元年 １月 １７日  １４時３０分 ～ １７時００分 

場所： 松戸駅 星野珈琲 

議題： これからの研修会のあり方について 
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■保育者の集い委員会 

１．委員会構成 

担 当 副 会 長  川副 孝夫  (市川市   風の谷保育園） 

委 員 長  岩間 真佐代（浦安市  弁天保育園） 

副 委 員 長  西野 未絵 （市川市  百合台保育園） 

副 委 員 長  伊藤 朋成 （山武市   蓮沼保育園） 

委 員  菅野 寛子 （船橋市  田喜野井旭こども園） 

委 員  山崎 竜二 （千葉市  若竹保育園） 

委 員  松丸 健太郎（市川市  かいづか保育園） 

委 員  小林 元  （流山市  けやきの森保育園 おおたかの森園） 

（ 派 遣 委 員 ） 

委 員  門田 奈々  （松戸市  東松戸保育園） 

委 員  久保 孝太  （流山市  森の葉保育園） 

委 員   阿部 雅美  （船橋市  たちばな保育園） 

委 員  伊賀 由美子（市川市  市川南保育園） 

委 員  宇津木 寿夏 （山武市  若杉保育園） 

委 員  湯浅 恵莉香（香取市  明照保育園） 

委 員  田中 夏季  （八千代市 緑が丘はぐみの杜保育園） 

委 員  海老澤 有香（松戸市  保育園きぼうのつばさ） 

委 員  西村 海  （流山市  暁の星保育園） 

委 員  岡野 佐紀  （千葉市  千葉寺保育園） 

委 員  鍋島 暁子  （船橋市  みどり保育園） 

委 員  高津 悦子  （船橋市  みどり保育園） 

 ( 協 力 委 員) 

委 員  石井 有希  （市川市  つくし保育園） 

 

２．活動内容 

  （１）令和２年  １月 ２５日（土） 第２４回保育者の集い 開催 

 

３．委員会開催 

  （１）令和元年  ５月 ２４日（金）１５：００～１７：００ 

場所：浦安市民プラザ WAVE101  市民サロン 2 (浦安市) 

議題：第１回役員会  

 

（２）令和元年  ６月 １８日（火）１４：００～１７：００ 

場所： 浦安市民プラザ WAVE101  市民サロン 6 (浦安市) 

議題：第２回役員会・第１回保育者の集い委員会 

 

（３）令和元年  ７月  １日（火）１４：００～１７：００ 

場所：弁天保育園 （浦安市） 

議題：第３回役員会・第２回保育者の集い委員会 
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  （４）令和元年   ８月  １日（月）１５：００～１７：００ 

場所：西船橋出張所（船橋市） 

議題：第４回役員会・第３回保育者の集い委員会 

 

  （５）令和元年  １０月  ７日（月）１５：００～１７：００ 

場所：グリーンホテル幕張 1階ロビー  

議題：第５回役員会・第４回保育者の集い委員会及び会場下見 

 

  （６）令和元年  １１月 １１日（月）１４：３０～１７：００ 

場所：西船橋出張所 (船橋市) 

議題：第６回役員会・第５回保育者の集い委員会及び要綱発送作業 

 

  （７）令和元年  １２月  ９日（月）１５：００～１７：００ 

場所：西船橋出張所  (船橋市) 

議題：第７回役員会・第６回保育者の集い委員会及び参加券発送作業 

 

  （８）令和元年   １月 １０日（金）１４：３０～１７：００ 

場所：弁天保育園   (浦安市) 

議題：第８回役員会・第７回保育者の集い 

 

 （９）令和元年   ２月 ２１日（金）１５：００～１７：００ 

場所：弁天保育園   (浦安市)  

議題：第９回役員会・第８回保育者の集い委員会 
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■調査要望委員会 

１．委員会構成  担当副会長  高橋 弘道 （香取市  明照保育園） 

         委 員 長  熱田 寛明 （匝瑳市  東保育園） 

         副 委 員 長  天野 洋史 （船橋市  あすなろ保育園） 

         副 委 員 長  力丸 裕美 （松戸市  稔台保育園） 

         委   員  中野内則子 （流山市  松の実保育園） 

           

２．活動内容 

  （１）県への要望書作成 

  （２）地域代表者会議の開催 

   

３．委員会等開催 

  （１）令和 元年 ６月２１日（金）  １１時３０分 ～ １４時００分 

場所：匝瑳市内飲食店（匝瑳市） 

議題：保協側と県への要望書提出内容検討 

 

  （２）令和 元年 ７月１７日（水）  １４時００分 ～ １７時００分 

場所：成田市内飲食店（成田市） 

議題：県への要望書提出内容検討、調査内容検討 

       

  （３）令和 元年 ８月 ７日（水）  １０時００分 ～ １２時００分 

場所：千葉県議員会館（千葉市） 

議題：県（千葉県担当部、課長）への要望書提出 

       

  （４）令和 元年 ８月 ２９・３０日（木・金） 

場所：京都東急ホテル（京都市） 

議題：全私保連 全国調査部長会議 

       

  （５）令和 元年 ９月１７日（火）   

場所：船橋市内飲食店（船橋市） 

議題：地域代表者会議打ち合わせ 

  

（６）令和 元年 ９月３０日（火） １６時００分 ～ １６時３０分 

場所：千葉県自民党県支部（千葉市） 

議題：県（自民党保育所問題議員研究会会長）への要望書提出 

 

（７）令和 元年１０月１０日（木） １４時００分 ～ １６時００分 

場所：成田市内飲食店（成田市） 

議題：地域代表者会議打ち合わせ 

 

  （８）令和 元年１２月１７日（火）  １３時００分 ～ １４時００分 

場所：船橋市内飲食店（船橋市） 

議題： 地域研修、代表者会議開催について 
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  （９）令和 ２年 ２月１８日（火）  １５時００分 ～ １９時００分 

場所：松戸商工会議所（松戸市） 

議題： 地域研修、代表者会議開催 

   

 

（１０）平成３１年  ２月 １２日（火）  １１時００分 ～ １３時００分 

場所：西船駅周辺飲食店（船橋市） 

議題：調査検討、委員会事業報告 
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■調査要望委員会 

１．委員会構成  担当副会長  高橋 弘道 （香取市  明照保育園） 

         委 員 長  熱田 寛明 （匝瑳市  東保育園） 

         副 委 員 長  天野 洋史 （船橋市  あすなろ保育園） 

         副 委 員 長  力丸 裕美 （松戸市  稔台保育園） 

         委   員  中野内則子 （流山市  松の実保育園） 

           

２．活動内容 

  （１）保育制度の調査、研究 

 

  （２）県への要望書作成 

 

  （３）地域代表者会議の開催 

 

３．委員会等の開催  

  （１）令和 ２年  ４月   

場所：未定    

議題：一年間の活動方法検討  

 

  （２）   ２年  ５月   

場所：未定   

議題：要望書、調査内容検討 

 

  （３）   ２年  ７月   

場所：未定 

議題：地域代表者会議、要望書検討 

 

  （４）   ２年  ８月   

場所：千葉県議員会館 

議題：要望書提出 

 

  （５）   ２年  ９月   

場所：未定 

議題：調査内容検討 

 

  （６）   ２年 １０月   

場所：千葉県自民党県支部 

議題：要望書提出 

 

  （７）   ２年 １２月   

場所：未定 

議題：地域代表者会議開催予定 
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  （８）   ３年 １月   

場所：未定 

議題：調査報告内容検討 

 

  （９）   ３年 ３月 

      場所：未定 

      議題：調査報告内容検討、次年度活動計画検討 
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■経営研究委員会 

１．委員会構成  担当副会長  篠田 光代  （流山市 八木北保育園） 

         委 員 長  村上 輝子  （流山市 えどがわ南流山保育園） 

         副 委 員 長  飯田 倫雄  （富津市 富津保育園） 

         副 委 員 長  林  健一  （木更津市 木更津むつみ保育園） 

         委   員  後藤 敏宏  （船橋市 こでまり保育園） 

         委   員  三津田 優  （船橋市 かもめ保育園） 

委   員  杉本 正人  （船橋市 たかね台ベビーホーム） 

委   員  富澤 真史  （白井市 ひまわり保育園） 

委   員  嶋本 賢修  （白井市 白井保育園）  

 

２．活動内容 

  （１）千葉県私立大学短期大学協会との情報交換会の企画・実施 

     令和元年  ６月 ２１日（金）「養成校と保育施設の情報交換会」開催 

     （場所：西船橋出張所） 

 

  （２）経営に関する研修会の企画・実施 

令和元年 １１月 ２８日（木）「防災・危機管理研修会」開催 

     （場所：千葉県西部防災センター） 

 

  （３）千葉県民間保育園フェスタの検討 

 

 

３．委員会開催報告 

  （１）平成３１年 ４月 ２３日（木）  １４時００分 ～ １６時００分 

場所：白井保育園（白井市）   

議題：養成校との懇談会について、経営研修について 

 

  （２）令和元年  ５月 ２０日（月） 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：養成校との懇談会について、経営研修について 

 

  （３）令和元年  ６月  ４日（火）  １４時００分 ～ １６時００分 

場所：富津保育園（富津市）   

議題：養成校との懇談会について、防災危機管理研修について 

 

  （４）令和元年  ７月 ２６日（金）  １７時００分 ～ １９時００分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市） 

議題：養成校との懇談会報告について、防災危機管理研修について 

 

  （５）令和元年  ９月  ９日（月）  １４時００分 ～ １６時３０分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：防災危機管理研修について、経営研修について 
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（６）令和元年 １０月 ２８日（火）  １４時００分 ～ １６時３０分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：経営研修について 

 

（７）令和元年 １２月 ２６日（木）  １８時００分 ～ ２０時３０分 

場所：えどがわ南流山保育園（流山市）   

議題：防災・危機管理研修報告について、経営研修について 

 

（８）令和２年  1月 ３０日（木）  １４時００分 ～ １６時００分 

    場所：えどがわ南流山保育園 

    議題：次年度の経営研修について 

 

（９）令和２年  ３月  ５日（木）  １４時００分 ～ １６時００分 

    場所：えどがわ南流山保育園 

    議題：次年度の経営研修について    

 

 

 



 

 

令和元年度 2月理事会   事務局 報告事項 

 

 

  【振興会】 

〇第 3回正副会長会議 報告 

  ・別紙 議事録参照 

 

 

〇令和 2年度 千葉県民間保育振興会ご加入依頼 

  ・対象園 ⇒県内にて、私保連のみ加盟されている９園 

 

    

 

  【私保連】 

   〇私保連名称変更に向けた意見照会（私保連事務局へ、1/31に提出済み） 

     ・県内 2園よりご意見あり   

① 「全国私立保育・こども連盟」の名称は、いかがでしょうか。 

② 名称変更について賛同いたします。 

    

    

〇私保連関東ブロック会議 2/21（金）保育会館  14時～ 

  ・出席者：久居副会長（懇親会〇）、高橋副会長（懇親会×）、猪瀬理事（懇親会〇） 

 

 

〇全国研修部長会議  2/13（木）、14（金）浅草ビューホテル 

     ・令和 2年度全国私立保育園研究大会（徳島大会） 分科会提案について 

 

 

〇第 55回代表者会議  3/4（水）浅草ビューホテル 11時～14時 10分予定 

     ・出席者： 

 

  

   



 

 

令和元年度 千葉県民間保育振興会 第 3 回正副会長会議 議事録 

 

日時 ： 令和 2 年 1 月 27 日（月） 17 時 00 分 ～ 19 時 30 分 

場所 ： 市川市内 

 

出席者 

茂呂会長、 久居副会長 

 

陪席者（事務局、総務委員） 

田中 幸夫、 山田 祐宇記、 飯島 一幸、 猪瀬 貴大、 山本 亮平 

  

欠席者 

篠田副会長、 高橋副会長（前日ご欠席）、 川副副会長（当日ご欠席）、 松﨑副会長 

   

議題 

① 私保連のみ入会されている園への対応 

県内にて私保連のみ加入されている 9園へ、令和 2年度千葉県民間保育振興会の加入依

頼書を 1 月 29 日に送付。なお、令和 2 年度より当会に加入がなされない場合、私保連

は令和元年度をもって退会となる。 

 

② 私保連関東ブロック会議  2/21（金）（保育会館） 

久居副会長、猪瀬理事の出席確認が行われた。他の出席者に関しては、正式な案内を受

領後、事務局から各副会長へ出欠席の確認を行う。 

 

③ 令和 2年度総会 記念講演テーマ、講師 

総会講演（5/19）を、全国私立保育園連盟 丸山常務理事に依頼。テーマは「情勢報告

（案）」とし、2月理事会に協議事項として上程する事となった。 

また、令和 2年度プロジェクト研修会を下記の通り企画中。 

 

【令和 2年度プロジェクト研修会（案）】 

  日 時：令和 2年 7月 29日（水）14時～16時 30分 

  場 所：船橋市内、市川市内 

テーマ：「自然災害に備える保育施設の自己点検  

～対策の現状（自園の能力と限界）を把握する～」 

    講 師：上越教育大学大学院教授 野口孝則 氏 

 



 

 

④ 令和 2年度 事業計画（案） 

令和元年度実施の事業について振り返りを行い、次に、茂呂会長より令和 2年度事業 

内容について、下記の通り見解が示された。 

また下記の事項については、事務局より各担当副会長へメール配信を行い、各委員長 

へお伝え頂く事の確認がなされた。 

 

 〇事務局・総務委員会：理事会、総会、正副会長会議。 

プロジェクト研修、県外研修。 

  

 〇広報委員会    ：ホームページ、メール配信サービスの運用。 

            保育ステップジャンプの作成、掲載。 

 

 〇研修委員会    ：研修内容及び研修会場を再検討。 

 

 〇調査要望委員会  ：保育制度の調査・研究。 

県要望書。 

            地域代表者会議 

（県内の各市町村ブロック単位ではなく、市町村単位で 

代表者を招く。年 1回の開催） 

 

 〇経営研究委員会  ：養成校懇談会。  

            就職フェスタの再開催を検討  

            防災研修については、要検討。 

 

 〇保育者の集い委員会：第 25回保育者の集い 

            参加費を招集するか否か、今後、検討。 

 

 

⑤ その他 

なし 

 

 

以上 

 

                                 議事録作成人 

                                 事務局  田中 



 

                               令和 2年 1月 29日 

千葉県内全国私立保育園連盟 

加盟園 各位 

                               千葉県民間保育振興会 

                               会長  茂呂 剛 

                                （公 印 略） 

 

令和 2年度 千葉県民間保育振興会ご加入依頼について 

 

拝啓 新春の候、会員園の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し 

上げます。 

  日頃から（公社）全国私立保育園連盟並びに千葉県民間保育振興会の事業に格別の 

ご配慮を頂き厚く御礼申し上げます。 

   今般、全国私立保育園連盟から各県地方組織に対し、全国私立保育園連盟に加盟 

  される場合、県地方組織（千葉県民間保育振興会）にも要加盟する事の通知が示さ 

れました。この件について、当会では理事会にて審議を行い、令和 2年度より全国 

私立保育園連盟のみご加盟頂いております加盟園様に、千葉県民間保育振興会のご 

加入依頼をお願いさせて頂く事、また令和 2年度より全国私立保育園連盟のみの加 

盟をお断りさせて頂く事を決議させて頂きました。 

大変恐縮ではございますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

   つきましては、下記のご返信欄にて、貴園におかれます令和 2年度以降のご選択 

をご回答賜りたく存じます。宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

＊ご返信期日 ：令和 2年 2月 12日（金） 

＊ご返信先・お問い合わせ先 

            千葉県民間保育振興会 事務局（新井保育園内） 

            FAX：047-357-8936 

            担当者：田中   電話：047-357-3211 

             

・・・・・・・・・・・・・・・・ ご返信  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  市町村名：           園名：                 

 

下記の①または②をご選択し、〇をお付け下さい。 

  

① 令和 2年度 （公社）全国私立保育園連盟  引き続き加盟 

       千葉県民間保育振興会    入会 希望する 

 

② 令和 2年度 （公社）全国私立保育園連盟  退会 

       千葉県民間保育振興会    入会 希望しない 



番号 郵便番号 住所 TEL FAX

1 287-0026 香取市大根1151 0478-59-3040 0478-59-1540

2 287-0003 香取市佐原イ1921 0478-52-4392 0478-79-6470

3 285-0866 佐倉市臼井台1201 043-487-8468 043-487-8544

4 285-0037 佐倉市本町142-1 043-481-0255 043-485-6055

5 277-0005 柏市柏3-10-28 04-7166-7374 04-7162-6622

6 289-2157 匝瑳市堀ノ内360 0479-74-0123 0479-74-0293

7 288-0813 銚子市台町2197 0479-23-6655 0479-22-6775

8 286-0022 成田市寺台560 0476-22-0856 0476-23-4192

9 295-0102 南房総市白浜町白浜2225 0470-38-2140 0470-30-5222

＊佐原めぐみ保育園は振興会及び私保連両方とも加盟しています。しかし、以前電話にてお伺いした際、来年度両方とも退会希望あり。

銚子中央保育園

成田保育園

こどもの森（旧　白浜保育園）

まんまる保育園

すみれ保育園

生活クラブ風の村保育園佐倉東

匝瑳保育園

銚子市

成田市

南房総市

全私保連：継続　・　振興会：入会

令和2年度私保連退会の可能性あり（猪瀬、電話確認）

全私保連：退会　・　振興会：入会せず

全私保連：退会　・　振興会：入会せず
香取市

令和元年度全私保連のみ加盟園リスト（令和2年度加盟継続確認の必要な園一覧）

佐原めぐみこども園（旧　佐原めぐみ保育園）

市町村名 園名

匝瑳市

佐倉市

柏市 巻石堂さくら保育園

回答

令和2年度振興会加入予定（猪瀬、電話確認）



 

 

全私保連発第 192号 

令 和 元 年 12月 24日 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

加盟組織代表者 各位 

 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

会 長   小 林  公 正 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

公益社団法人 全国私立保育園連盟の 

名称変更に向けたご意見照会について 

 

 

日頃より、本連盟の事業推進に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成27年の子ども・子育て支援新制度の施行により、幼保連携型や保育所型の認定こども

園に移行する園が年々増え、全私保連として全会員の約13％となり、この流れは今後さらに加速す

ると予想されます。 

全私保連では、その約1年前からそのことに対応し名称の変更を議論してきました。平成26年12

月には全会員に向けて『名称に関する調査』を実施し、多くの方々からこれまで慣れ親しんできた

「全私保連」という略称を引き続き使用できる「全国私立保育連盟」に変更する提案を頂きました。 

今般、令和元年12月23日開催の第188回理事会において、別添のスケジュールにて名称変更を進め

る決議をいたしました。 

つきましては、貴組織におかれまして別添をご参考のうえ、会員各位の意見集約にご協力くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

記 

加盟組織 担当者様へお願い〈 意見集約の日程について 〉 

集約いただいた意見等について、令和 2年 2月 14日（金）までに全私保連事務局までご送付く

ださい。全私保連事務局で取りまとめ後、常任理事会で協議・検討いたします。取りまとめへの

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

以上 

 

※ お問合せは下記事務局までお願いいたします。 

 

 

 

 

【連絡先】 

全国私立保育園連盟事務局 担当: 有麻、齊藤、土屋 

Tel：03-3865-3880／Fax：03-3865-3879 

Mail：rsaito@zenshihoren.or.jp 



令和 2 年 1 月 31 日 

全私保連関東ブロック会議 

加盟組織代表各位 

                    全私保連関東ブロック会議 

会 長  長 田 朋 久 

（ 公 印 略 ）  

関東ブロック会議開催のお知らせ 

時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。さて、関東ブロック会議を下記の日時に開催いたしますので、業務繁多の折誠に恐縮ではご

ざいますが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。ご出欠につきましては、メールまたは FAX

にて 2 月 17 日（月）までに下記宛にご返信くださいますようお願い申し上げます。 

尚、会議後、懇親会も予定しておりますので、こちらのご出欠も合わせてご返信くださいますよう、

重ねてお願い申し上げます。 

記 

 

日  時   令和 2年 2月 21日（金） 14：00 ～  

場  所   全国保育会館 

議  題   1 情勢報告 

       2 関東ブロック保育研究大会について  

       3 子どもの育ちを支える運動ブロック研修会について  

       4 令和元年度決算状況及び令和 2年度予算（案）・事業計画(案)について 

5 各組織活動状況について  

6  その他 

 

※ 懇親会 割烹吉葉 会費 10,000円 

 

貴組織名    千葉県民間保育振興会             

 

ご参加者                                    懇親会 

保育園名 音のゆりかご保育園  氏名  久居 麻紀子（当会副会長）  出席 

 

保育園名 明照保育園      氏名  高橋 弘道（当会副会長）   欠席 

 

保育園名 愛泉保育園      氏名  猪瀬 貴大（当会理事）    出席 

 

 

 

返信先 （一社）東京都民間保育園協会 事務局  FAX 03-5287-4628 

E-mail nakamura@tokyominpokyo.jp 

mailto:nakamura@tokyominpokyo.jp


全 私 保 連 発 第 2 0 7号 

令 和 2 年 1 月 2 9 日 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

加盟組織代表者 各位 

                    公益社団法人 全国私立保育園連盟 

                              会 長  小 林 公 正 

                                                      （公 印 省 略） 
 

第55回代表者会議開催について 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。日頃より全私保連事業推進につきまして、

格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記会議を下記の通り開催いたします。ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、ご出席賜

りますようお願い申し上げます。 

                                          謹白 
 

記 
 

１，開催日時；令 和 2年 3月 4日 (水 ) 11時 00分 開 会  

２，開催場所；浅草ビューホテル  3階「祥雲」   

東京都台東区西浅草3－17－1（TEL：03-3847-1111（代））       

３，報告事項： 

(1）  全国私立保育園連盟の名称変更 

(2）  中期計画（案） 

(3）  令和2年度事業計画（案） 

(4）  令和2年度予算（案） 

(5）  子ども・子育て支援新制度、無償化等、保育制度に関する課題と対応 

(6）  予算対策運動の活動状況 

(7）  その他 

以上 
 

出 欠 票  
                 

貴 組 織 名 貴組織内役職 ご 氏 名 出 欠 宿 泊 

  

 

 

 

 
ご出席 

 

ご欠席 

 
 

要 ・ 不要 

  

※ご出欠を 2月 14日（金） までにＦＡＸまたはメールでお知らせください。 

FAX：0 3 - 3 8 6 5 - 3 8 7 9／ mail：rsaito@zenshihoren.or.jp (担当：有麻、齊藤、土屋) 

○ 当日の各組織 1名 分 の旅費については、全私保連規程に基づき支給いたします。 

○ 宿泊される場合は、全私保連規程に基づき１泊12,000円支給いたします。 

恐れ入りますが、宿泊に関しては各自自己手配にてお願いいたします。 

○ 代表者会議に陪席をされる方については陪席者席への着席をお願いすることになりますので、

予めご了承ください。 

mailto:rsaito@zenshihoren.or.jp


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ５．分科会についてご意見がありましたらお聞かせください（自由回答）34 件の回答 
むずかしかった 
 
楽しく学ぶことが出来ました。 
 
楽しかった 
 
とてもわかりやすい内容で、今後に役立てたいと思いました。 
 
とてもわかりました。良かったです。 
 
子どもたちの接し方や褒め方、教え方を改めて考えるいいきっかけになりました。 
 
最後の方で紹介していた具体的な例も資料に載せてもらえると良かった。 
 
今後の保育にもとても良いと思いました。保育に生かしていきたいです。ありがとうございました。 
 
子どもへの声かけなどをもう少し詳しく聞きたかった。 
 
とても有意義でした。もっと時間を長く学びたかったです。 
 
知識はとても勉強になりましたが、保育園から見て、保育士から見てという観点が、あまりなかったように思います。 
内容が薄く、ネットで調べれば出来るような内容だった 
 
事例が豊富で考えさせられる、授業でした。納得する点も多くわかりやすかったです。 
 
保育だけでなく日常生活での防災に対する意識を高められる内容で大変為になった。 講師の先生のお話がスライド
だけでなく動画も交えるなどの様々な工夫がされておりとてもおもしろく時間があっという間に過ぎてしまった。また機
会があればぜひ受講したいと感じた。 
 
3 倍位の時間を掛けても聞きたかったです 
 
実物(実践している園の物)を見せて頂けたらもっと良かったと思いました。 
 
とても楽しく、保育に役立ち、目から鱗が落ちるようでした。ありがとうございました。 
 
再度離乳食について学ぶことができていい機会になりました。 
 
もう少し時間を伸ばしてほしい 
 
とても分かりやすく勉強になりました。 日本の園での具体例のお話ももっと知りたかったです。 
保育の父と言われる「倉橋」先生の講義録を槙先生のご講義で読み解くことが出来ました。ワークでは他園の先生方
の立場や経験からの貴重なお話を伺い、情報交換をし色々な学びを得ることが出来ました。 ありがとうございました。 
大変為になりました。当園の職員全員に受けてほしい内容でした。 
 
先生の講義は、実際の映像を交え今後の参考になるお話しでしたが子どもたちの避難方法などがもう少しお聞きした
かったです。 
 
とても楽しかったです。 
 
1 人での参加でしたが、講師の先生の手遊びによって緊張がほぐれ自然と周りの方と話が盛り上がりとても楽しめまし
た。身近なものでのおもちゃ作りですぐに実践しやすいと感じました。 
 
グループワークでしたが、内容が濃くて多いのに、その割に時間が少なく、ゆっくり考えて答えることが難しかった。 
とても勉強になりました。 
 
おもちゃ作りだけではなく、指遊びや道具の使い方を教えてくれて、とても勉強になり、そしてとても楽しかったです。ま
たいつもは自分たちが教える立場で、今回は自分たちが教わることで、子どもの立場に立てて、自分自身も褒められる
と嬉しい。何でもいいから絵を描いてみて！と言われても急には描けない＝子どもは褒められるの待っている、なんで
も好きな絵を描いてと言われてもすぐに思い浮かばなかったり、上手く描けない子もいるということを身をもって体験で



き、その気持ちに寄り添っていこうと、とても学びになりました。 講義時間が本当にあっという間で短く感じる程楽しか
ったです。 
 
分かりやすく、心に届く言葉だった 
 
グループごとにそれぞれの経験をもとに話をすることができ、参考になった！ 
 
事例を使って保護者対応の話を聞けて良かったです。 
 
とても良かったです。はさみの使いかたなど、思い込みで教えていたことが間違いだったというこがわかり良かったです
☺また受講したいです☺ 
 
今までの防災の研修は、保育園側に求められる事が多く、本当に出来るのか！？と不安しかなかったが、今回は、
『共助』や『出来ない事は出来ない』と言って良いことがわかり安心した。保育園で出来る事をしっかりとやっていこうと
思う。ありがとうございました。 

 

Ｑ７．全体会についてご意見がありましたらお聞かせください(自由回答）35 件の回答 
先生のお話、とても面白く勉強になりました！今後の保育に活かして行きたいと思います！ありがとうございました！ 
保育園でもまたおもちゃを作ってみたいと思いました。 
楽しかった 
良かった 
 
とてもためになりました！ 
 
時間があっという間でした 
 
とても楽しく聴かせて頂きました。 
 
面白かったです。引き込まれました。 
 
とても楽しいお話でした 
 
楽しく見れるのは良かったが、内容は普通 
 
共感できるお話が多く、楽しいトークで時間もあっという間に過ぎてしまいました。楽しい講習でした！ 
 
先生の話しがわかりやすく面白かったです。 思わず、参考書を購入しちゃいました‼ 
 
だらだらと話をするのではなく保育士の気持ちに寄り添った笑顔にあふれるとても楽しい講習会だった。今後の保育に
是非活かそうと思えたので参加できてよかった。 
 
会場が、暑かった 
 
個人的な話が長かった 



 
部屋が少し暑かったです 
 
保育歴 13 年目で、参加してきた研修は数えきれませんが、こんなに楽しくて勉強になって、保育の魅力を再確認でき
た会は初めてでした。 心から感謝します。 月曜日から、笑顔の保育を頑張ります。 
 
笑顔が大事だという話は園内でもしていますが、なぜ大事なのかを具体的に面白く教えて頂き、大変勉強になりまし
た。 
 
昼食後は正直な話、眠くなることが多い講義が今まで多かったですが、今日の講義は眠くなる事が一切なく、最後まで
楽しく参加出来ました。委員会の方々ありがとうございました。 
 
笑顔の大切さを学びました。こんなにたくさんいいことがあったのですね。仕事のときは笑うこともありますが、プライベ
ートで日々笑ってるかな？と感じました。心にも時間にも余裕がないと笑顔ってでないと思いました。 
 
とても面白かったです。 
笑いあり、思い当たることあり、楽しみませて頂きながら、日々の保育を振り返る機会となりました。 子ども達への言葉
掛け伝え方など、是非とも口角を上げて理由を分かりやすくを心掛けていきたいと思いました。 ウルトラマンの個人美
術館、伺いたいです。好きなことを極めておられる先生をお手本とし、私も頑張ります‼ 
 
あっという間の講義でした。 子どもたちへの笑顔の大切さ、先生の体験談など、とても分かりやすく聞いてて楽しかっ
たです。3 時までウルトラマンの車拝見したく、居ましたが残念ながら来なかったので帰って来ました。 関西ジョークだ
ったのですかね（笑） 
 
日々の保育を見直すきっかけとなり良かった。 
 
とても楽しかったです。  
 
すごく講師の先生がよかったです。 
 
やってしまっている…と反省することがたくさんあった。例えば、５w。大人に対しては認めているのに、子どもには否定
で返すことが多い。 それを使い分けていた自分に気づき、びっくりしたと共に、やはり自分も大人同士で否定されたら
嫌だし、傷つく、それを子どもにしていたことに申し訳なさを感じました。しかし、先生は面白おかしく話してくださり、話
にどんどん引き込まれていき、とても勉強になりました。 
 
暖かい雰囲気があり楽しく学べた。 
 
わかりやすく興味深い内容で、とても勉強になりました。 
 
話しがテンポよく、分かりやすく良かったです☺ 
 
とても楽しく、実りあるものでした。 
 
楽しく面白い講義でした 笑顔をたやさず、ポジティブに受け止め保育していきたいと思います 
 
楽しませようという精神が素晴らしい！ 講師のような情熱を忘れていたので、有意義な時間になった。 
保育者をされていたのが とても分かる 身近なお話しで 面白かったです 

 

Ｑ８．今後受講したい研修をお聞かせください 112 件の回答 
保護者対応 
運動 
虐待について 
おもちゃ作り 
手遊び 
手遊び、遊戯 
運動あそび 製作あそび 



遊び心を子どもたちに伝えよう 
楽しかった 
 

 
Ｑ１０．その他お気づきのことがありましたらお聞かせください 15 件の回答 

初めての参加でしたがとても内容が良かった 

 
会場内の案内が分かりづらい 
 
QR コードがもっと大きいと近くに行かなくても読み取れるのでもっと大きくして欲しいです。 
 
食事会場が人で溢れ座れない人もいたのでもうすこしキャパに余裕を持った会場を準備して頂きたい。 エレベーター
か左右にあったが片方に偏り大行列になっていたので混雑緩和のためにもホテル入り口にわかりやすく会場案内図や
案内人を置いて欲しいと思った。場所も階数のみの把握だったのでとてもわかりづらく、エレベーターをでてからの案内
図を出すなどの工夫をして頂けるとわかりやすかったのではないかと思う。 
 
森田さんの、サプライズ登場が、嬉しかった。 
 
保育に関する研修も良いと思うが、それ以外で普段学べないことも息抜きになるし、何かそこから得られるものがある
と思うから、そういったものも取り入れるべき。 
 
スムーズな運営おつかれさまでした。 ありがとうございました。 私もいつかそちらに携わりたいです。 
楽しい企画等をして下さった委員の皆さん、お疲れ様様でした。ありがとうございました。 
 
毎回、スタッフの方々のご尽力に感謝をしております。恩恵を享受するばかりですみません。 深謝。 
 
いつも色々な分化会の企画などありがとうございます。毎年楽しみにさせて頂いています。 
 
昼食、もう少し時間があるといいかな？ と思いました。 
 
全体会の会場の椅子の位置が、縦にもう一列ずつ入れ込めたのではないかと感じた。左右の後ろの方はどうしてもス
クリーが見えにくかったです。 
 
グリーンタワーの方の対応も思いやりがあり、別の機会でも利用したいと思った。 
 
会場が暑かった 
 
全体会のおお段幕が、違っていたことが残念でした😭😭確認が大切だとあらめて思いました。 
 
 
 



考察 
 
昨年度アンケート結果より 
 
〇前年度キャパに対して、参加者の多さが、満足度低下と考えられた。 
 

 案） 分科会を増やし参加人数の現状を維持しながら、各分科会の参加人数を抑えることが可能 
 
   ・分科会を 6 分科会→7 分科会に増やしたことで、1 分科会の受講人数を分散することができた。 
   ・もともと参加人数が 40 名ほど少なかった。 
 
 
〇全大会の会場の設定により、後方ではスクリーンが見えにくかった。 
 
   案） 前方のみスクール式として、後方はシアター式の設定 
  
   ・座席に余裕がみられた。 
   ・スクリーンは、やはり見えにくかった。→最高が必要 
 
 
   全体的に満足度が高い結果となった。 
 
 
今年度アンケートより 
 
〇研修内容について 
  ・満足の回答が多かった。 
 
〇会場について 
  ・アクセスが良いという回答が多かった。 
  ・会場が分散していることで、わかりにくいと感じた人が多い。→案内板の設置、案内人を立てる等の対策が必要。 
  ・昼食会場を利用する方の人数が、確認した時点より大幅に増えたことで席が足りなくなり、急遽 2 部屋に変更。 
   →今後昼食会場を 2 部屋用意する 
 
〇研修内容について 
  ・より実践に即した研修が望まれている。 
 
〇その他 
  ・保育者の集いの活動に興味を持っている方が 18 名いた。 
   
 〇アンケートについて 
  ・ 参加者 407 名中 112 名が回答     回答率 36％  
 
 
アンケート結果を踏まえて、次年度に向けて、しっかり対策が必要 


	⓪2月議事次第
	1事務局　審議事項
	2令和元年度　事業報告書（事務局・総務）
	3広報委員会　事業報告書（案）
	4令和元年度　事業報告（研修）
	5Ｒ元年度　事業報告書(保育者の集い委員会）
	6委員会　事業報告（調査要望）
	7平成３１事業報告（案）（経営研究）
	8事務局　報告事項
	9第24回保育者の集いアンケート調査結果

