
 

令和２年 9月 14 日 

理事者各位 

                                 千葉県民間保育振興会 

                                 会 長  茂呂 剛 

  

会 長  高 

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 ９月１８日（金）１４時 ～ １６時 

    

場所  場所 全日警ホール 第 3会議室１（市川市） 

    住所：千葉県市川市八幡 4-2-1    電話：047-335-1542 

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（久居 麻紀子副会長）           

 

３,定足数確認                              （飯島 一幸） 

 

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） 

（利光 美亜子）（丸山 純） 

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           

私保連予算対策会議における予算要望書の提出について       （予算対策委員会） 

 

１０,本日の議題 

 （審議事項） 

①  ・全国私立保育連連盟 ロゴマーク推薦            （事務局・総務） 

②  ・広報誌 52 号 10 月発行・発送について       （広報） 

③  ・令和 2年度保育者の集い内容及び配信方法について            （集い） 

 

                                                                        

 （協議事項） 

 

 

                                                                                         

１１,各委員会報告  

 

事務局 

・会費請求  

・全私保連 令和 2年度予算要望署名・カンパ金 取り扱い変更、締切日（9/18迄） 

・袖ヶ浦市 認可保育所の整備運営事業者募集（別紙参照） 

・全私保連 令和 1年度台風及び豪雨災害に係る、保育三団体被災地支援募金申請（別紙参照）   

（参考 18園） 

・全私保連 令和２年７月豪雨にかかる保育三団体被災地支援募金（別紙参照） 

・全私保連 事業部長会議中止（別紙参照） 

・全私保連 令和 2年度幹部セミナー来年度へ延期（別紙参照）                                                                                                   

研修委員会 

 ・令和２年度 研修会について 

広報委員会 

  ・メール配信システムの運用について 

調査要望委員会 

 ・県議会予算要望書提出 

経営研究委員会 

 ・ 

保育者の集い委員会 

 ・ 



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 月 日（火）  時～  時 

  場 所  



  全私保組発第 84号 

令和 2年 9月 3日 

 

 

加盟地域組織代表者各位 

 

 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

                     会長  小 林 公 正 

                               （公印略） 

 

全私保連ロゴマーク推薦のお願い 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より本連盟の事業推進には一方ならぬご配慮ご協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、令和 2 年度定期総会（令和 2 年 6 月 30 日）において、当連盟の定款変更が

承認可決されました。そのことに伴い、来年 4月 1日の「全国私立保育連盟」への名

称変更の準備を進めております。その一環として、予てより見直しの声を多くいただ

いているロゴマークにつきましても、リニューアルする作業を開始したしました。8

月 17 日に開催しました常任理事会において、応募いただいたデザイン案の中から別

添の 10 案に絞りました。最終決定は、連盟役員である理事及び監事・地域組織代表

者様・各専門部長・組織部員・事務局職員の投票により決定することといたしました。 

つきましては、お手数をおかけすることになり恐縮ですが、第 1～第 3推薦の 3デ

ザインを選んでいただき、ご返信くださいますようお願い申し上げます。なお、今後

の作業の都合上、9 月末日（必着）までにご対応いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 各地域組織や保育施設におかれましても、この先もコロナ禍の大変な日々が続くか

と思います。貴職におかれましても、ご自愛のほどお祈り申し上げます。 

                                     

敬具 



推薦NO 提案者 ロゴマーク コンセプト

3 KO-7 株式会社光陽メディア

丸、三角、四角の顔が結び合っているイメージは、画一的でないさまざまな個性を持つ子どもた

ちを表します。「どんな子どもたちにも分け隔てなく寄り添う保育連盟」とい

う意図をロゴマークに込めました。

4 TK-15a
東京家政大学

造形表現学科

3年高橋牧子様

グリーンの形が大人。オレンジの形が子供を意味しています。大人が子供をに対し、健や

かに成長するよう支え育てる。そんな思いを込めてデザインしました。

5 TK-15b
東京家政大学

造形表現学科

3年高橋牧子様

コーポレートカラーである『グリーン』を基調としたロゴマークに仕上げました。新芽は子供を表し、

すくすくと成長していく様子を大小の円で表現しました。全体を円縁で囲むことで大人が「守る」、

「育てる」という意味を込めました。

6 TK-18

東京家政大学

造形表現学科

3年藁谷泉月様

まずロゴは、保育園連盟に使われるロゴですのでパッと⾒た時にわかりやすい、連想しや

すいようなデザインにしようと最初に考えました。そして考えた結果、ダイレクトに子どもの

顔をロゴにし、またコーポレートカラーであるグリーンを⽣かしたかったので、現在使われて

いる保育園連盟のロゴにある若葉も使⽤し、このようなロゴが出来ました。このロゴは子ど

もたちを表していて、保育園でのびのびと過ごし、ぐんん育って欲しいと願っております。

企業名の「保」の⼝のところにも子どもの顔を当てはめ、右に⾸を傾げたようにしたことで、

優しい、可愛いと⾔った印象を与えています。

7 AM-19
株式会社アフロとモヒカ

ン西室 泰治様

コーポレートカラーの緑を基調に三段階の緑で構成する事によって、緑を使⽤し存在す

る他ロゴとの差別化　性別　国境　肌の色など多様性を表現しています。若葉は旧ロゴ

からのモチーフをリスペクトして再構成しています。

こどもたちを育む「大地　緑　太陽」をモチーフにすくすくと育ち　手をとりあって⽣きていこう

いずれ大人になってより平和な社会を築いてもらいたいという願いをこめて全体のフィルム

を円（サークル）に構成しています。

漢字表記に関しては丸みを帯びたフォントを使⽤して読みやすさの優先と一部アクセント

にサークルを配置してロゴとの関連性を持たせています。

9 TG-27
東京芸術大学美術研

究科芸術学専攻

一ノ瀬健太様

C.若葉（子どもたち）がすくすくと育つイメージです。

10 GD-33
グラフィックデザイナー

三村啓介様

子ども達の健やかな成長を支える連盟であり、保育としっかり向き合う安心感や信頼を

表現すべく「若葉」をモチーフにデザインしたロゴマークを作成いたしました。時計周りの構

図で形成したフォルムは、時代の移り変わりとともに、時代にフィットした柔軟かつ真摯

に、そして永久に保育向き合っていく様を表現しています。カラーリングにはコーポレートカ

ラーを使⽤しつつも、刷新感・健やかさ・爽やかさの印象を与えるライトグリーンを同居さ

せ、新たな印象を持たせました。また、こちらのロゴマークは二つの正円を均等に分割し、

再構築した図形です。コーポレートカラーの正円を均等に分割し、再構築した図形で

す。コーポレートカラーの正円は、現行のロゴマークをイメージし、「変わらない貴連盟のポ

リシー・取り組み」。新たに採⽤したライトグリーンの正円には「時代にフィットした新たな保

育のカタチ」。それらを再構築することでふたつの意味が混ざり合う刷新されたデザインを

表現をいたしました。

TG-22

東京藝術大学大学院

美術研究科

グローバルアートプラク

ティス（GAP）専攻

M1　藤中康輝様

子供らしさをイメージしたカラフルな配色とシンプルな形を採⽤しました。

鮮やかな色と安定感のある落ち書いた形を組み合わせ、「子供」と「保育」を印象付けて

います。グリーンは前のロゴマークを踏襲し、コーポレートカラーを⽤いています。小さく使⽤

しても視認性が高いことも特徴です。

8

全私保連ロゴマーク・デザイン案 一覧

K-3 吉良様（C案）
すくすくと、しっかりと育ち、根をはり、実となっている樹木を連盟自体のイメージにしています。ロゴ

展開時にもつぶれたり、間延びしないようにくっきりした図案にしております。

K-1 吉良様（A案）

大人が子どもを育む姿、人が支え合う姿をイメージしています。

シンプルでバランスよく整えることで、大きなものにも、また名刺サイズのような小さくした場合もしっ

かり視認でき、汎⽤性が高くなっております。バッジなどのグッズ化にも最適です。

1

2

a案



公益社団法人全国私立保育園連盟 事務局 田弘 宛 

 

 

公益社団法人 全国私立保育園連盟名称に伴う 

ログマーク、団体名デザイン 推薦について 

 

 

※下記     にご記入をお願いいたします。 

 

ご回答者氏名   

 

役職   

 

地域組織名   

 

別添『全私保連ロゴマーク、デザイン案 一覧』より、第１推薦から第３推薦ま

でお選びいただき、下記にデザイン一覧に記載の『推薦No』のご記入をお願い

いたします。 

 

第１推薦 第２推薦 第３推薦 

   

 

 

※お手数ですが、9 月 30 日（水）までにご回答をお願いいたします。 

 

返信先：全私保連事務局 田弘宛  FAX：03-3865-3879 

                     e-mail:stahiro@zenshihoren.or.jp 

mailto:stahiro@zenshihoren.or.jp




 

袖ケ浦市では、増加する保育ニーズに対応し、待機児童を解消するため、認可保育所を自

ら整備し、運営を行う事業者を募集いたします。 

まずは、袖ケ浦市のホームページをご覧ください！ 

 

■募集概要 

公募施設 認可保育所 

定員 １３０人以上１６０人以下 

受入年齢 ０歳児（生後５７日）から５歳児（小学校就学前まで） 

募集区域 昭和地区の一部 及び 長浦地区の一部 

募集施設数 １施設 

募集期間 

エントリーシート受付期間 令和２年 7 月 30 日～10 月 2 日 

応募申込書受付期間 令和２年 10 月 16 日～10 月 26 日 

事業者決定 令和２年 12 月上旬頃 

開設時期 令和４年４月１日 

応募対象者 法人（社会福祉法人は設立予定含む）※その他要件は要項参照 

 

■募集要項の配布 

配布日時：令和２年 7 月 30 日（木）～ （土・日・休日を除く開庁日） 

 配布時間：８時３０分～１７時１５分 

 配布場所：袖ケ浦市役所 ２階 福祉部子育て支援課 

      ※募集要項や応募書類は、市ホームページからダウンロードできます。 

ホームページアドレス 

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kosodate/r3hoikusyobosyu.html 

 

■問い合わせ 

袖ケ浦市役所 福祉部 子育て支援課 子育て環境推進班 

千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

TEL 0438-62-3286 

FAX 0438-62-3877 

E-mail：sode15@city.sodegaura.chiba.jp 



 

令 和 ２ 年 8 月 1 1 日  

千葉県民間保育振興会 各会員施設 様 

 

千葉県民間保育振興会 

会 長  茂呂 剛 

                         （公 印 省 略） 

 

「保育三団体被災地支援募金」の申請について 

 

 本会の事業運営につきましては、日頃から格別の御高配をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

 また、昨年度の、台風１５号・１９号をはじめとする災害により被災された

皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

 さて、全国保育協議会、全国私立保育園連盟、日本保育協会の「保育三団体

協議会」により、令和元年度８月１３日から９月２４日までの暴風雨及び豪雨

並びに台風第１９号にかかる「保育三団体被災地支援募金」が実施され、集ま

った募金のうち、千葉県分として約１７００万円の送金がありました。 

つきましては、全国の皆様からいただいた御厚意を被災された会員施設の皆

様に災害支援金としてお送りさせていただきたく、下記により申請くださいま

すようお願いいたします。 

なお、千葉県保育協議会でまとめる事となりますので、申請に際し不明な点

等がございましたら、同協議会事務局にお問合わせください。 

記 

１ 申請の対象について 

・千葉県保育協議会、千葉県民間保育振興会、日本保育協会千葉県支部のいずれかの 

会員施設であること 

・被害内容が、令和元年台風１５号・１９号、１０月２５日豪雨災害による物的損傷で 

 あり、修繕を要する被害であること 

・修繕費用額が概ね３０万円以上であること 

 ※支援金の金額については、申請をいただいた施設数および申請の修繕費用額に応じて 

  決定します。 

 

 

 

 



 

２ 提出書類 

  ①別添様式「保育三団体被災地支援募金 会員施設被害状況報告書 

  ②物的被害による修繕費用額を証明できる書類（修繕にかかる契約書もしくは領収書） 

   ※証明書類については総額だけではなく、内訳等で被害の内容がわかる書類（コピー 

可）を御提出ください。 

   ※申請時点で「契約書」や「領収書」の提出が難しい場合は、「見積書」を御提出 

    いただき、後日「契約書」もしくは「領収書」の御提出をいただき、その確認を 

    もってお支払いいたします。 

 

３ 提出期限 

  令和２年８月３１日（月） 

 

４ 提出先 

  千葉県保育協議会 事務局（担当：中野・小杉） 

   〒260-0026 千葉市中央区千葉港４－３ 千葉県社会福祉センター５階 

   TEL:043-245-1103／FAX:043-245-9040 

   E-mail:chihokyo@chibakenshakyo.com 

 



 
【様 式】  

 

 

 

 

                          令和    年    月    日 

 

保育組織名  千葉県保育協議会 ・ 千葉県民間保育振興会 ・ 日本保育協会千葉県支部  

      ※会員となっている組織名に〇をつけてください 

 
 

 １．施 設 名 
 

 

 
 

 

２．施 設 長 

 

                            印 

 

 ３．施設住所 

 

  
 

 

 〒 

 

 ＴＥＬ             ＦＡＸ 
 

 

 ４．災害の種類 

   内容・名称 
 

 

 

 
 

 

 ５．被害の 

   発生日時 
 

 

令和  年   月   日 ～   月   日   時   分頃 
 

 

 ６．被害の状況 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ７．修繕費用額 

（相当額） 
 

 

 

 
 

 

備  考  
 

 

 
 

注１）『４．災害の種類・内容・名称』は、令和元年度台風１５号、台風１９号、１０月２５

日豪雨災害による物的被害を対象とします。被害の原因となった災害名と被害の一般的

状況（例：台風１５号に伴う水害による床上浸水）を記入し、詳細は『５．被害の状

況』にご記入ください。 

注２）物的被害による修繕費用額を証明できる「契約書」もしくは「領収書」を必ず添付して

ください。 

保育三団体被災地支援募金 

会員施設被害状況報告書 







全私保連発第75号 
令和２年８月７日  

全私保連 

 各地域組織代表者 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 ）  
 

令和２年７月豪雨にかかる 

保育三団体被災地支援募金への協力について【お願い】 

 
令和２年７月豪雨による被害を受けた地域の皆さまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上

げます。 
全国私立保育園連盟では、被災地情報の把握に努めるとともに、被災地の保育所等および保育

活動等を支援するための募金を、令和２年８月３日に保育三団体協議会（日本保育協会、全国保

育協議会、全国私立保育園連盟）で共同実施することの確認がなされました。 
つきましては、下記のとおり、募金口座を開設いたしましたので、貴組織内の会員に周知いただ

きますとともに、募金への協力について特段のご配慮をいただきますようお願いいたします。 
送金については、組織単位でまとめていただいても、会員、個人で送金いただいても結構です。

保育三団体協議会では都道府県・指定都市別の送金件数、送金金額等の集計を行う予定はございま

せんので、あらかじめご了解ください。 
なお、令和２年７月豪雨にかかる義援金については、都道府県、指定都市または中核市との協

議を行った上で、私立保育所に対する委託費から支出することが可能です。 

記 

保育三団体被災地支援募金 

募金期間：令和２年８月３日（月）～令和２年１２月３１日（木） 
金融機関：みずほ銀行 麹町支店（店番号：０２１） 
口座番号：普通預金 ３０５３３３７ 
口座名義：保育三団体被災地支援募金 

（ホイクサンダンタイヒサイチシエンボキン） 
      
※ 領収書の発行については、令和２年度保育三団体協議会事務局（日本保育協会）宛に別

添「領収書発行依頼書」により、FAX または E-mail 等でお知らせください。 
※ 領収書は募金期間終了後、入金記録等を集約した上で、令和２年度保育三団体協議会事

務局より発送いたします。お急ぎの場合は別途ご連絡ください。 
※ 誠に恐れ入りますが、お振込手数料は、ご負担いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

＜本件問い合わせ先＞ 

日本保育協会 事務局 

TEL. 03-3222-2111 / FAX. 03-3222-2117 / E-mail： shiina@nippo.or.jp 

 



 
 

令和２年度保育三団体協議会 事務局（日本保育協会事務局） 行 

ＦＡＸ ０３－３２２２－２１１７ 

メール shiina@nippo.or.jp 

 

令和２年７月豪雨にかかる保育三団体被災地支援募金 

領収書発行依頼書 

 

振 込 日 令和    年    月    日（  ） 

振込金額 円 

【保育三団体被災地支援募金】 

金融機関 みずほ銀行麹町支店（店番号：０２１） 

口座番号 普通預金３０５３３３７ 

口座名義 保育三団体被災地支援募金 

(ホイクサンダンタイヒサイチシエンボキン) 

住  所 

（領収書送付先） 

〒   － 

 
 
 

お 名 前 

（領収書宛名、 

振込人名義） 

（ふりがな） 

 
 

ご連絡先 

電話番号 

 
 

※領収書は募金期間終了後、令和２年度保育三団体協議会事務局より発送する予定です。 

照会先 日本保育協会 事務局 

TEL. 03-3222-2111 

FAX. 03-3222-2117 

E-mail. shiina@nippo.or.jp 

 



全私保連事発第 6 号 

令和２年７月 28日 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

地域組織代表者 各位 

                                                    公益社団法人 全国私立保育園連盟 

                                                              事業部長   樋口 剛 

                                                    有限会社 ゼンポ 

                                  代表取締役 川下 勝利 

                                                                       (公  印  略) 

 

令和２年度 全国事業部長会議 並びに 

全国版・(有)ゼンポ営業推進会議 開催中止のお知らせ 

 

  拝啓 日頃より全私保連事業活動にご協力ご理解いただき心より感謝申し上げます。 

   この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和２年 11 月に開催を予定しておりま

した令和２年度全国事業部長会議並びに全国版・(有)ゼンポ営業推進会議につきまして、７月 17 日

常任理事会にて協議を行った結果、未だ完全な終息の見通しが立たない状況であり、参加者・関係

者の皆様の健康と安全を最優先すべきと判断し、開催中止とさせていただくことが決定いたしまし

た。 

なお、例年標記会議にて報告しております各社商品説明、加入状況報告、次年度に向けた取組み

について、本年度は別の方法を検討し、共有させていただく予定です。 

また、本年度も各組織様には各組織事業部活動報告書・アンケート（別紙）のご協力をお願い申

し上げます。 

保育施設をとりまく環境は厳しいものであり、安全管理に対する意識向上も必要とされ、また各

種保険事業は保育施設運営にあたって保育の質の向上と合わせて備えていかなければならない問題

となっております。より良い保険制度の構築に向けて、さまざまな幅広いご意見・ご要望をいただ

きたいと考えております。 

 各組織における関係の皆様へは、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますよう何卒よろ

しくお願い申し上げます。                                                                                                

敬 具 

＜お願い＞  

大変恐縮ではございますが、各組織事業部活動報告書・アンケート（別紙）について、        

8月２1日（金）までにご提出願います。 

何卒ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

＜お問合せ先＞ 

公益社団法人 全国私立保育園連盟  

〒111-0051 台東区蔵前４-11-10 全国保育会館 

℡03-3865-3880・Fax03-3865-3879  担当:事業部 桐田有紀 

Mail：YKirita@zenpo.jp  



  全私保組発第 61号 

令和 2年 8月 20日 

 

 

加盟地域組織事務局長（事務局ご担当者）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 略） 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

組織部 部長 松﨑 総一  

 （公 印 略） 

 

 

令和２年度幹部セミナー開催延期のお知らせ 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より本連盟の事業推進には一方ならぬご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて 10月 20日(火)～21日(水)の二日間に渡り開催を予定しておりました『令和２年度幹部

セミナー』につきまして、新型コロナウイルスの感染防止対応を検討しながら、参加者の安全

確保のため最大限に準備をし、開催する方向で進めて参りました。しかしながら、未だ収束時

期の予測が困難な状況であること、感染が拡大しつつあることを鑑み、７月１７日開催の常任

理事会において、参加者・関係者の皆様の安全を最優先すべきと判断し、今年度の開催は中止

し、来年度に延期とさせていただくことが決定いたしました。各地域組織における関係者の皆

様方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

 延期後の日程につきましては、改めてご案内させていただきますので、その際にはご参加い

ただけますと幸甚でございます。 

 保育施設並びに各地域組織におかれましても、しばらくの間は大変な日々が続くかと思いま

す。保育を担う職員の皆様、ご家族、そして子どもたちや保護者が安心して、健やかな日々が

過ごせるよう、一日も早い収束を祈るばかりです。くれぐれもご自愛ください。 

                                       敬具  
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