
平成 29 年度事業計画 

Ⅰ．全体的なとりくみ 

１．はじめに 

 創立 52 年目をむかえる平成 29 年度は、新制度移行 3 年目となり、認定こども園や小規模保育など公の   

責任が逃れた形の保育が更に台頭するものと予想されます。国が示した新三本の矢の“希望出生率 1.8”は、

当初から実現が疑問視されていましたが、やはり何の根拠もない数値であったことが明白となり、多くの  

専門家がご指摘のとおり、“国は保育から手を引いた”と思わせるような政策が目につきます。そのひとつが、

退職共済制度の公費助成 30 年度以降未定ということであり、関係団体が万一これを黙っていれば公費助成は

介護事業同様なくなるものと思われますので、夢と希望を持って就職した若い保育士たちの処遇がこれ以上

低下しないよう公費助成の継続を訴えていきます。 

 県内では公立の全廃問題や通園バスの認容など、これまであまり表に出なかった問題が、今後一気に   

表出することも予想されることから、連盟では、あらゆる事態に備えるため法律の専門家と顧問契約を   

交わし対応にあたります。24 条 1 項にこだわり、その死守こそが保育園（士）のステータスを同時に守る   

ことにつながることを確信し連盟の運動の基軸とします。 

 

２．活動項目 

（１） 対国活動の推進 

イ． 九州私保連・九州保育三団体、全国団体との統一行動 

ロ． 全保協との統一行動 

（２） 対県、対市町村活動の推進 

イ． 県保協との統一行動 

ロ． 市町村園長会活動の支援 

（３） 研修活動の充実、強化 

イ． 専門家招聘による研修の実施 

ロ． 県保育研究大会の開催 

ハ． 九州、全国大会への参加派遣 

（４） 組織活動の強化 

イ． 各部、各ブロック活動の強化 

ロ． ホームページ含む広報活動の推進、充実 

（５） 関係団体との連携 

イ． 九州、全国関係団体との連携 

（６） 理事会、園長会の開催 

イ．定例理事会、園長会（臨時）の開催 

（７） 事務局の強化 

イ． 事務員の増強 

ロ． 新聞を２紙に増やしての保育関連情報の収集 

（８） 顧問弁護士顧問契約 

イ． 定期法律相談（意見交換会及び講話） 



Ⅱ．各部の活動計画

１．総務部
○ 理事会開催に関する所業務（資料、議事録、文書管理等）

○ 園長会、総会、新年会等の開催に関する所業務（資料作成、会場設営、受付、湯茶等）

○ 私保連関連の県外研修の旅行社選定、参加取りまとめ等

○ 養成校との懇談会の調整、参加

○ インターネット活用に関る事項

○ 人材確保に関する対策の検討

○ 人材育成事業（青年会議）

○ 他部の主管する研修会・集会への協力

○ その他、会長が指示すること

※ 定例部会　隔月（奇数月）の第２木曜日、その他必要に応じて開催

（総務部長　　仲間　明）

２．予対部
○ 九州保育三団体と連動した国への要望活動 （署名カンパ運動の実施）

○ 県、県議会に対する運動の展開

○ 各市町村の補助金及び保育料の実態調査

○ 予対部ニュースの発行

※ 部会開催日　　定例部会　偶数月　第３金曜日

（予対部長　田仲雄二）

３．広報部
広報誌の発行(私保連だより第132号～134号) 年３回発行

＜６月＞ ・5月定期総会 ・新加盟園紹介 ・新任園長紹介 ・退任園長紹介 ・保育情報

・沖私保連の動き ・夏の風景（写真） ・子どものつぶやき

＜９月＞ ・保育研究大会 ・保育情報 ・沖私保連の動き ・秋の風景（写真）

・子どものつぶやき

＜１月＞ ・会長新年のあいさつ ・沖縄県こども生活福祉部部長のあいさつ ・新年交流会

・平成29年度受賞者の紹介 ・「私保連まつり」活動報告 ・保育情報

・沖私保連の動き ・冬の風景（写真） ・子どものつぶやき

※ ＜部会＞定例／(奇数月)その必要に応じ開催

※ ＜沖私保連ホームページ事業＞（株）サーブとの打合せ、各部への活用促進

（広報部長　嘉陽　理子）

４．事業部
○

○

○

○

○

○

（事業部長　岸本　恵美子）

５．研修部
○ 沖私保連総会　研修会

○ 保育研究大会

8月27日（金）9：30～16：00 /リザンシーパークホテル谷茶ベイ

講師：鎌田佐多子氏（沖縄女子短期大学学長）

○ 初任園長研修　10月

経験年数5年以下の園長を対象に、保育園の使命や社会的役割について研修する。

○ 主任保育士研修会　1月～2月

※ 法人役員研修会、園長研修会、職員研修会等は必要に応じて開催する。

※定例部会は毎月第１または第２月曜日に開催する。（理事会の前に行う）

（研修部長　上原直）

研修Ⅰ講師：大井琢氏（そよかぜ法律事務所）

研修Ⅱ沖縄県労働局

ＡＥＤの普及及び啓蒙活動

研修会（危機管理と補償について、他）

事業部会開催：偶数月（その他必要に応じて）

ブッククラブ（トムテの絵本販売事業）

各種保育資材等の紹介、斡旋（粘土、お箸、日誌、衛生機器等）

ＡＩＵ園児総合保険（キッズカ－ド）の加入促進

5月25日（水）～26日（木）／リザンシーパークホテル谷茶ベイ



Ⅲ．各ブロックの活動計画

１．南部ブロック
定例園長会

定例園長会

第２９回園内研究発表会

保育者の集い

定例園長会

定例園長会

定例園長会

園長研修会・懇親会

定例園長会

園長会は必要に応じ臨時開催いたします。

（南部ブロック長　屋良　景俊）

２．那覇ブロック
園長会役員会

園長会総会

定例会

定例会

定例会

定例会

定例会

定例会

定例会

定例会

定例会

定例会

定例会

那覇市法人立保育園那覇市園長会と連動して、上記の事業を進めて行きますが、

必要に応じて臨時役員会、臨時ブロック会を行ないます。

（那覇ブロック長　ウィンフィールドひろみ）

３．中部南ブロック
定例園長会

定例園長会

園内研究発表会　○職員研修会

定例園長会

定例園長会

定例園長会

定例園長会

※ 必要に応じて臨時園長会を行う。

（中部南　ブロック長　又吉　剛）

４．中部北ブロック活動計画
第１回　定例園長会

第２回　定例園長会

第３回　定例園長会

第４回　定例園長会

園内研究発表会

第５回　定例園長会

※必要に応じ臨時役員会を開催する。

4月 20日 (木)

6月 15日 (木)

6月 24日 (土)

7月 29日 (土)

8月 24日 (木)

10月 19日 (木)

11月 21日 (火)

12月 19日 (火)

2月 15日 (木)

※

4月 10日 (月)

4月 14日 (金)

5月 8日 (月)

6月 7日 (水)

7月 14日 (金)

8月 2日 (水)

9月 6日 (水)

10月 4日 (水)

11月 1日 (水)

12月 6日 (水)

1月 12日 (金)

2月 7日 (水)

3月 7日 (水)

※

4月 12日 (水)

6月 14日 (水)

6月 24日 (土)

8月 9日 (水)

10月 11日 (水)

12月 13日 (水)

2月 14日 (水)

6月 2日 (金)

8月 4日 (金)

10月 6日 (金)

12月 1日 (金)

1月 13日 (土)

3月 23日 (金)



（中部北　ブロック長　喜屋武　恵子）

５．北部ブロック

第１回　定例園長会

職員交流会

第２回　定例園長会

第３回　定例園長会

第４回　定例園長会

園内研究発表会

第５回　定例園長会

第６回　定例園長会

※ 定例園長会は偶数月第３水曜日開催とする。但し、特別な事情がある場合は、

日程変更を行うものとする。

※ 定例前に三役会議を行う。

※ 必要に応じ臨時園長会議を行なう。

※ 主任会を奇数月の第２水曜日に行う。

（北部　ブロック長　末吉　幸博）

６．先島ブロック

○ 八重山地区

先島園長会in石垣　※意見交換会、新規園見学の予定

講演会 講師　未定

石垣島祭りパレード　

研究発表会　発表園　まきら保育園　みよし保育園

※ 園長会　通年

※ 実行委員会　通年　（第１木曜予定）

※ 給食友の会　通年　（第３木曜予定）

○宮古地区

・本年度のテーマ「保育士確保について」

・園長会は毎月15日　土曜日の場合は、前倒しとする。変更する場合あり

・使途の意見交換会を持つこととした。

園長会

・決算報告 ・会長、会計引継ぎ

・新認可園紹介「こふくこ保育園、福寿保育園、てぃだっ子保育園」

園長会（ゆいみなーにて）

・会長：花園保育所 会計：光の国保育園 ・書記：いけむら保育園

・新認可保育園紹介（予定）

園長会及び宮古島市児童家庭課と意見交換会

先島園長研修会（石垣市において）

～

私保連研修部宮古島研修（予定）

～

園長会主催職員研修予定　　内容は検討遒（中央公民館）

平成２９年度園内研修研究発表　　※認可園増の為、今回から２ヶ園とする。

発表園：ひよどり保育園、おおぞら南保育園

（先島　ブロック長　與那覇　高枝）

(木)

30日 (金)

月 日（　）

4月 18日 (火)

6月 17日 (土)

6月 21日 (水)

8月 16日 (水)

10月 18日 (水)

12月 2日 (土)

12月 20日 (水)

2月 21日 (水)

6月 21日 (水)

9月 9日 (土)

11月 5日 (日)

11月 11日 (土)

4月 14日 (金)

4月 25日 (火)

5月 11日 (木)

1月 13日 (土)

6月 21日 (水)

6月 28日 (水)

22日


