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日　時　：
場　所　： サザンビーチホテル及びZOOM

日　程

閉
会

Ⅰ　令和3年度　定期総会 　13：00～14：30

１．議　事

第１号議案 2020年度 補正予算について（報告）

第２号議案 2020年度 事業報告について

（１）全体的な取り組み

（２）各部の活動報告

（３）各ブロックの活動報告

（４）2020年度活動報告

第３号議案 2020年度 収支決算報告及び監査報告について

（１）決算報告

（２）監査報告

第４号議案 2021年度 事業計画（案）について

（１）全体的な取り組み

（２）各部の活動計画

（３）各ブロックの活動計画

第５号議案 2021年度 収支予算書（報告）について

Ⅱ 研修 15：00～16：30

「 」

講師　： 沖縄県福祉保健部　子育て支援課

予 算 説 明 会

16:30

26日(水)

12:30 14:30

定期総会
休憩
受付

令 和 3 年 5 月 26 日 ( 水 )

13:00

総　　会　　次　　第

第66回　沖縄県私立保育園連盟総会

(木)17日5月

予算説明会受付
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2020年度 補正予算（案）について

Ⅰ． 2020年度 補正予算書総括表（案）

Ⅱ． 2020年度 収支補正予算書 内訳書

第１号議案
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2020年度 事業報告について

Ⅰ．全体的なとりくみ

Ⅱ．各部の活動報告

Ⅲ．各ブロックの活動報告

Ⅳ．2020年度活動報告

第２号議案
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2020年度 事業報告書（案） 

Ⅰ．全体的な取り組み 

 コロナ禍で社会の歪みが顕著に 

2020年度を振り返るとき、新型コロナウイルス感染症という従来のどの感染症にも増して感

染力が強く致死率も高い極めて厄介な感染症の影響を抜きには語れません。 

 国の緊急事態宣言が、2020年 4月 7日から 5月 25日にかけてと、2021年 1月 8日から 3

月 21日にかけての 2回発令されました。また、沖縄県独自の緊急事態宣言も、2020年 4月

20日から 5月 14日、同 8月 1日から 9月 5日、2021年 2月 8日から 2月 28日、の 3回発

令されました。そして厚労省からは、2019年度末から 2020年度にかけてコロナ関連の対策文

書（Ｑ＆Ａ等）も多数発出されました。2020年 2月 27日に元首相の一声で小、中、高等学校

が休校を要請され、外出自粛が強く要請されても保育園及び学童保育は原則開所となり、感

染者が多数発生した地域ではその対応に大変苦慮しました。それを鑑み、2021年 1月に現

場の意見を聴く目的とした「コロナ禍における緊急アンケート」を当連盟で実施したところ、「子

どもの笑顔に癒され保育が好き」という方々が多々いらして保育職に対する志気の高さを感じ

る反面、「神経を使いストレスだ」、「退職したい」など、現場の困惑が浮き彫りとなり、2021年 2

月 25日に県との意見交換会を行い「危険手当の要望」、「ワクチンの優先摂取」などを要請し

ました。さらに、緊急時は「人員配置を柔軟に」という国の方針は保育現場の切実さを理解して

いるとは思えず、人員配置基準は逆に引き上げるべきとの、当連盟の主張を申し上げてきまし

た。 

 世界中にコロナ感染拡大する中、日本社会だけでなく、諸外国でも長引くパンデミックの影

響で、家庭内の諸問題（「コロナ離婚」、「コロナＤＶ」、「コロナ虐待」等）が顕在化しました。心

安らぐ憩いの場であるはずの家庭にて、それまで表面化しなかった諸問題が、コロナ禍で一

気に露になった感があります。 

各部及び全体的な取り組み 

 令和２年度活動の日程や内容などの詳細は次項に記載のとおりですが、主だった各部の取

り組みは、保育研究大会が対面式でなくユーチューブ動画配信を研修部と事業部が連携して

行いました。また、広報部の「私保連だより」はコロナ禍にあっても予定どおり年度内に 3回発

行しました。そして予対部の署名・カンパ活動は、例年より早く実施し県選出国会議員への陳

情活動も 2020年 10月に行いました。更に沖縄キリスト教短期大学との懇談会は 2020年 8

月に、沖縄女子短期大学との懇談会は 2021年 2月に行い、コロナ禍での保育実習への協

力等を話し合いました。 

 当連盟の社会貢献活動としては、2020年 5月 14日に医療従事者へのマスク寄贈を行いま

した。更に同 7月に九州豪雨災害支援募金活動を、また同 12月にはコロナ禍で休園が続き

動物の餌代に困っていた沖縄こどもの国への募金活動を行いました。この募金活動は、後に

沖縄市から表彰を受けることになり、当連盟の社会貢献活動が評価された一例として会員にも

ご報告させていただきます。 
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Ⅱ．各部の活動報告
１．総務部

第1回総務部会開催

1. 令和2年度総務部三役選出について 2. その他

第2回総務部会開催

1. 沖縄こどもの国　募金について 2 その他

第3回総務部会開催

1. 第18回私保連まつり　意見書について 2. その他

総務部三役会開催

1. 令和3年度沖私保総務部事業計画について 2 その他

（総務部長　　儀保　盛人）

２．広報部

第1回部会 （私保連事務所） ・私保連だより141号　内容検討、役員選出

第2回部会 （緊急事態宣言を受け中止、部員２名にて校正作業

各部員へメールで原稿を送り各自校正作業を行う

第3回部会 （私保連事務所） ・私保連だより141号発送作業・142号内容検討

第4回部会 （私保連事務所） ・私保連だより142号校正作業

11月 13日 （金）第5回部会 （私保連事務所） ・私保連だより142号発送作業・143号内容検討

第6回部会 （コロナ感染拡大防止対策のため中止）

各部員へメールで原稿を送り各自校正作業を行う

第7回部会 （コロナ感染拡大防止対策のため中止）

役員２名、事務局にて私保連だより143号の発送作業を行う

第8回部会 （コロナ感染拡大防止対策のため中止）

今年度の振り返りを行う。（振り返り用紙への記入）

第9回部会 （コロナ感染拡大防止対策のため中止）

振り返り用紙のまとめ

【ホームページ】

〇ホームページ更新（各部・各ブロック活動計画更新、役員体制等）

【広報誌の内容】

〇私保連だより第141号

第65回定期総会について（会長、副会長挨拶）　各部・各ブロック長挨拶

新規加入園紹介　園長交代　保育士の声　我が園の逸品　コロナ禍の中で

先島だより　こどものつぶやき　沖私保連の動き　私保連事務局新職員紹介

夏の風景（写真）

〇私保連だより第142号

私保連「国へ向けた署名・カンパ運動について」（予対部報告）　

沖縄キリスト教短期大学との連絡会　保育研究大会（研修部報告）　コロナ禍の中で

保育士の声　我が園の逸品　おすすめ本　こどものつぶやき　沖私保連の動き　秋の風景（写真）

〇私保連だより第143号

会長新年の挨拶　県知事新年の挨拶　那覇市長新年の挨拶　県社協会長新年の挨拶

令和２年度受賞者紹介　予算対策部国会要請活動報告　我が園の逸品　コロナ禍の中で

保育士の声　こどものつぶやき　おすすめ本　沖私保連の動き　冬の風景（写真）

(広報部長　嘉陽 理子)

10月 ９日 （金）

９月 17日 （木）

令和２年

2月

７月 10日 （金）

26日 (金)

８月 21日 （金）金）

1月 22日 （金）

12月 11日 （金）

令和３年

2月 12日 （金）

3月 12日 （金）

令和2年

8月 5日 (水)

11月 24日 (火)

1月 26日 (火)

令和3年

11



３．予算対策部

予算対策部役員会

場所：沖縄県総合福祉センター　私保連事務所

※新型コロナウィルス感染予防のため予対部役員及び中部南ブロック長にて行う

参加者：上原副会長　田仲予対部長　石川中部南ブロック長　上間副部長　末吉副部長　

内容：子どもの育ちと子育てを保証し保育をよりよくするための署名・カンパ配布作業

〇10月末日まで子どもの育ちと子育てを保障し保育をよりよくするための署名・カンパを展開

10月２日（金） 予算対策部役員会

場所：沖縄県総合福祉センター　私保連事務所

※新型コロナウィルス感染予防のため予対部役員にて行う

参加者：田仲予対部長　　上間副部長　末吉副部長　

　　　　　　　　　　　　　　　東盛副部長　川武副部長　志良堂会計　當間書記

内容：子どもの育ちと子育てを保証し保育をよりよくするための署名・カンパ集計作業

署名数　37,791名　　カンパ　　3,392,282円（R3・1/13現在）

場所：参議院議員会館（永田町）

内容：令和２年度（公社）全国私立保育園連盟第２回予算対策委員会参加

参加者：上原副会長　田仲予対部長　上間副部長　

場所：参議院議員会館・衆議院議員会館第一・衆議院議員会館第二

内容：県選出国会議員（９名）要請活動　※署名・カンパを行った要望内容を説明

参加者：仲地会長　上原副会長　仲間副会長　儀保総務部長　田仲予対部長　上間副部長　

内容：①令和２年度　国へ向けた署名カンパの報告

②令和２年度（公社）全国私立保育園連盟第２回予算対策委員会報告

③沖縄県選出国会議員（９名）要請活動報告

令和３年

内容：①県知事へコロナ禍における保育に関する緊急アンケート集計結果の報告

並びに意見書の提出報告

② 沖縄県子育て支援課との意見交換会報告

3月1日（月）予算対策部役員会

場所：沖縄県総合福祉センター　西棟　３F　第２会議室

内容：①令和３年度　予算対策部事業計画について

②障害児保育事業について

③沖縄県との意見交換会について

④各市町村情勢報告

参加者：上原副会長　田仲予対部長　上間副部長　末吉副部長　

　　　　　　　　　　　　　　　東盛副部長　川武副部長　志良堂会計　當間書記

（予算対策部長　田仲　雄二）

10月13日（火）令和２年度国会請願活動

10月⒛日（火）予対部ニュースの発行

2月25日（木）予対部ニュースの発行

川武副部長　志良堂会計　當間書記

令和２年

8月 17日 (月)

10月13日（火）令和２年度全国私立保育園連盟第２回予算対策委員会
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４．事業部

三役会議 ・私保連ブッククラブについて　・事業計画について

・ハセッパー噴霧器と一連の報道について㈱アーネストサービス

・令和２年度沖私保連文化祭について

第一回部会 ・令和2年度事業部活動について　　

・三役選出について

三役会議 ・日本トリム一部商品取りやめについて

・沖私保連事業部推奨商品の契約内容について

・私保連ブッククラブ契約について

第二回部会 ・沖私保連事業部推奨商品その他の紹介

・日本トリム一部商品取りやめについて

・沖私保連事業部推奨商品の契約内容について

・私保連ブッククラブ契約について

第4回部会 ・地方組織事業強化費助成制度に伴う事業推進について

・AIG職務災害トータルプランについて

・令和3年度私保連ブッククラブのパンフレット送付について

(事業部長　髙江洲　寛)

５．研修部

（１）部会の開催

三役会議 ・令和2年度研修会開催の見直し　・役員の選出（候補案）

新旧役員会議・新旧役員の確認、職務の分担・令和元年度活動報告

・令和2年度活動計画・令和2年度第32回保育研究大会について

三役会議 ・保育研究大会について・ホテルとの調整（見積り等）

・第1回研修部会の日程について

意見交換会 沖縄県とキャリアアップ研修についての意見交換会

三役会議 ・保育研究大会の発表方法等について

第1回部会 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

お知らせ送付・第32回保育研究大会の中止文書を会員園へメールとFAX送付

・保育研究発表園へ研究資料の提出及び、資料のまとめ方等の

　お知らせ

・研究発表資料を基に助言、講評の依頼文書発送

・研修部員の皆様へ6月以降の研修部活動状況報告をメール送付

部会なし ・保育研究大会のYouTube配信について事業部へ協力依頼

・保育研究大会の発表園に進捗状況確認

第1回部会 ・研修活動について　・第32回保育研究大会について

・YouTube視聴に関する文書を事業部と連名で11月初めに会員

　園へ送付の確認　・その他情報交換

YouTube配信 ・第32回保育研究発表を11/21までYouTube配信で行う。

・12/1発表園へのお礼と会員園へ質問用紙の送付をする

・助言者の講評、執筆をいただき報告集の準備を行う

三役会議 ・報告書の進捗状況と3月までの部会について話し合う

部会なし ・2/4第32回保育研究発表の報告集を加盟園等へ送付

・令和2年度全私保連の研修部長会議が2/9ＷＥＢで開催

三役会議 ・保育研究発表の決算・令和3年度活動計画案・今後の部会案

11月 14日 (土)

1月 11日 (月)

2月 15日 (月)

12月 16日 (水)

6月 17日 (水)

令和2年度

5月 27日 (水)

令和3年

10月 15日 (木)

10月

3月 11日 (木)

7月 27日 (月)

8月 1日 (土)

8月 3日 (月)

9月 10日 (木)

10月 19日 (月)

6月 25日 (木)

7月 30日 (木)

8月 17日 (月)

令和2年

6月 4日 (木)

27日 (火)
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（２）研修活動

〇沖縄県保育士等キャリアアップ研修会（保健衛生・安全対策分野）

日時：令和2年11月予定→新型コロナウイルス感染症予防により中止(県外講師予定の為）

〇沖縄県保育士等キャリアアップ研修会（幼児教育分野）

日時：令和3年2月予定→新型コロナウイルス感染症予防により中止（県外講師予定の為）

〇第32回沖私保連保育研究発表YouTube配信

助言者：照屋建太　氏　沖縄キリスト教短期大学教授

発表園： 北部ブロック　　風の子保育園風の子保育園

中部北ブロック 登川みらい保育園

那覇ブロック 鏡原保育園

助言者：羽地知香　氏　沖縄女子短期大学助教

発表園：中部南ブロック ポケット保育園

南部ブロック 八重瀬わかたけ保育園

先島ブロック いけむら保育園

〇沖縄県保育士等キャリアアップ研修会eラーニング（8教科）による方法で沖縄県の主催で

12月より無料で受講。

（研修部長　小橋川真智子）
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Ⅲ．各ブロックの活動報告
１.北部ブロックの活動報告

新型コロナウイルス感染拡大防止により、「書面審議」にて行う。

議題

①理事会報告 ②令和元年度北部ブロック活動報告・決算報告について

③監査報告 ➃令和2年度事業計画・予算書（案）について

⑤その他

令和2・3年度北部ブロック新役員体制について（報告）

6月12日（金）役員会１５：３０～

　 ・定例園長会へ向けての打ち合わせ

6月17日（水）定例園長会　１４：００～１６：００　名護市：北農会館にて

参加：17/19園

議題

①理事会報告 ②令和2年度　第32回保育研究大会について

③私保連から報告事項 ④令和2年度園内研究発表会　発表園選定について

8月12日（水）役員会１５：００～　ラインビデオで開催

・定例園長会へ向けての打ち合わせ

・定例園長会は新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令の為9月に延期

9月9日（水）定例園長会　１５：００～１７：００　名護市：北農会館にて

参加：16/19カ園

議題

①8月理事会報告 ②北部ブロック園内研究発表会及び発表園選定について

③9月理事会報告 ④新型コロナウイルス感染症について（情報共有）

⑤その他

10月14日（木）役員会15：00～17：00

・定例園長会へ向けての打ち合わせ

10月21日（水）定例園長会15：00～17：00　名護市：北農会館にて

参加：16 /19カ園

議題

①理事会報告 ②北部ブロック園内研究発表会について

③12月定例園長会日程について ④その他

11月20日（金）北部ブロック園内研究発表会中止の公文発行（12月5日予定）

12月9日（火）役員会　16：00～17：00

・園内研究発表会中止について、定例園長会打ち合わせについて

12月16日（水）15：00～16：30　名護市：北農会館にて

参加：18/19カ園

議題

①理事会報告 ②北部ブロック園内研究発表会中止について

③その他 ④12月理事会報告

【園内研究発表園】

①本部町　美ら咲保育園 発表者：保育士

テーマ　僕らの合言葉「イーヤーサーサー」

　　　　～エイサー講習から広がる無限大の可能性～

②名護市　太陽の子保育園 発表者：保育士

テーマ　明日の保育に繋がる振り返り

　 ～振り返りを通して子ども理解を深めながらより良い保育環境を目指す～

【助言者】

沖縄女子短期大学　廣瀬真喜子先生

令和3年

1月

緊急事態宣言発令の為、園内研究大会は中止。各保育園でビデオ収録し太陽の子保育園がDVDを

作成。講師の資料とビデオ収録も1枚で編集し、各施設へ送付する。

2月1日（月）　役員会議　１５：３０～

・私保連まつりについて

令和2年

4月
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2月1日（月）17日（水）１５：００～　ZOOM会議にて 参加：12/19カ園

議題

①理事会報告 ②私保連まつりについて

③令和3年度北部ブロック園長会事業計画並びに予算書（案）について

④その他

オンライン会議について

卒園式開催について（コロナウイルス感染者が出た時の対応について）

（北部ブロック長　宮里健子）

２．中部北ブロック

役員会

①新旧役員引継ぎ ②令和元年事業報告・決算報告について

③令和2年度事業計画・予算について

中部北ブロック園長会中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症のため）

中部北ブロック園長会中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症のため）

役員会

①園長研修・園内研究発表会について

園長会

①各部からの報告・県からの報告・各市町村からの報告

役員会

①中部北ブロック園長研修について

園長会・園長会研修

①園内研究会について ②各部からの報告・県からの報告・各市町村からの報告

③中部北ブロック園長研修

場　所：沖縄市産業交流センター

講　師：オフィスあるふぁ　青山喜代子

講演会：『同一労働・同一賃金』

中部北ブロック園内研究発表会

発表園 ・あかな保育園（うるま市）

・あおぞら保育園（沖縄市）

・ぶどうの木保育園（沖縄市）

園長会

①園内研究発表会の反省 ②令和3年度　事業計画案について

③令和3年度　予算等について

④各部からの報告・県からの報告・各市町村からの報告

（中部北ブロック長　仲宗根　和子）

３.中部南ブロック

三役会 （電話にて実施）

① 中部南ブロック定例園長会開催の可否及び場所について

② 中部南ブロック園内研究発表会の開催方法の検討について

中部南ブロック6月定例園長会の延期決定

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため県内感染状況から判断

中部南ブロック園内研究発表会の開催見送り決定

　書面決議により、感染症拡大防止のため保育研究発表会のブロック開催見送りを決定

三役会

①中部南ブロック定例園長会の開催の可否について

②定例園長会開催に必要な感染対策について

8月定例園長会の開催延期決定（電話による三役協議にて）

・中部南ブロックでのZoom会議導入を検討開始

三役会

①中部南ブロック園長会へのオンライン導入の検討

②各園のオンライン導入に向けた設備等の状況確認の実施を決定

2020年保育者養成等に関する連絡会への参加（オンライン会議）

(金)

7月 29日 (水)

8月 13日 (木)

令和3年

1月 9日 (木)

3月 5日 (金)

6月 10日 (月)

7月 21日 (火)

5月 20日 (水)

6月

9月 29日 (火)

10月 9日 (金)

10月 22日

8月 7日 (金)

8月 26日 (水)

令和2年度

12月 4日 (金)

令和2年

5月 20日 (木)

6月 8日 (月)

(木)

5日
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三役会（オンライン実施）

①10月定例園長会の開催に向けた検討会

②中部南ブロックでのオンライン会議導入に向けた行程確認

定例園長会

①平成31年度中部南ブロック決算について　②平成31年度中部南ブロック事業報告

③令和2年度中部南ブロック活動計画について　④令和2年度中部南ブロック当初予算について

⑤中部南ブロック定例園長会開催に係る期間を定めた会則の適用除外について

⑥令和2年度中部南ブロック第1次補正予算について⑦ブロック内研修会の開催について

三役会（オンライン実施）

中部南ブロック12月定例園長会の開催及び懇親会の開催可否について

定例園長会及び懇親会の感染症感染拡大による中止決定

令和3年

第1回中部南ブロックオンライン会議接続テスト

　以降5回の接続テストを実施

三役会（オンライン実施）

①オンライン会議に関するルール策定　②オンラインでの定例園長会開催の日程固定について

③令和3年度保育研究発表会発表園について

定例園長会（オンライン開催）

①全私保連制度商品職務災害トータルプラン（AIG）の紹介（保険取扱い業者よりプレゼン）

②オンライン園長会をスムーズに行うためのルール説明

③令和2年度ブロック会費徴収方法について④オンライン園長会開催日固定について

⑤私保連まつりアンケート集計結果（中部南ブロック）について

⑥各市町村情報共有

（中部南ブロック長　石川　慧）

４.那覇ブロック

那覇市園長会総会

那覇市園長会より　要請書提出

＊那覇市へ休園要請提出(感染症対策としてメールと郵送にて対応)

那覇市園長会より　要請文提出

＊那覇市へ新型コロナウイルス感染症対策について

那覇市園長会(ZOOM開催)

＊那覇市への要請最終確認　　 ＊土曜日保育の家庭保育の協力願い

＊那覇市との情報交換会について

那覇ブロック園長会へのZOOM接続テスト

那覇ブロック園長会　(ZOOM開催)

＊あいさつ（ひろみ先生より理事会の最新報告） ＊会員相互の自己紹介

＊今年度の活動紹介　＊次回私保連理事会(10/6)への提案など

＊情報交換　　＊その他

＊予対部長を招き２４条１項と24条２項の責任、単価の違いを学んでいきたい。

那覇市園長会(ZOOM開催)

＊那覇市行政説明　　　＊4支部に別けれて情報交換

那覇ブロック園長会　(ZOOM開催)

＊役員会の活動報告　＊11月園長会への予対部長招聘について

＊情報交換、その他　＊私保連の活動の主旨を確認（全私保連のしおりから）

那覇市園長会研修会

＊高山義浩医師による「新型コロナウイルス感染症」について

那覇ブロック園長会・研修会　(ZOOM開催)

＊予対部長研修会【みんなの力で制度を充実させてきた！、産業構造ビジョン２０１０骨子

何で稼ぎ、何で雇用するか、　戦略５分野の４　運動で２４条第１項が復活、などの講話】

那覇市園長研修会　(ZOOM開催)

＊同一労働同一賃金について/國場経営事務所　　國場浩明氏

那覇市園長会　(ZOOM開催)

＊那覇市より説明　　　　＊各支部の報告　　　　＊情報共有

令和3年

1月 14日 (木)

11月 25日 (水)

12月 14日 (月)

(水)

(木)

10月 27日 (火)

10月 28日 (水)

9月 17日 (木)

9月 24日 (木)

10月 8日

7月 9日 (木)

6月 16日 (火)

4月 17日

9月 30日 (水)

10月 9日 (水)

(金)

2月 5日 (金)

2月 12日

12月 8日 (火)

1月 29日 (金)

令和2年

4月 15日 (月)

11月 18日 (水)
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那覇市園長会役員と岡花先生(琉大教育学部教授)意見交換　(ZOOM開催)

＊那覇市の現状に対しての意見交換　　＊研修内容について

＊琉球大学への委託研究について「子どもの視点」遊びの充実の大切さ、

　遊びから学びへの連続性　保育所から小学校への接続、発達障害への支援など

那覇ブロック園長会　(ZOOM開催)

＊新型コロナウイルス関連について情報交換　＊第18回私保連まつりについて意見交換

＊久米島3か園の南部ブロック移動について　＊1月の理事会参加報告

＊理事会へ提案（各ブロック３役などの情報交換会の定期的開催）

那覇ブロック園長会　要請書提出

＊日保協那覇地区、那覇市園長会、三団体にて要請

＊保育料減免による登園自粛または特別保育の実施について

那覇ブロック園長会　(ZOOM開催)

＊緊急アンケートの説明　＊理事会報告、活動報告　＊令和3年度活動について

＊新型コロナ関連など情報交換　　＊各ブロック代表者意見交換会について

那覇市園長会　(ZOOM開催)

＊那覇市より説明　　　　＊那覇市の入園のしおりについて　　　＊情報共有

那覇ブロック　那覇市への意見書提出と意見交換会

＊コロナ禍における保育に関する緊急アンケート集計結果の報告並びに意見書

　仲地賢会長、ウインフィールドひろみ副会長、那覇ブロック役員5名にて参加

（那覇ブロック長　上原　直）

5.南部ブロック

監事監査・役員会

・「南部ブロック総会（定例園長会）」に向けて

定例園長会 （新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）

・令和元年度　事業報告 ・令和元年度　決算報告

・令和元年度　監事監査報告　 ※書面により承認

定例園長会 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

定例園長会 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

・令和2年度事業計画変更について ・園内保育研究大会について

・園長研修について

役員会

・園内研究発表会について ・園長研修会、親睦会について

・定例園長会の持ち方について

定例園長会

・園内研究発表会について ・園長研修会について

・ZOOM会議について ・その他情報交換

役員会

・ＺＯＯＭ会議に向けた予行演習

・園内研究発表の持ち方について

定例園長会（ＺＯＯＭ会議）

・お試しＺＯＯＭ会議

・その他情報交換

役員会

・私保連まつりについて

令和3年

園内研究発表会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

※実施方法変更

定例園長会（ＺＯＯＭ会議）

・ 私保連まつりについて ・その他情報交換

役員会

・令和3年度事業計画・予算について

・園内研究発表の撮影についての打ち合わせ

定例園長会（ＺＯＯＭ会議）

・令和3年度事業計画（案）・令和3年度予算（案）・その他情報交換

25日 (木）

21日 (木)

2月 16日 (火）

12月 24日 （木）

1月 16日 （土）

12月 2日 (水）

12月 10日 （木）

9月 16日 （水）

10月 8日 （木）

6月 11日 (木)

7月 30日 （木）

令和2年

4月 3日（金）

4月 16日 (月)

3月 22日 (月)

2月 24日 (水)

2月 25日 (木)

1月 27日 (水)

2月 2日 (火)

1月 20日 (水)
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3月 15日

・園内研究発表撮影会　港川保育園

・園内研究発表撮影会　聖マルコ保育園

（南部ブロック長　　當山　博子）

6.先島ブロック
八重山地区

・「新型コロナウイルス感染拡大防止について」石垣市に要請

園長会

・令和元年度決算　　・八重山私保連、事業計画確認 

園長会

・八重山私立保育園連盟研究発表について

園長会

・八重山私立保育園連盟研究発表について（オンラインで発表協議）

・オンラインで八重山私立保育園連盟研究発表（発表園：やしの実保育園）

令和３年

園長会

・令和３年度役員改正について

・「保育士等子ども最優先入所制度の制定について」（市への要請文を協議）

（先島副ブロック長　知念　修）

宮古地区

定例園長会

・令和１年度事業並びに決算報告 ・令和２年度園長会役員選任

・沖私保連先島地区理事選任、保育研究発表園推薦

・新型コロナウイルス各園の対応、前年度市長要請報告

・新型コロナウイルス感染予防・保育所開園に関する要望（児童家庭課）

定例園長会

・新役員児童家庭表敬（部長・課長） ・先島地区園長交流会

・社協市町村保育施策・予算に関する課題事項 ・児童家庭課協議報告

・新型コロナウイルス各園の対応

定例園長会

・歯科検診（宮古歯科医師会会長：平良さん） ・児童家庭課協議報告

・沖私保連保育研究発表会開催 ・今後の新型コロナウイルス感染予防

・先島地区園長交流会今年度中止 ・指導監査実施にあたって（福祉政策課協議報告）

・宮古島地区保育研究発表会開催

定例園長会

・弱視の早期発見に向けてキッド（ライオンズクラブ国際協会地区ＧＬＴ委員長：新山）

・法人保育園連盟園長会名簿変更 ・指導監査調査書入力不具合

・新型コロナウイルス感染症

定例園長会

・新型コロナウイルス感染拡大のため定例会中止

各園にメールにて新型コロナ感染対応について児童家庭課との協議報告

定例園長会

・虫歯予防（宮古歯科医師会会長：平良さん）

・宮古地区保育研究発は今年度中止 ・今後の新型コロナウイルス感染予対応

定例園長会

・障害児に関わる保育士等の配置 ・今年度の指導監査調査実施状況

定例園長会

・宮古島管内における感染症対応〈宮古保健所） ・児童家庭課協議報告

・沖私保連理事会報告（署名・カンパの協力）

10月

11月

8月

6月

7月

令和2年

4月

5月

3月 10日 (水)

10月 21日 (水)

11月 28日 (土)

 ４月20日（月）

5月 13日 (水)

7月 15日 (水)

令和２年

（月）

27日27日（土）
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定例園長会

・新型コロナ濃厚接触者への対応 ・障害児に関わる保育士等の配置

定例園長会

・新型コロナ陽性者が確認された際の保育園の対応

・第18回私保連まつり参加 ・沖私保連理事会報告 ・児童家庭課協議報告

定例園長会

・新型コロナウイルス感染拡大のため定例会中止

・各園にメールにて第18回私保連まつり参加の有無再検討、　　　　　　　　　　　　　　　　　

・令和3年度宮古地区園内研究発表会意見書送付、沖私保連理事会報告

定例園長会

・児童家庭課懇談会内容 ・第18回私保連まつり参加（今年度も参加見送り）

・令和3年度園内研究発表会開催

・沖私保連理事会報告

（先島ブロック長　仲間　亮二）

2月

3月

12月

令和3年

1月
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Ⅳ．２０２０年度活動報告

4月 8日 (水) 緊急三役会 　（於：県総合福祉センター　502会議室）
PM 副会長

総務部長 予対部長

(1) 4月理事会の開催方法について
(2) 第65回定期総会の開催について
(3) 就業規則の改正について
(4) 定款内規の改正について
(5) 新型コロナウイルス感染症について

4月 14日 (火) 令和2年度（第1回）理事会 （於：コロナ感染症蔓延予防対策の為/中止）

4月 22日 (水) 第34回全国事務局長会議 （於：東京都/中止）

4月 24日 (金) 令和2年第1回予算対策会議 （於：福岡/中止）

4月 18日 (土) 緊急三役会（於：ZOOM）
PM 副会長

総務部長 予対部長

5月 8日 (金) 監事監査 （於：沖私保連事務所）
PM 副会長

監事 監事 監事

5月 8日 (金) 三役会 　（於：私保連事務所）
PM 副会長

5月 12日 (火) 第1回　理事会 （決算理事会） 　（於：事務局・ZOOM併用）
PM

(1) 各部・各ブロックの活動報告について
(2) 定期総会について
(3) 平成元年度補正予算について
(4) 平成元年度事業報告について
(5) 令和元年度決算報告並びに監査報告について
(6) 令和２年度事業計画について
(7) 令和２年度予算について
(8) 運営内規の一部改正について
(9) 就業規則の変更について
(10)次期役員選考委員会の報告について
(11)全保協会長表彰推薦について
(12)その他の報告事項

① 入会退会園について
② 令和３年度沖縄復興予算要望に関わる意見照会について
③ 令和３年度福祉施策・予算に関する要望事項の提出について
④ 保協研究大会発表園提出について
⑤ コロナウイルス対策に関するアンケートについて
⑥ 全私保連へのコロナ対策に関する要望書について
⑦ マスク・医療従事者へのエールについて
⑧ 新旧理事会について（6/1予定）

5月 14日 (木) 令和2年度九州保育三団体協議会　第1回理事会（文書審議）
会長

5月 14日 (木) 沖縄県への医療従事者等支援　マスク2万枚寄贈 　（於：県庁会議室）
（大人マスク1万4千枚・こども用６千枚）

PM 副会長

総務部長 広報部長

5月 29日 (金) 職員面接・三役会 　（於：沖私保連事務所）
AM 副会長

総務部長

2:00

11:00 出席者： 仲 地 賢

1:00 出席者：

仲 村 晴 美

仲 間 明

仲 間 明

仲 間 明

中止

1:00 出席者： 仲 地 賢

副会長

當銘　巧 勝連　民人 上間　浩也

月   日 活　　動　　状　　況

令和2年

中止

中止

上 原 東2:00 出席者： 仲 地 賢 会長 長 嶺 久 美 子 副会長

議題：
仲 間 明 田 仲 雄 二

仲間　明

赤嶺　朱美

長 嶺 久 美 子 副会長

金城　友枝 山盛　元 仲村　晴美（監事） 上原　直（監事）

議題：

仲 間 明
長 嶺 久 美 子

会長 上 原 東

上 原 東

嘉 陽 理 子

出席者：

会長

書面 承認者： 仲 地 賢

仲地　賢

嘉陽　理子 田仲　雄二 岸本　恵美子 安河山　チエミ

長嶺　久美子 上原　東

田 仲 雄 二
1:00 出席者： 仲 地 賢 会長 長 嶺 久 美 子 副会長

会長 長 嶺 久 美 子 副会長 上 原 東11:00 出席者： 仲 地 賢

宮 城 信 仁 上 原 直

総務部長

上 原 東

上 原 東
仲 間 明

玉城　善徳（顧問） 岸 本 功 也 （ 陪

仲 地 賢 会長 長 嶺 久 美 子 副会長

総務部長
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月   日 活　　動　　状　　況

5月 30日 (土) 第６５回定期総会同意書全園（２２８園）提出済み

　第１号議案　２０１９年度補正予算について

　第２号議案　２０１９年度事業報告について

　第３号議案　２０１９年度決算報告及び監事監査報告について

　第４号議案　２０２０年度事業計画について

　第５号議案　２０２０年度収支予算について

　第６号議案　運営内規の一部改正について

　第７号議案　就業規則の一部改正について

　第８号議案　役員（理事・監事）の改選について

6月 1日 (月) 第2回　理事会及び新旧役員懇談会 （於：恩納村ハレクラニ沖縄レストランKINGDOM）

PM

(1) 代表理事の選考について

(2) 副会長及び部長理事の選任について

(3) 顧問の選任について

6月 8日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所）

AM 副会長

6月 9日 (火) 第３回　理事会　 　（於：県総合福祉センター　４０１研修室）

PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について

(２) 第３２回保育研究大会について

(３) 育児介護休業規則について

(４) その他の報告事項

① 副会長の役割について

② ブッククラブについて

③ ハッセパーについて（取扱アーネストサービス（株）・次亜塩素散水）

④ 令和２年度～３年度部員募集について

⑤ 第４７回沖縄県保育研究大会発表園について

⑥ 沖縄県雇用政策推進協議会議題への事前アンケートの報告について

6月 16日 (火) 令和２年度　全私保連　第1回予算対策会議 （於：東京都）　欠席

PM

6月 24日 (水) 第６３回全国私立保育園研究大会（札幌大会）（中止）

(金)

6月 29日 (月) 第55回全私保連代表者会議　（於：東京都）

PM

6月 30日 (火) 全私保連第５８回定期総会　（於：東京都）

PM

7月 13日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所）

PM 副会長

総務部長

長嶺久美子 上間浩也 宮城信仁 岸本功也

仲 間 明

議題：

出席者： 仲地賢 上原東 仲間　明

提案事項

上原直 當山博子 岸本恵美子 安河山チエミ

當銘巧 赤嶺朱美

儀保盛人 嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

小橋川真智子 宮里健子

ウインフィールドひろみ12:00

金城友枝 仲村晴美

仲宗根和子

10:00 出席者： 仲 地 賢 会長

1:00

～26日

ｳｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞひろみ 副会長

議題：

儀保盛人 嘉陽理子

小橋川真智子 宮里建子

2:00 出席者： 仲地賢 上原東

玉城善徳（顧問）

儀 保 盛 人

総務部長

1:00

上原直 當山博子 仲間亮二

出席者：

副会長上 原 東

儀 保 盛 人

仲 間 明仲 地 賢 会長 副会長上 原 東

2:00 仲 地 賢 会長

会長 上 原 東 副会長 仲 間 明

上間浩也（監事）

仲間　明

田仲雄二 高江洲寛

仲宗根和子 石川慧

ウインフィールドひろみ

総務部長

石川慧

出席者：

1:00 出席者： 仲 地 賢
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月   日 活　　動　　状　　況

7月 14日 (火) 第４回　理事会　 　（於：沖私保連事務所・ZOOM）
PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について
(２) 令和２年度全私保連予算要望署名・カンパ運動について
(３) 沖縄キリスト教短期大学との連絡会について（8/26）（参加者確認）
(４) 熊本豪雨募金活動について
(５) 事務局ネットバンキング利用について（理事会日当等振込）
(６) その他報告事項

① ブッククラブについて
② 令和２年度～３年度部員募集について
③ 第６５回全私保連代表者会議の報告
④ 令和２年度第１回九州私保連代表者会議の報告
⑤ 全私保連第５８回定期総会の報告
⑥ 令和３年度以降の全私保連研究大会に関するお知らせについて
⑦ 令和２年度全私保連表彰受賞決定のお知らせについて
⑧ 沖縄県保育協議会の評議員推薦について
⑨ 厚生労働大臣分野に係る令和３年春の叙勲の推薦について
⑩ 令和２年度厚生労働大臣表彰・知事顕彰の推薦について
⑪ 第６３回沖縄県社会福祉大会長表彰の推薦について
⑫ マスク寄贈お礼状（沖縄県知事・那覇市母子生活支援センターさくら）
⑬ 新規入会について
⑭ 公益INFO報告完了について

7月 16日 (木) 令和２年度第１回九州保育三団体協議会各県会長会議　 （於：熊本） （欠席）
PM
7月 28日 (火) 保育協議会委員会 （於：県総合福祉センター会議室）
PM

8月 3日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所）
PM 副会長

総務部長

8月 11日 (火) 第５回　理事会　 　（於：県総合福祉センター会議室・ZOOM）
PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について
(２) 令和２年度全私保連予算要望署名・カンパ運動について
(３) 第３２回私立保育園連盟保育研究大会について
(４) その他報告事項

① 全私保連参与の推薦について
② 沖縄県保育士・保育所総合支援センターに係る意見交換会について
③ 沖私保連豪雨災害支援募金について
④ 令和２年度沖縄県保育士合同説明会（共催）について
⑤ 全私保連全国事業部長会議及びゼンポ会議（中止）について
⑥ AIG損害保険の「職務災害トータルプラン」案内について
⑦ 九州保育三団体九州豪雨災害支援募金について
⑧ 外国籍につながる乳幼児保育に関するアンケート（琉大岡花祈一郎資料）
⑨ 沖私保連新規入会について

8月 24日 (月) 沖縄県保育士・保育所総合支援センターに係る意見交換会
PM 　（於：県総合福祉センター研修室）　中止
8月 26日 (水) 沖縄キリスト教短期大学との連絡会 （於：ZOOM）
PM

8月 27日 (木) 全国調査部長会議　　　（中止）
9月 7日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所）
PM 副会長

総務部長

上原直

當山博子

議題：

儀保盛人

長嶺久美子（監事）
嘉手納美枝（北ブ代理） 岸本功也（陪席）

玉城善徳（顧問）

2:00 出席者： 仲地賢

小橋川真智子 仲宗根和子 石川慧

仲 間 明出席者： 仲 地 賢 会長2:00 上 原 東 副会長

儀 保 盛 人

1:00

上 原 東

ウインフィールドひろみ 副会長

副会長

田 仲 雄 二 予対部長

2:00 出席者： 仲 地 賢 会長 副会長 ウインフィールドひろみ

仲村晴美（監事）仲間亮二

議題：

當山博子

出席者： 仲地賢 上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ

嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

石川慧

玉城善徳（顧問）

小橋川真智子

儀保盛人

宮里健子 仲宗根和子

上原直

高 江 洲 寛 事業部長

ウインフィールドひろみ 副会長 儀 保 盛 人 小 橋 川 真 智 子 研修部長

宮里健子　　北部ブ長 仲宗根和子　中北ブ長 石川慧　　　　中南ブ長 上原直　　　那覇ブ長

上 原 東 副会長 仲 間 明

仲地賢　　　　　会長 儀保盛人　　総務部長 嘉陽理子　　広報部長

上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ

嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

2:00 出席者： 仲 地 賢 会長

2:00

2:00

3:00 出席者：
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月   日 活　　動　　状　　況

9月 8日 (火) 第６回　理事会　 　（於：沖私保連事務所・ZOOM）
PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について
(２) 第３２回私立保育園連盟保育研究大会について
(３) その他報告事項

① ２０２０年度保育者育成に関する連絡会（キリ短：8/26　ZOOM）報告
② 九州・全私保連合同会議㏌沖縄（12/9～12/10）中止について
③ 沖私保連豪雨災害支援募金について

9月 17日 (木) 私保連だより第１４１号発行　4,700部
配布先：全会員、全私保連、各県私保連、沖縄県、各市町村主管課、県社協、養成校

9月 18日 (金) 県へ要請　新型コロナウイルス対応下の監査のあり方について（お願い） 郵送

9月 29日 (火) 保育協議会委員会 （於：県総合福祉センター会議室）
PM

10月 5日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所）
PM 副会長

総務部長

10月 6日 (火) 第７回　理事会　 　（於：県総合福祉センター教室・ZOOM）
PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について
(２) 全私保連第２回予算対策会議について
(３) １２月理事会及び新年交流会の開催方法について
(４) その他報告事項

① 県への要請（指導監査について）の報告
② 全私保連一部商品紹介取り止めについて
③ 令和２年度生活支援員養成講習会における実習受け入れの報告について

10月 13日 (火) 全私保連令和２年度第２回予算対策会議 （於：東京都）
PM

11月 2日 (月) 令和２年度第２回九州保育三団体協議会会長会議　 （於：福岡県）
PM

11月 9日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所）
PM 副会長

総務部長

11月 10日 (火) 第８回　理事会　 　（於：沖私保連事務所・ZOOM）
PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について
(２) 私保連だよりの増刷について
(３) その他報告事項

① 令和２年度署名・カンパの報告について
② 令和２年度第２回予算対策会議の報告について
③ 九州三団体会長会（１１月２日福岡）報告について
④ 令和３年度九州保育三団体研究大会（熊本大会）中止について
⑤ 令和２年度社会福祉功労者厚生労働大臣表彰の内定
⑥ 「第６３回沖縄県社会福祉大会長表彰・感謝」伝達について
⑦ 沖縄県総合福祉センター貸館利用に伴う新型コロナウイルス感染症・感染拡大

 防止対策の実施について
⑧ 「沖縄こどもの国」動物の餌代のための募金活動について
⑨ 事務局体制について

11月 13日 (金) 私保連だより第１４２号発行　4,700部
配布先：全会員、全私保連、各県私保連、沖縄県、各市町村主管課、県社協、養成校

1:00 出席者： 仲 地 賢 会長 上 原 東 副会長 仲 間 明
ウインフィールドひろみ 副会長

1:00 出席者： 仲 地 賢 会長 上 原 東 副会長 仲 間 明

石川慧

仲間亮二 長嶺久美子（監事）

玉城善徳（顧問）
上間浩也（監事）

議題：

副会長

2:00 出席者： 仲地賢 上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ

儀保盛人 嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

予対部長

玉城善徳（顧問）

田 仲 雄 二 予対部長 儀 保 盛 人 総務部長 上 間 浩 也 予対副部長

田 仲 雄 二
2:00 仲 地 賢 ウインフィールドひろみ出席者： 会長 上 原 東 副会長

小橋川真智子 宮里健子 仲宗根和子 石川慧

上原直 當山博子 仲間亮二

儀 保 盛 人
2:00 出席者： 仲 地 賢 会長 上 原 東 副会長

出席者： 仲 地 賢 会長

2:00 仲地賢 上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ出席者：
儀保盛人 嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

小橋川真智子 宮里健子 仲宗根和子

岸本功也（陪席）

副会長

2:00

上原直

議題：

當山博子

2:00 出席者： 仲地賢 上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ

儀保盛人 嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

小橋川真智子 宮里健子 仲宗根和子 石川慧

上原直 當山博子 仲間亮二 仲村晴美（監事）
玉城善徳（顧問） 知念修（陪席）

議題：
岸本功也（陪席）

儀 保 盛 人

仲 間 明
ウインフィールドひろみ 副会長
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月   日 活　　動　　状　　況

11月 14日 (土) 第３２回沖縄県私立保育園連盟保育研究発表のYouTube視聴開始　期間（11/14（土）11/21（土））

AM までの８日間、資料も一斉メール送信

11月 24日 (火) 保育協議会委員会 （於：県総合福祉センター研修室）

PM

12月 7日 (月) 令和２年度第３回九州保育三団体協議会会長会議　 （於：長崎県）

(火)

12月 14日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所）

PM 副会長

12月 15日 (火) 第９回　理事会　 　（於：沖私保連事務所・ZOOM）

PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について

(２) その他報告事項

① 令和２年度第３回九州保育三団体協議会会長会議報告について

② 令和２年度共同募金分配による事業申請、（第１８回私保連まつり）について

③ 「沖縄早期離職者定着支援事業」御礼、アンケートへのご協力について

④ LINEを活用したアプリ「RICCA（リッカ）」の利用について

⑤ 年末年始に向けた感染症対策の集中実施について

令和３年 三役会　（於：ZOOM）

1月 8日 (金) 副会長

PM 2:00 総務部長

1月 12日 (火) 第１０回　理事会　 　（於：沖私保連事務所・ZOOM）

PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について

(２) 第１８回私保連まつりについて

(３) その他報告事項

① 保育所未設置町村に関する調査

② 久米島３加盟園ブロック移動について

③ キャシュガードマン保険の報告について

④ 令和２年度の受賞者のお祝いについて

⑤ 厚労大臣表彰式の報告について

⑥ 沖縄こどもの国募金活動について

⑦ コロナ集団感染保育所等対応Q＆A

⑧ 保育制度関連

1月 18日 (月) 沖縄こどもの国募金贈呈式 （於：沖縄市役所）

PM 副会長

総務部長

1月 22日 (金) 私保連だより第１４３号発行　7,000部

配布先：全会員、全私保連、各県私保連、沖縄県、各市町村主管課、県社協、養成校

1月 26日 (火) 保育協議会委員会 （於：県総合福祉センター研修室）

PM

2月 2日 (火) 県こども・子育て会議 （於：八汐荘）

PM

2月 8日 (月) 三役会　（於：沖私保連事務所・ZOOM）

PM 副会長

総務部長

2月 8日 (月) 令和２年度全国研修部長会議WEB開催

金額： １，５４９，６６１円

出席者： 仲 地 賢 会長 ウインフィールドひろみ 副会長

上原直 當山博子 仲間亮二

知念修（陪席）玉城善徳（顧問） 岸本功也（陪席）

議題：

長嶺久美子（監事）

出席者： 仲 地 賢 会長～8日

當山博子

知念修（陪席）上間浩也（監事）

9:00

2:00 出席者： 仲 地 賢 会長 副会長ウインフィールドひろみ

小橋川真智子

玉城善徳（顧問）

仲 間 明 ウインフィールドひろみ

仲地賢

2:00 出席者： 副会長

2:00 出席者： 上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ

上原直 仲間亮二

儀保盛人 嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

宮里健子 仲宗根和子 石川慧

議題：

ウインフィールドひろみ

2:00 出席者： 仲地賢 上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ

出席者： 仲 地 賢 会長 上 原 東
副会長 儀 保 盛 人

3:00 出席者： 仲 地 賢 会長 上 原 東 仲 間 明

ウインフィールドひろみ 副会長 儀 保 盛 人

副会長

2:00

1:00 出席者： 仲 地 賢 会長 上 原 東

出席者：

副会長 仲 間 明

ウインフィールドひろみ

2:00 出席者： ウインフィールドひろみ 副会長

副会長 儀 保 盛 人

岸本功也（陪席）

小橋川真智子 研修部長

嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

小橋川真智子 宮里健子 仲宗根和子 石川慧

副会長 仲 間 明

儀保盛人

上 原 東 副会長
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月   日 活　　動　　状　　況

2月 9日 (火) 第１１回　理事会　 　（於：沖私保連事務所・ZOOM）
PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について
(２) 第１８回私保連まつりについて
(３) 第６６回定期総会について
(４) その他報告事項

① 沖縄こどもの国寄付金贈呈式について
② 地方組織事業強化費助成制度に伴う事業推進について
③ 保育研究大会の報告について
④ 人口減少地域における乳幼児の預り施設入所等の調査について
⑤ コロナ禍の保育に対する意識緊急アンケートについて
⑥ オンライン園内研修（こどもの社）について
⑦ 令和３年度事業計画について
⑧ （紹介）各表彰について

2月 25日 (木) 県との意見交換会 　（於：県庁会議室）
AM 県より子育て支援課長他３名

副会長

PM 沖縄女子短期大学との連絡会 （於：沖縄女子短大）
副会長

3月 4日 (木) 全私保連第５７回代表者会議 （於：全国保育会館WEB会議）
AM
3月 8日 (月) 三役会　（於：県総合福祉センター会議室）
PM 副会長

総務部長

3月 9日 (火) 第１２回　理事会　 　（於：沖私保連事務所・ZOOM）
PM

(１) 各部、各ブロックの活動報告について
(２) 第１８回私保連まつりについて
(３) 第６６回定期総会について（令和３年５月２６日）
(４) 令和３年度事業計画について
(５) 令和３年度予算について
(６) その他報告事項

① 沖縄市表彰の決定について
② 沖縄女子短期大学との意見交換会の報告について
③ 県との意見交換会の報告について（コロナ禍の保育アンケート）
④ 保育研究大会決算書について
⑤ 全国研修部長会議の報告について
⑥ 全私保連代表者会議の報告について
⑦ オンライン園内研修（こどものとも社）について

玉城善徳（顧問） 知念修（陪席）
議題：

小橋川真智子 宮里健子 仲宗根和子

2:00 出席者： 仲地賢 上原東 仲間　明 ウインフィールドひろみ

儀保盛人 嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

ウインフィールドひろみ 副会長 儀 保 盛 人

石川慧

上原直 當山博子 仲間亮二 上間浩也（監事）

上 原 東 副会長 仲 間 明

出席者：10:00

ウインフィールドひろみ 副会長 田 仲 雄 二 予対部長

内容： コロナ禍の保育アンケート

3:30
会長 上 原 東出席者： 仲 地 賢 副会長 仲 間 明

出席者： 仲地賢 上原東 仲間　明

出席者： 仲 地 賢 会長 上 原 東 副会長 仲 間 明

議題：

仲村晴美（監事）
安河山チエミ(研修部長代理)

11:00 出席者： 仲 地 賢 会長

2:00 出席者： 仲 地 賢

ウインフィールドひろみ 副会長

会長

玉城善徳（顧問）

知念修（陪席） 岸本功也（陪席）

儀保盛人

當山博子 仲間亮二

嘉陽理子 田仲雄二 高江洲寛

宮里健子 仲宗根和子 石川慧

ウインフィールドひろみ

上原直

2:00
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2020年度収支決算報告及び監査報告について

自
至

Ⅰ ． 貸借対照表

Ⅱ ． 貸借対照表内訳表

Ⅲ ． 正味財産増減計算書

Ⅳ ． 正味財産増減計算書内訳表

Ⅴ ． 収支計算書

Ⅵ ． 収支計算内訳表

Ⅶ ． 財産目録

Ⅷ ． 備品台帳

Ⅸ ． 監事監査報告書

Ⅹ ．

Ⅺ ． 平成２９年度 署名カンパ集計表

第３号議案

令 和 2 年 4 月 1 日
令 和 3 年 3 月 31 日
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令和3年3月31日現在

備品名 金額 購入年月日

電　　　　話 1 昭和54年3月

テーブル6脚 1 昭和61年3月

保　　管　　庫 1 昭和61年3月

保　　管　　庫 1 昭和61年3月

机 1 昭和61年3月

黒板 1 昭和61年3月

スチ　ール棚 1 平成7年3月

藤イス、テービル 1 平成7年3月

電動ホッチキス 1 平成13年3月

パ　ソ　コ　ン 1 平成24年3月

ノートパソコン 1 平成24年5月

プロジェクター 1 平成24年6月

公益大臣ソフト（会計ソフト） 73,044 平成２９年６月

BOTパソコン（デスク） 86,167 令和2年8月

合　　計 ¥159,223

備　品　台　帳
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2021年度 事業計画（案）について

Ⅰ．全体的な取り組み

Ⅱ．各部の活動計画

Ⅲ．各ブロックの活動計画

第４号議案
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2 0 2 1年度 事 業 計 画 書 （案） 

 

Ⅰ. 全体的な取り組み 

 １．はじめに 

近代史に残る世界的規模のパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症の収束が    

未だ見えない状況で迎える 2021 年度。昨年度の事業活動は、ほぼ中止か延期になりました。

実施するにしても規模の縮小やリモート会議等内容を変更し感染対策に十分配慮しながらの 

対応を迫られました。 

アメリカ、イギリス等が開発したワクチンが輸入され、医療従事者及び高齢者以外の全世代の

人々にも摂取されるようになる 5～6 月ごろからは、ワクチンの効果が出て収束に向かうことを  

期待したいものですが、ワクチン接種が計画通りに進まなかったり副反応などの不安要素もあり

未だ先行きは不透明な状況です。 

当連盟でも、昨年度の教訓を活かし各部・ブロックの事業活動計画をはじめ、今年度    

開催予定の第 18 回私保連まつりや第 33 回保育研究大会などは参加者の健康を第一に考え

適宜リモートなどの方法を取り入れるなど、現代の時勢に即した柔軟な対応で臨みます。 

また、保育園もエッセンシャルワーカーとして改めてその重要さが注目されました。      

自らの感染の危険と闘いながら目の前の子どもたちひとりびとりを守ってきた保育士。      

その保育士の抜本的処遇改善が求められます。引き続き国や県に対しては、緊急時であっても

保育の質を落とすことなく対応できるよう人員配置基準の改善を要望します。 

さらに、コロナ禍により失職中の方に保育補助員として保育園で臨時的に就労してもらい、 

広く保育園の重要性、魅力を社会に発信し、合わせて経済的支援の一助となれるよう取り組み

ます。 

県でも取り組んでいる国連の SDGｓの原則、「誰一人取り残さない持続可能な開発目標」を、

当連盟の定款目標「沖縄県内のすべての子どもとその家族の児童福祉の増進」と連動し、   

市町村、保護者と連携を密にしてそれらの目標達成に向け取り組みます。中でも市町村間でも

若干格差のある障害児保育問題や貧困問題、児童虐待問題、更に待機児童と定員割れが  

同時に発生するミスマッチ問題、少子高齢化の傾向が進む人口減少地域の安定した運営に 

関する問題等々、山積した問題、課題に向き合い、連盟の意見として県と市町村へ       

発信していきます。 

昨年度同様、明るくてたくましい、エネルギッシュなウチナーのオバーたちの生きる力を、  

今年度も折りあるごとに拾い上げそのエッセンスを分かち合います。特に、戦中戦後の過酷な 

混乱期を生き抜いたオバーたちの生き様は、今日の社会の礎となりました。大勢に与せず   

弱い者に寄り添う姿勢を先達から学びます。 
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2.活動項目 

 (1)対国活動の推進 

 

 (2)対県、対市町村活動の推進 

    イ．沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課と連携した「予算説明会」等の開催。その他

児童虐待・子どもの貧困問題、保育士確保・離職防止対策問題、保育現場で混乱

が生じる恐れのある給食費実費徴収問題等の意見交換会等の開催。 

    ロ．市町村園長会活動の支援（園長会のない町村への情報提供、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（キャリアアップ研修会含む） 

  ロ.当連盟主催保育研究大会の開催 

  ハ.県保協主催保育研究大会への参加派遣 

  ニ.九州、全国の保育研究大会への参加派遣 

  ホ.リスク管理研修会の企画開催 

 へ.沖縄の母親を招聘、講演会の開催 

 

(4)組織活動の強化 

イ.各部、各ブロック活動の強化 

ロ.「私保連まつり」の開催  

(5)関係団体との連携 

  イ.九州保育三団体、全国関係団体との連携 

 ロ.県内保育関係団体、養成校との連携 

 

(6)園長会、理事会の開催 

 イ.総会、臨時園長会の開催 

  ロ.定例理事会、臨時理事会の開催 

 

(7)事務局の強化 

  イ.事務員（フルタイム）二名、パート一名体制の構築 

 ロ.ホームページ更新等、事務局業務の強化 

 

(8)顧問活動 

 イ．理事会への招聘、講話会の適宜開催 
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Ⅱ．各部の活動計画

１．総務部

○ 理事会開催に関する諸業務（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諸業務（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

○ 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　必要に応じて開催

定例役員会　毎月第1火曜日開催（青年会議役員会合同）

（総務部長　儀保　盛人）

2．広報部

○ 【広報誌の発行】（第144号、第145号、第146号）年3回発行

144号＜7月＞

第66回定期総会／研修　新規加入園紹介　園長交代紹介　各部長挨拶

各ブロック長挨拶　こどもの国募金贈呈式　保育士の声　子どものつぶやき　夏の風景（写真）

保育情報　沖私保連の動き　（16P予定）

145号＜10月＞

沖私保連保育研究大会／分科会　　新規加入園紹介　　「国へ向けた署名・ｶﾝﾊﾟ運動」

保育士の声　子どものつぶやき　秋の風景（写真）　保育情報　沖私保連の動き（12P予定）

146号＜1月＞

会長新年の挨拶　沖縄県子ども生活福祉部長新年の挨拶　社協会長新年の挨拶新年交流会

各ブロック活動報告　令和2年度受賞者紹介　予対部要請活動報告　保育士の声

新年交流会　子どものつぶやき　冬の風景（写真）保育情報　沖私保連の動き（16P予定）

〇上記、掲載内容については予定。その他「コロナ禍の中で」「我が園の逸品」など掲載予定。

　随時、情勢を見て変更。

※ホームページ更新（新規加入園、訂正、組織図、等）

※部会開催　定例／毎月第２金曜日　その都度、必要に応じて開催。

（広報部長　嘉陽　理子）

3．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

○ 各市町村の補助金実施調査

○ 各市町村の保育情勢課題の共有及び各市町村園長会との連携

○ 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

（予算対策部長　田仲雄二）
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4．事業部

○ ブッククラブ（学秀館の絵本販売事業）

○ 各種保育資材等の紹介、斡旋

○ AEDの普及

○ 保険の加入促進

○ 文化活動事業

○ 事業部会開催：偶数月（その他必要に応じて）

（事業部長　髙江洲　寛）

5．研修部

（研修部長　小橋川　真智子）

〇沖縄県私立保育園連盟第33回保育研究大会

講師　　医療関係者（現在、中部病院の高山先生に交渉中）

日時　　令和3年

場所　　未定

方法　　規模縮小参加型

日時　　令和３年8月頃

〇研修会「保育研究の考え方やすすめ方、まとめ方」

〇新型コロナウイルス感染症が及ぼす保育園の状況と今後

保育科教授　　照屋建太先生

講師　　沖縄キリスト教短期大学

方法　　人数制限参加型ｏｒオンライン研修

場所　　未定

※定例部会開催日 毎月第１月曜日 必要に応じて三役会、臨時部会を参加型やオンラインで開催する。

　　（沖縄県に確認中）

日時　　令和４年１月

方法　　規模縮小参加型　ｏｒオンライン配信

〇保育士等キャリアアップ研修については沖縄県や他団体企画の

　ｅ-ラーニングやオンラインでの受講で対応

〇その他、社会状況や必要に応じて企画する。

場所　　未定
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Ⅲ．各ブロックの活動計画

１．北部ブロック
第１回定例園長会

第２回定例園長会

北部ブロック職員交流会

第３回定例園長会

第４回定例園長会

北部ブロック　園内研究発表会

第５回定例園長会

第６回定例園長会

（北部ブロック長　宮里　健子）

2．中部北ブロック
第１回園長会

第２回園長会

第３回園長会及び園長研修会

第４回園長会　会議終了後園長交流会

園内研究発表会

第５回園長会

※ 場合によっては、緊急臨時園長会を持つことがあります

※ 場合によっては、園長会を中止することもあります

（中部北ブロック長　仲宗根　和子）

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（案）

定例園長会

職員研修会（案）

定例園長会

園長研修会（案）

定例園長会

定例園長会

※

※ 必要に応じて、緊急園長会を開催することがあります。

（中部南ブロック長　石川　慧）

4．那覇ブロック
定例ブロック会

定例ブロック会

定例ブロック会

那覇ブロック研究発表会

定例ブロック会

定例ブロック会

定例ブロック会

定例ブロック会

定例ブロック会

定例ブロック会

※那覇市法人立保育園那覇市園長会と連動して那覇ブロック会を行います

※役員会は基本第3水曜日に行う。必要に応じて臨時役員会、ブロック会を行います

（那覇ブロック長　上原　直）

私保連まつり（予定）

12月 15日 (水)

2月 16日 (水)

基本的には令和3年度の定例園長会はオンラインでの開催の予定です。

「私保連まつり」(案）

1月 8日 (土)

3月 4日 (金)

11月 17日

11月

8月

8月 18日

10月

24日2月

4月 28日

5月 26日

6月

7月

24日

3日

26日

7月

9月

10月

11月

1月

28日

22日

27日

24日

13日

9月

11月

4月 14日

6月 16日

12月 3日

21日

16日

19日

18日

20日

4月

6月

8月 6日

4日

15日

6月 4日

2月 16日

6月

8月

(土)

10月

12月

12月

10月 1日

9月

(水)

(水)

(水)

(水)

(木)

(水)

(土)

(水)

(水)

(水)

(木)

（土）

(水)

(水)

(水)

(土)

(水)

(水)

(金)

(金)

(金)

(土)

(水)

(金)

(水)

(水)

(水)

(水)
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5．南部ブロック
総会

定例園長会

保育のつどい

定例園長会

園内研究発表会

定例園長会

6．先島ブロック
○ 八重山地区

懇親会

先島園長会in石垣 （宮古地区園長会と毎年交互に開催）

講演会 9月予定

研究発表会 11月予定

園長会 （毎月1回）

※ 必要に応じて、緊急園長会を開催。

○ 宮古地区

4 月 15 日 園長会　新役員：表敬訪問（福祉部児童家庭課）

5 月 14 日 定例会

6 月 16 日 定例会

7 月 15 日 先島地区園長会（石垣開催）予定

8 月 16 日 定例会

9 月 15 日 定例会

10 月 15 日 定例会

11 月 15 日 定例会

12 月 15 日 定例会

1 月 14 日 定例会

2 月 19 日 定例会　・園内研究発表会予定

3 月 14 日 定例会　

（先島ブロック長　仲間　亮二）

2月

7日

9日

15日

24日

4月 15日

（先島副ブロック長　知念　修）

７月予定

6月 re

6月 26日

8月 19日

10月

12月

1月

４月予定（石垣市子育て支援課と調整）

定例園長会

園長研修会・親睦会

（南部ブロック長　當山　博子）

（土）

（月）

（木）

（月）

（水）

（金）

（月）

（水）

（金）

（木）

（金）

（水）

（木）

（土）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（土）
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2021年度収支予算書（案）について

Ⅰ．収支予算書（案）

Ⅱ．収支予算書内訳表（案）

第５号議案
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