INFORMATION
全国私立保育連盟のご案内
私たちは
子どもに寄り添い
みんなの笑顔が
あふれる社会を
目指します。

公益社団法人

全国私立保育連盟の活動内容
全国私立保育連盟は、全国の私立の認可保育園・こども園が、子どもたちの幸
せと健やかな育ちを願って結成した団体です。全国の会員園が連帯・協力して、
それぞれの地域における保育ニーズや保育をとりまく状況を把握し、「保育制度・
保育内容の充実」「すべての子育て家庭への支援」「児童福祉の発展」のために、
常に前向きな取り組みを展開しています。
●公益法人としての社会的使命
全私保連が展開する「保育運動」「制度向上運動」「予算対策運動」が目指すのは、「子どもの最善の利益を実現」

することであり、乳幼児期の保育（養護と教育）の向上に寄与することに他なりません。この取り組みは、公益社
団法人としての社会的使命です。

［主な重点課題］
１

児童虐待の防止に向けた組織的な取り組みの強化

３

保育者の働き方改革

２

保育の質向上に向けた取り組み

●研修事業
子どもたちの豊かな育ちと保育の質向上、また保育制度・保育施設運営の充実のために、年間を通して研修を実

施しています。さらに、対面研修、WEB 研修、ハイブリット型研修等、研修の目的に応じた多様な研修形態を模索し、
さらなる充実を目指します。

・各園の実践研究も交えながら研鑽を積み重ねる、全国私立保育研究大会、保育総合研修会、保育実践セミナー、
園長セミナー、園内研修コーディネーター育成講座を開催。

・カウンセリング理論と技法を活かし、カウンセリングマインドを持った保育者を養成する、保育カウンセラー養
成講座を開催。

●調査活動事業
保育現場における課題や要望を、保育関係者や保護者、行政等の多面的な視点から調査研究を行い、そこで得ら

れた結果や考察は、保育関係者、自治体、大学などの研究機関にも公表し、保育界のみならず社会全体における子
育て力（保育）の向上につなげます。また、「保育運動」「制度向上運動」「予算対策運動」の３本柱を支える調査
活動を行い、よりよい保育実践の構築、保育者が働き続けられる職場環境を創造するための支えとします。

●研究事業
全私保連 保育・子育て総合研究機構では、保育実践と保育制度を車の両輪と捉え、「制度が実践を支え、実践が

制度をブラッシュアップする仕組み」を構築し、国内外の保育実践（事業）の発展と児童福祉の向上に寄与するた

めに、
「調査研究」を委託し研究を進めます。さらに、地球規模での保育の動向や OECD 等の国際機関の情報を収集し、
それをもとに研究者等に「調査研究」を委託することによって、「子どもの権利条約」を基本に据えた保育と子育
ての向上に努めます。

●保育制度の向上・予算対策活動事業
保育制度の充実、保育条件の改善、保護者の負担軽減等を図るために、国や自治体をはじめ広く国民全体に向け

た運動を展開し、子どもたちの育ちを守り、子育てに喜びを持てる社会環境づくりを目指します。そのために、国
への働きかけや政策提言を行います。今、都市部での待機児童問題がクローズアップされる一方で、人口減少地域

における保育の諸課題はますます深刻化しています。人口減少社会はその地域だけではなく、日本全体の課題であ
ることを念頭に、都市部と人口減少地域のそれぞれ特有の問題を考え意見交換しながら、提言作成を目指します。

●新たな運動の展開
これまで私たちは、第１次子どもと家庭にやさしい環境づくり運動（1992 ～1994年）、

第２次子どもと家庭にやさしい環境づくり運動（1995 ～1997年）、21世紀を担う子育て環

境づくり運動（2001 ～ 2003年）、子育てルネッサンス運動（2005 ～2007年）、子育てルネッ

サンス運動Ⅱ（2008 ～2011年３月）、子どもの育ちを支える運動（2011年４月～ 2021年３
月）を展開し、「すべての子どもを、すべての大人で支えていく社会」の実現を目指して

きました。また、「保育リボン」を作成し、子どもの心の育ちの大切さをアピールしてき
ました。

2021（令和３）年４月からは、「新しい時代は子どもから」をテーマに全私保連運動が

スタート！「すべての子どもを、すべての大人で支えていく社会」の実現を目指し続けます。

●広報活動事業
保育の質・内容の向上や保育制度の改善等につなげるために、保育に関する情報提供や子育ての提案を行うとと

もに、会員、社会全般の不特定多数の方々に対して、有益な情報を迅速に発信します。

・機関誌「保育通信」は、会員、行政、大学、個人等にも配布し、情報提供を行います。
＊年 12 回＋臨時増刊号等を発行。

・HPあおむし通信（SNSも含む）は、子ども自身と子どもを取り巻く社会の現状を、そして子どもの育ちを支える
さまざまな公益活動を社会全般に即時性をもって発信します。
＊https://www.zenshihoren.or.jp/

●会員向けサービス・安全管理等の活動事業
保育の現場が求めるニーズを適切に把握し、保育園・こども園、園児、職員、保護者等を対象に、安全管理を促

進する保険の策定・改定、普及を行います。また、ウイルス感染対応など、時代に即応する追加改定も行います。

・保育園・こども園の事故防止策の一環として、保険会社や弁護士事務所と連携して安全教育・危機管理教育を推
進し、事故防止の徹底を図ります。

・園内で起きた事故やトラブルなどを弁護士に無料相談できる「ほいくリーガルサービス」の利用促進を図ります。
・リスクマネジメントに対する意識向上を目的とした危機管理研修を、動画配信します。

●全私保連 青年会議活動事業
次世代を担う「若手保育者・経営者の育成」に、組織として取り組むことが求められて

います。研修事業や保育士養成校との連携等により、次世代を担う保育者の育成に努めます。
「青年らしい自由と共助の精神」を掲げ発足して 2020（令和２）年に40周年を迎えた青年

会議は、時代を担う力を結集し全国大会・特別セミナー等を開催します。

「全国私立保育園連盟基本綱領」

一、われらは、政治、信教、思想の別なく、私立保育事業の団結を強め、民間事業の特性を
発揮しつつ、社会的要求の充足に先駆する。
一、われらは、国民とともに児童憲章の普及と実践に努め、保育事業の国民的支持を
啓発する。
一、われらは、歴史的伝統を活かしつつ、近代的趨勢に即応する保育事業の安定成長を
期する。
一、われらは、社会保障制度の完全実施のため、諸団体と相携えて、社会行動の推進的役割
を遂行する。
一、われらは、公立保育所をはじめ、凡ゆる保育事業との理解と協力を昴めつつ児童の
健全育成に努める。
一、われらは、すべての乳幼児が等しき保障のもとに教育され、保護される保育事業体系と、
行財政制度の実現に努力する。
一、われらは、保育事業を通して、福祉と平和に輝く民主日本の発展につくしつつ、
世界の同友とともに「児童の権利宣言」の発揚に

進する。

＊1963(昭和38)年８月４日開催の年次総会で採択、制定時のまま掲載しています。

●小史
1955（昭和 30） 東京、名古屋、京都の三都市連絡協議会を開催（名古屋）
1956（昭和 31） 第１回全国民間保育所連絡協議会開催（京都）
「全国民間保育所連絡ニュース」発行

＊第２号より「保育通信」に

1957（昭和 32） 第１回経営研究集会（東京）＊現・全国私立保育研究大会
1958（昭和 33） 全国私立保育園連盟結成（東京）
1969（昭和 44） 社団法人 全国私立保育園連盟 認可（４月）
社団法人第１回定期総会開催（５月）
1978（昭和 53） 全国保育会館取得（東京都港区元麻布 2-9-13）
1981（昭和 56） 第１回青年会議全国大会開催（東京）
1987（昭和 62） 新全国保育会館へ移転（現所在地）
1998（平成 10） 全私保連ホームページ開設
2011（平成 23） 公益社団法人 全国私立保育園連盟 移行（４月）
2021（令和３）

公益社団法人 全国私立保育連盟 名称変更（４月）

●データ

写真提供
栃木・小俣幼児生活団
千葉・小金西グレースこども園
岐阜・かみいしづこどもの森

●アクセス

地下鉄都営浅草線「蔵前」駅 A3 出口

徒歩３分

地下鉄都営大江戸線「蔵前」駅 A6 出口
JR 総武線「浅草橋」駅 東口
© Google map：
〒111-0051 東京都台東区蔵前 4-11-10 全国保育会館
TEL 03-3865-3880╱FAX 03-3865-3879
URL：https://www.zenshihoren.or.jp/

徒歩10分

徒歩８分

URL：https://www.zenshihoren.or.jp/about/inquiry/map.html

E-mail：ans@zenshihoren.or.jp
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公益社団法人 全国私立保育連盟 機構図

令和３年度から「全国私立保育連盟」と名称は変わりましたが、

社員総会

私たちは『すべての子どもたちの最善の利益を求める』根幹は揺る
ぐことなく、以下のビジョン・ミッション・価値観を意識して、さ
らなる躍進を目指します。

役員銓衡委員会

全私保連が実現を目指し、
このようにありたい姿とは（ビジョン）
すべての子どもにとって永続的な最善の利益を求め、民間事業の

特性を発揮しつつ、自ら保育の専門性を高めることのできる公益社
団法人として、社会に貢献する。

監事

保育会館運営管理委員会

顧問・参与会議

資産運用管理委員会

理事会

代表者会議

組織検討委員会

ブロック会議

予算対策会議

全私保連の果たすべき
役割は（ミッション）
１
２

子どもや保育・子育てに関して、会員と共に事業に取り組む

ことでよりよい環境づくりを目指す。

乳幼児期の保育（養護と教育）の重要性について社会的認知

度の向上を図る。

保育・子育て総合研究機構
・研究企画委員会
・国際委員会

保育制度検討会
・単価検討部会

常任理事会

全国私立保育研究大会企画運営会議

保育運動推進会議

青年会議

３ 保育者の専門性に関して広く正しい理解を求め、社会的地位

経営相談室

の向上を実現する。

事務局会議

組織部

（令和２年度策定）

財務部

可能な組織運営を行うこと。

事業部

地域組織、専門部等が密接な連携を図り、コンパクトで持続

研修部

２

くこと。

調査部

すべての会員が一丸となって保育現場の諸課題に対応してい
広報部

１

保育カウンセリング企画部

全私保連が組織として
大切にしたいことは（価値観）

公益社団法人 全国私立保育連盟
組織名
（一社）札幌市私立保育連盟 ＊
釧路市私立保育園連合会
帯広私立保育園連絡協議会
北見地区私立保育連盟
青森県私立保育園協会
岩手県私立保育連盟
秋田県民間保育協議会
山形県民間立保育園協議会
茨城県民間保育協議会
栃木県民間保育園連盟
（一社）群馬県民間保育園・こども園協会
（一社）埼玉県私立保育園連盟
千葉県民間保育振興会
（公社）千葉市民間保育園協議会
（一社）東京都民間保育園協会
横浜市私立保育連盟
静岡県保育連合会
富山県私立保育連盟
（一社）石川県私立保育連盟
福井県保育同友会
（一社）岐阜県民間保育園・認定こども園連盟

（公社）名古屋民間保育園連盟
（一社）愛知県私立保育園連盟
三重県私立保育連盟
滋賀県私立保育園連盟
（公社）京都市保育園連盟
京都府民間保育園協会
（一社）大阪市私立保育連盟
（公社）神戸市私立保育園連盟
（公社）兵庫県保育協会
（一社）姫路市保育協会
（一社）西宮市私立保育協会
奈良県民間保育園連盟
和歌山市民間保育協会
鳥取県子ども家庭育み協会
島根県私立保育園連盟
岡山県私立保育連盟
（一社）広島市私立保育協会
広島県私立保育連盟
徳島県私立保育園連盟
高知県保育所経営管理協議会
（公社）北九州市私立保育連盟
（一社）福岡市保育協会
（公社）福岡県保育協会
（一社）長崎県保育協会
（一社）熊本県保育協会
（一社）熊本市保育園連盟
大分県私立保育連盟
（一社）宮崎県保育連盟連合会
（社福）鹿児島県保育連合会
（一社）鹿児島市保育園協会
（一社）沖縄県私立保育園連盟
＊令和 3 年 10 月 1 日より、組織名を正式変更。

〒
060-0042
085-0802
080-0047
090-0037
030-0902
028-7111
010-0922
997-0753
310-0851
320-8508
371-0855
363-0015
270-0032
260-0013
169-0072
221-0061
420-0856
939-8055
921-8131
916-0147
500-8385
460-0002
460-0014
514-0003
520-2134
604-0883
604-0874
543-0021
650-0016
651-0062
671-1232
662-0855
632-0078
641-0042
689-0201
699-2302
709-0705
732-0822
723-0004
770-0943
780-0870
805-0019
810-0062
816-0804
852-8104
860-0842
860-0004
870-0907
880-0007
890-0063
892-0803
903-0804

加盟組織事務局一覧
事務局所在地
札幌市中央区大通西19丁目1-1 札幌市社会福祉総合センター内
北海道釧路市桂恋167 桂恋認定こども園内
北海道帯広市西17条北2丁目30番地24 栄保育園内
北海道北見市山下町4丁目5-13 認定こども園めぐみ内
青森県青森市合浦1-4-9 合浦保育園内
岩手県八幡平市大更18-315 杉の子こども園内
秋田県秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館８Ｆ
山形県鶴岡市田川字高田9-1 田川保育園内
茨城県水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館２Ｆ
栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ３Ｆ
群馬県前橋市問屋町2-2 前橋問屋センター会館１Ｆ
埼玉県桶川市南2-7-13 桶川中央マンション２Ｆ
千葉県松戸市新松戸北2-11-3 小金西グレースこども園内
千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる３Ｆ
東京都新宿区大久保3-10-1 東京都大久保分庁舎201
横浜市神奈川区七島町163 聖徳保育園内
静岡県静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館内
富山県富山市下堀８ 下堀こども園内
石川県金沢市三十苅町乙154番地 額小鳩第二こども園内
福井県丹生郡越前町内郡4-13-2 あさがお保育園内
岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館2Ｆ
名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二-905
愛知県名古屋市中区富士見町13-22 ファミール富士見812号
三重県津市桜橋2-131 三重県社会福祉会館内
滋賀県大津市瀬田3-23-3 みどりこども園内
京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館３Ｆ
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375 京都府立総合社会福祉会館内
大阪市天王寺区東高津町12-10 大阪市立社会福祉センター内
神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター内
兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター内５Ｆ
姫路市網干区大江島寺前町120-2 瑠璃こども園内
兵庫県西宮市江上町7-11-801
奈良県天理市杉本町174-2 ひまわり保育園内
和歌山市新堀東2-1-25 新堀こども園内
鳥取県鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内
島根県大田市仁摩町宅野1315 認定こども園みどり保育園内
岡山県赤磐市松木549 とよた保育園内
広島市南区松原町5番1号 広島市総合福祉センター内（BIG FRONTひろしま５F）
広島県三原市館町2-2-12 愛光園内
徳島県徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター３Ｆ徳島県社会福祉協議会内
高知県高知市本町4-1-37 丸の内ビル３F３号室
北九州市八幡東区中央2-1-1 レインボープラザ５Ｆ
福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ６Ｆ
福岡県春日市原町3-1-7 福岡県総合福祉センター内
長崎県長崎市茂里町3-24 長崎県総合福祉センター３Ｆ
熊本県熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター４Ｆ
熊本市中央区新町2丁目4-27 熊本市健康センター新町分室２Ｆ
大分県大分市大津町2-1-41 大分県総合社会福祉会館３Ｆ
宮崎県宮崎市原町2-22 宮崎県福祉総合センター内
鹿児島県鹿児島市鴨池2-30-8 鹿児島県老人福祉会館２F
鹿児島市祇園之洲町1-2
沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内西棟３Ｆ

TEL
011-614-2323
0154-91-2935
0155-34-5238
0157-23-3792
017-743-6838
0195-76-3345
018-866-6517
0235-35-2715
029-243-4034
028-600-1253
027-289-6129
048-772-8623
047-345-4994
043-202-5515
03-5287-5761
045-421-2220
054-251-8873
076-481-6823
076-298-5216
0778-34-1110
058-277-7171
052-957-1970
052-324-4800
059-225-7852
077-545-0706
075-253-3186
075-223-8960
06-6761-1171
078-361-3889
078-242-4623
079-272-0205
080-2538-8016
0743-63-2137
073-436-1022
0857-59-6344
0854-88-3324
086-995-0244
082-207-1010
0848-62-5624
088-654-4461
088-823-5804
093-661-2153
092-713-0541
092-582-7955
095-846-8871
096-322-0038
096-322-0096
097-551-5513
0985-28-5835
099-812-2099
099-248-5766
098-887-1270

FAX
011-614-2324
0154-91-3035
0155-34-5277
0157-31-6171
017-743-6839
0195-76-3357
018-866-6518
0235-35-2715
029-241-1434
028-600-1254
027-289-6139
048-772-8635
047-345-2496
043-202-5516
03-5287-4628
045-421-1400
054-253-4226
076-481-6826
076-298-4210
0778-42-5033
058-277-7172
052-957-1971
052-324-4801
059-225-4289
077-543-8841
075-253-3188
075-223-8961
06-6761-1173
078-361-3918
078-242-1399
079-272-3866
0798-31-7865
0743-63-2188
073-403-2463
0857-59-6341
0854-88-2210
086-995-0180
082-207-1011
0848-62-5734
088-656-1173
088-823-5814
093-661-2163
092-713-0674
092-582-7956
095-845-7932
096-322-0090
096-322-0273
097-551-4970
0985-28-5989
099-812-2098
099-248-5788
098-887-2221

