
1 

 

－今号の目次－ 

◆  公立保育所・公立認定こども園等の役割を考える ～全国保育協議会 公立保

育所等トップセミナー募集開始 ········································· 1 

◆  「つなげよう 保育の輪・咲かせよう 笑顔の花を」 ～第 51 回全国保育士会

研究大会 参加受付中 ················································· 2 

◆  第 13 回「保育スーパーバイザー」養成研修会を開催（全国保育士会） ···· 2 

◆  会計に関する専門性を高め、実務に活かす ～社会福祉施設職員会計実務講

座（中央福祉学院） ··················································· 3 

◆  幼稚園教員資格認定試験のご案内（文部科学省） ～保育士等として一定の

勤務経験を有する者が、試験により幼稚園教諭免許状を取得可能 ··········· 4 

◆  防災推進国民大会 2017 を開催（内閣府、防災推進国民会議、防災推進協議会

の３者による実行委員会の主催） ······································· 4 

 

◆公立保育所・公立認定こども園等の役割を考える 

 ～全国保育協議会 公立保育所等トップセミナー募

集開始 
 

子ども・子育て支援新制度が施行されてから 3 年目に入りました。社会情勢や子どもを

めぐる環境の変化により、保育所・認定こども園等の長には、多様で高度な資質が求めら

れています。また、保育所保育指針は平成 30年度の改定施行に向けて、今年度が周知期間

になっています。この状況下、公立保育所・公立認定こども園等の関係者、保育行政関係

者は、子ども家庭福祉に携わる公務員として、地域全体の子どもの育ちの保障や、保育の

質の向上に向けた取り組みを進めていくことが必要です。 

本セミナーでは、直近の制度・政策動向を再確認し、公立保育所・公立認定こども園等

や市町村行政に求められる役割・使命をあらためて考え、その具体的実践の方向性につい

て研究協議を深めることを目的に開催します。 

≪セミナーの概要≫ 

（1）期日：平成 29 年 8月 25 日（金）～26 日（土） 

（2）会場：新横浜プリンスホテル 5 階「シンフォニア」 （神奈川県横浜市港北区新横浜 3-4） 

（3）参加対象：①次の公立保育施設の長またはリーダー層 

         ア)認可保育所  イ)認定こども園  ウ)子育て支援センター 等 

②都道府県・市区町村行政保育担当者 等 
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（4）参加費：会員 10,000 円（会員施設に所属されている方） 会員でない方 15,000 円 

       ※保育関係担当課行政関係者は、会員の参加費でご参加いただけます。 

（5）定員：400 名（定員になり次第、締切） 

（6）主催：全国社会福祉協議会・全国保育協議会／全国保育士会 

※詳細は、全保協ホームページの「公立保育所等トップセミナー開催要項」をご参照ください。 

全保協ホームページ「研修会・大会等案内」 http://www.zenhokyo.gr.jp/kensyu/kensyu.htm 

 

◆「つなげよう 保育の輪・咲かせよう 笑顔の花を」 

 ～第 51回全国保育士会研究大会 参加受付中 
 

全国保育士会では、「第 51回全国保育士会研究大会」を、平成 29年 10月 26日（木）～

27日（金）の 2日間にわたり、富山県富山市で開催します。 

今大会は、「つなげよう 保育の輪・咲かせよう 笑顔の花を」をテーマに、全国の保育関

係者が集い、保育者一人ひとりが知識の研鑽を積むとともに、保育の研究を深めることを

目的としています。 

1日目の記念講演では、女優の柴田理恵氏にご講演いただきます。また、開会に先立ち、

オープニングアトラクションとして「越中五箇山麦屋節」を予定しています。2日目は、9

つの分科会にて 20本以上の実践研究発表を受け、全国の保育関係者とともに保育の研究を

深めます。皆さまお誘い合わせのうえ、この機会にぜひ富山県へお越しください。 

≪研究大会の概要≫ 

（1）期日：平成 29 年 10月 26 日（木）～27 日（金） 

（2）会場：オーバード・ホール（富山市芸術文化ホール）他 （富山県富山市牛島町 9-28 他） 

（3）参加対象・定員：保育関係者、学生等・1,600人 

（4）参加費：会員 12,000 円  会員でない方 13,000 円  学生 5,000円 

（5）締切：8月 31 日（木） 

（6）主催：全国社会福祉協議会・全国保育士会／全国保育協議会、富山県保育士会 

※詳細は、全国保育士会ホームページをご参照ください。 

全国保育士会ホームページ（第 51回全国保育士会研究大会のページ） 

http://www.z-hoikushikai.com/kensyukai/kensyukai.php?id=28 

ウェブサイトからのお申し込みいただけます。 

https://www.mwt-mice.com/events/2017hoikushikai51/login 

 

◆第 13 回「保育スーパーバイザー」養成研修会を開

催（全国保育士会） 
 

全国保育士会では、第 13回「保育スーパーバイザー」養成研修会を、平成 29年 8月 23

日（水）～24日（木）の 2日間にわたり開催いたします。 

昨今の社会情勢をふまえ、平成 28年度には保育所保育指針および幼保連携型認定こども

園教育・保育要領の改定（改正）の検討が行われるとともに、保育士等のキャリアアップ

につながる研修体系の構築にかかる検討が、国において進められました。 

保育所・認定こども園等においては、多様化が進む保育ニーズへの対応等を可能とする

保育士・保育教諭等の専門性の向上、関係機関との連携に基づく地域の子育て支援拠点と

http://www.zenhokyo.gr.jp/kensyu/kensyu.htm
http://www.z-hoikushikai.com/kensyukai/kensyukai.php?id=28
https://www.mwt-mice.com/events/2017hoikushikai51/login
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しての役割の拡大などへの対応が社会から求められています。 

加えて、主任保育士・主幹保育教諭等リーダー的職員においては、職員一人ひとりが、

組織の一員として業務を着実に遂行しながら、後輩等職員が専門職として成長していくた

めの支援をする役割が重要です。 

そうした役割を担う「保育スーパーバイザー」を養成し、組織および保育の質の向上に

寄与することを目的に、本研修会を開催します。 

≪研修会の概要≫ 

（1）期日：平成 29 年 8月 23 日（水）～24 日（木） 

（2）会場：全国社会福祉協議会 第 3～5会議室 （東京都千代田区霞が関 3-3-2新霞が関ビル） 

（3）受講要件：①主任保育士・主幹保育教諭特別講座（旧：主任保育士特別講座）修了生、②全国保育協議会

「教育・保育施設長専門講座（旧：保育所長専門講座）」修了生、③全国保育士会委員（平成

27・28年度委員を含む）、④全国保育協議会協議員 

〔※本研修会は「主任保育士・主幹保育教諭特別講座（平成 26 年度までは、主任保育士

特別講座）」、「教育・保育施設長専門講座（平成 26 年度までは、保育所長専門講座）」

のリカレント研修として位置づけられています。〕 

（4）定員：80名 

（5）参加費：会員 23,000 円  会員でない方 25,000 円 

（6）締切：7月 27 日（木） 

（7）主催：全国社会福祉協議会・全国保育士会 

※詳細は、全国保育士会ホームページをご参照ください。 

http://www.z-hoikushikai.com/kensyukai/kensyukai.php?id=29 

 

◆会計に関する専門性を高め、実務に活かす 

 ～社会福祉施設職員会計実務講座（中央福祉学院） 
 

中央福祉学院では、社会福祉法人の経営強化に向けて、「社会福祉法人会計基準」に基づ

く会計実務等に係る知識・技術を習得し、会計実務の向上を図ることを目的とした標記講

座を、8月に開講します。 

初級コース・中級コース（社協会計／施設会計）・上級コースを設定し、受講される方の

経験・習熟度に応じて選択できます。あわせて、初心者向けのオプション研修会「会計入

門研修会」も開講します。多くの方のお申込みをお待ちしております。 

≪講座の概要≫ 

（1）受講期間：平成 29 年 8月 1 日～平成 30年 1月 31 日（6か月間） 

（2）講座の内容：通信授業と面接授業を実施 

（3）参加対象：社会福祉法人立の社会福祉施設・事業所等の会計実務担当者・役職員 等 

（4）受講料：36,000 円（テキスト・教材費、添削指導料、面接授業料含む） 

（5）定員：800 名 

（6）主催：全国社会福祉協議会・中央福祉学院 

※詳細は、中央福祉学院ホームページをご参照ください。 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course307.html 

 

 

http://www.z-hoikushikai.com/kensyukai/kensyukai.php?id=29
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◆幼稚園教員資格認定試験のご案内（文部科学省） 

 ～保育士等として一定の勤務経験を有する者が、試

験により幼稚園教諭免許状を取得可能 
 

幼稚園教員資格認定試験は、幼稚園と保育所の連携を一層促進する観点から、保育士等

として一定の在職経験を有する者が幼稚園教諭免許状を取得する方策として実施されてい

ます。この試験に合格した者は、都道府県教育委員会に申請すると、幼稚園教諭の二種免

許状が授与されます。 

受験資格として、保育所等において、①保育士として 3 年以上かつ 4,320 時間以上勤務

した者、②平成 9 年 4 月 1 日までに生まれた者で、高校を卒業した者（もしくは）その他

大学に入学する資格を有する者、この①②の両方の条件を満たすことが必要です。 

第 1次試験は択一式で、教職に関する科目（Ⅰ）・（Ⅱ）、第 2次試験は論述式で、教職に

関する科目（Ⅲ）と、指導案の作成に関する試験が実施されます。 

≪試験の概要≫ 

（1）願書請求締切：平成 29 年 6月 2日（金） 

（2）出願期間：6月 9 日（金）まで（消印有効） 

（3）試験日：第 1 次試験 9 月 3 日（日）、第 2次試験 10 月 15日（日） 

（4）試験会場：北海道教育大学、宮城教育大学、東京学芸大学、愛知教育大学、大阪教育大学、 

岡山大学、福岡教育大学 

（5）受験料：13,400 円 

※詳細は、文部科学省ホームページをご参照ください。 

文部科学省トップ＞教育＞教員の免許、採用、人事、研修等＞教員資格認定試験 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/nintei/main9_a2.htm 

 

◆防災推進国民大会 2017 を開催（内閣府、防災推進

国民会議、防災推進協議会の 3者による実行委員会

の主催） 
 

自助・共助及び連携を促進するため、国民の防災意識の向上等を図る必要があります。 

その契機として、国民各層の多様な団体・機関等が一堂に会し、専門家から家族連れま

で楽しめる防災に関する総合啓発イベントが開催されます。 

≪大会の概要≫ 

（1）期日：平成 29 年 11月 26 日（日）～27 日（月） 

（2）会場：仙台国際センター （宮城県仙台市青葉区青葉台無番地） 

（3）参加対象：どなたでも（住民、企業、自治体、学生、教員、研究者、防災関係者 等） 

（4）参加費：無料 

（5）主催：防災推進国民大会 2017実行委員会 

（6）同会場にて同時開催：世界防災フォーラム、防災産業展 in 仙台 

※詳細は、「ぼうさいこくたい 防災推進国民大会 2017」ホームページをご参照ください。 

http://bosai-kokutai.jp/ 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/nintei/main9_a2.htm
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