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◆平成 29・30 年度の全保協事業執行体制を確定 

 ～保育を充実するための会員への支援を推進する 
 

平成29年6月23日に開催された「第2回常任協議員会」において、今年度からの事業執行

体制について協議し、各部会の担当副会長及び正副部会長等が表のとおり決定されました。 

また、昨年度から協議を続けていた、認定こども園に独自の課題を検討するための新し

い委員会として、「認定こども園特別委員会」を設置することを確認しています。今後、子

ども・子育て支援新制度の見直しに向けた議論や、保育所・認定こども園等における課題

を組織として整理し、要望活動などを行っていきます。 

 

表 全国保育協議会 平成29・30年度部会・委員会 担当副会長・正副部会長  [敬称略] 

 

  なお、保育施策検討特別委員会については佐藤秀樹副会長、認定こども園特別委員会に

ついては小島伸也副会長が担当することも決定されました。 
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◆2017（平成 29）年度 教育・保育施設長専門講座 

 受講者を追加募集（全保協） 
 

平成29年7月24日（月）～25日（火）に開催いたします「教育・保育施設長専門講座」の

プログラム（1）「保育の将来ビジョン」につきまして、定員に余裕がありますので、継続

して受講申し込みを受け付けています。あらためまして申込締切日を7月10日（月）とさせ

ていただきます。 

プログラム（2）・（3）については、継続して受け付けています。皆さまのお申し込みを

お待ちしております。 

≪講座の概要≫ 

専門講座 日 程 会 場 受講料 

プログラム(1) 7 月 24日（月）～25日（火） 新横浜プリンスホテル（横浜市） 30,000円 

プログラム(2) 8 月 8 日（火）～10日（木） 新横浜国際ホテル（横浜市） 35,000円 

プログラム(3) 30年 1月 31 日（水）～2月 2 日（金） ホテル JALシティ田町 東京（東京都港区） 35,000円 

（1）受講資格 ※次の①～③のいずれかに該当する方 

①保育士資格または社会福祉主事任用資格を有し、現在、保育所長または保育所長に準ずる職にある方 

②保育士資格または幼稚園教諭免許状を有し、現在、認定こども園園長または園長に準ずる職にある方 

③上記に準ずるとみなされる方 

（2）受講申込み手続きおよび申込み期限 

 「受講申込書」は所属する都道府県・指定都市の保育協議会（保育組織）にご送付ください。締め切り

は平成 29年 7月 10日（月）です。 

（3）プログラム（1）「保育の将来ビジョン」の概要 

 ①1 日目 7月 24日（月） 

  12：30～受付 

  13：30～15：00 保育をめぐる国の動向（厚生労働省） 

  15：20～16：50 教育・保育施設等における保育の基本と実践（京都大学 准教授 大倉得史 氏） 

 ②2 日目 7月 25日（火） 

  9：15～10：45 改定された「保育所保育指針」を読む（白梅学園大学 学長 汐見稔幸 氏） 

  11：05～12：35 子どもの権利・主体としての子ども（関西大学 教授 山縣文治 氏） 

  13：30～15：00 保育の理念と実践哲学（東京家政大学 特任教授 網野武博 氏） 

  15：20～16：50 施設長のあり方（神奈川県立保健福祉大学 顧問・名誉教授 山崎美貴子 氏） 

※詳細は、全国保育協議会のホームページをご参照ください。 

http://www.zenhokyo.gr.jp/kensyu/kensyu.htm 

 

◆「社会福祉法人広報強化セミナー」のご案内 

 ～存在意義を発信し、信頼・支持される事業所とな

るための広報活動（全社協政策企画部） 
 

全国社会福祉協議会では、社会福祉協議会や福祉施設などで広報活動を担当するリーダ

ー等を対象に、標記セミナーを開催しています。 
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今回は、「存在意義を発信し、信頼・支持される事業所となるための広報活動」はいかに

あるべきかについて、講義・演習を通じて考察します。利用者やその家族、これから福祉

サービスを利用する人びとの立場に寄り添って、自法人・施設・事業所の経営理念や基本

方針、サービスの内容やその特色、地域貢献への取り組み、組織・事業運営等の情報発信

を通じて、地域で必要とされる事業者となるための広報戦略について、その意義と方法を

考えていきます。 

保育所・認定こども園等において広報をご担当されている方（これから担当される方）

のご参加をお待ちしております。 

≪セミナーの概要≫ 

（1）期日：平成 29 年 9月 11 日（月）～12 日（火）※事前提出アンケートがあります。 

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

（3）参加対象：都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会ならびに社会福祉法人・福祉施設で 

         広報活動を担当するリーダー職員等 

（4）参加費：10,000円 

（5）定員：各コース 60名（施設職員コースと社協職員コースの合計 100名） 

（6）主催：全国社会福祉協議会 

※詳細は、全国社会福祉協議会のホームページをご参照ください。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20170531_koukokukyouka.pdf 

 

◆「都道府県経営協セミナー（前期）」日程のご案内（各

都道府県社会福祉法人経営者協議会） 
 

平成 29年 4月 1日に改正社会福祉法が全面施行され、すべての社会福祉法人は今回の社

会福祉法人制度改革で要請されている事項に正しく対応していかなければなりません。一

部には、定款変更を終え、新たな役員等の選任を済ませることで、制度改革への対応は終

わったという考えもみられますが、今回の制度改革の成果は、まさにこれからの各社会福

祉法人の取り組みにかかっているのです。 

そこで、今回のセミナーでは、制度改革の趣旨をあらためて再確認し、より実効性のあ

るものにしていくようフォローアップを行い、これからの法人経営に資することを目的に

開催します。 

また、改正社会福祉法の施行後の具体的な実務に関して、よくある誤りから法人の組織

運営の内容をあらためて確認し、新たに制定された「指導監査実施要綱」に基づく、指導

監査ガイドラインのポイントを解説して、引き続き、今回の制度改革に円滑に対応できる

よう支援していきます。 

≪セミナーの概要≫ 

（1）開催時期：平成 29 年 7月～8月（開催日程 1日間） 

（2）会場：各都道府県にて開催 

（3）参加費：全国社会福祉法人経営者協議会の役職員 無料／左記以外の社会福祉法人の役職員 5,000円 

（4）主催：各都道府県社会福祉法人経営者協議会    （5）共催：全国社会福祉法人経営者協議会 

（6）後援：全国社会福祉協議会・社会福祉施設協議会連絡会 

※詳細は、各都道府県の開催要綱をご参照ください。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20170531_koukokukyouka.pdf
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都道府県 日程 会場 問い合わせ先 電話番号 

1 北海道 7月 4日 ホテルモントレエーデルホフ札幌（札幌市） 北海道社会福祉法人経営者協議会 011-280-3161 

2 青森県 7月 20日 青森国際ホテル（青森市） 青森県社会福祉法人経営者協議会 017-723-1391 

3 岩手県 7月 27日 ホテル東日本盛岡（盛岡市） 岩手県社会福祉法人経営者協議会 019-637-4403 

4 宮城県 7月 12日 ホテル法華クラブ仙台（仙台市） 宮城県社会福祉法人経営者協議会 022-263-0531 

5 秋田県 8月 23日 秋田キャッスルホテル（秋田市） 秋田県社会福祉法人経営者協議会 018-864-2707 

6 山形県 7月 13日 天童グランドホテル舞鶴荘（天童市）  山形県社会福祉法人経営者協議会 023-641-0561 

7 福島県 7月 31日 コラッセ福島（福島市） 福島県社会福祉法人経営者協議会 024-523-1256 

8 茨城県 8月 1日 水戸プラザホテル（水戸市） 茨城県社会福祉施設経営者協議会 029-350-8585 

9 栃木県 7月 6日 ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）  栃木県社会福祉法人経営者協議会 028-622-5711 

10 群馬県 8月 29日 群馬県公社総合ビル（前橋市） 群馬県社会福祉法人経営者協議会 027-289-3344 

11 埼玉県 8月 24日 浦和ワシントンホテル（さいたま市）  埼玉県社会福祉法人経営者協議会 048-822-1191 

12 千葉県 8月 31日 ホテルポートプラザちば（千葉市）  千葉県社会福祉法人経営者協議会 043-245-1104 

13 東京都 8月 2日 
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル

（渋谷区） 

東京都社会福祉協議会 

社会福祉法人協議会 
03-3268-7192 

14 神奈川県 8月 28日 ホテル横浜キャメロットジャパン（横浜市） 神奈川県社会福祉協議会経営者部会 045-311-1424 

15 新潟県 8月 23日 新潟ユニゾンプラザ（新潟市） 新潟県社会福祉法人経営者協議会 025-281-5523 

16 富山県 8月 8日 富山第一ホテル（富山市） 富山県社会福祉法人経営者協議会 076-432-2959 

17 石川県 7月 21日 金沢商工会議所（金沢市） 石川県社会福祉法人経営者協議会 076-224-1212 

18 福井県 7月 31日 福井商工会議所（福井市） 福井県社会福祉法人経営者協議会 0776-24-2347 

19 山梨県 8月 2日 アピオ甲府（昭和町） 山梨県社会福祉法人経営者協議会 055-254-8610 

20 長野県 8月 10日 ホテルメトロポリタン長野（長野市）  長野県社会福祉法人経営者協議会 026-226-7330 

21 岐阜県 8月 4日 岐阜都ホテル（岐阜市） 岐阜県社会福祉法人経営者協議会 058-273-1111 

22 静岡県 8月 30日 グランシップ（静岡市） 静岡県社会福祉法人経営者協議会 054-254-5231 

23 愛知県 7月 19日 アイリス愛知（名古屋市） 

愛知県社会福祉協議会 

社会福祉法人経営者委員会 
052-212-5509 

24 三重県 8月 10日 三重県教育文化会館（津市） 三重県社会福祉法人経営者協議会 059-228-0014 

25 滋賀県 7月 10日 滋賀県立長寿社会福祉センター（草津市） 滋賀県社会福祉法人経営者協議会 077-567-3921 

26 京都府 8月 18日 京都タワーホテル（京都市） 京都府社会福祉法人経営者協議会 075-252-6292 

27 大阪府 8月 31日 マイドームおおさか（大阪市） 

大阪府社会福祉協議会 

社会福祉施設経営者部会 
06-6762-9001 

28 兵庫県 7月 20日 
神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸

市） 

兵庫県社会福祉法人経営者協議会 078-242-4635 

29 奈良県 7月 21日 奈良ロイヤルホテル（奈良市） 奈良県社会福祉法人経営者協議会 0744-29-0100 

30 和歌山県 8月 9日 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市） 和歌山県民間社会福祉施設経営者協議会 073-435-5224 

31 鳥取県 8月 4日 倉吉未来中心（倉吉市） 鳥取県社会福祉施設経営者協議会 0857-59-6344 

32 島根県 7月 3日 ホテルニューウェルシティ出雲（出雲市） 島根県社会福祉法人経営者協議会 0852-32-5958 

33 岡山県 8月 29日 岡山ロイヤルホテル（岡山市） 岡山県社会福祉法人経営者協議会 086-226-3529 

34 広島県 8月 10日 広島県健康福祉センター（広島市）  広島県社会福祉法人経営者協議会 082-254-3416 

35 山口県 8月 18日 かめ福（山口市） 山口県社会福祉法人経営者協議会 083-924-2799 

36 徳島県 7月 11日 徳島グランヴィリオホテル（徳島市）  徳島県社会福祉法人経営者協議会 088-654-4461 

https://www.hotelmonterey.co.jp/edelhof/access/
http://www.kokusai-hotel.co.jp/access/
http://hotel-higashinihon-morioka.com/access.html
https://www.hokke.co.jp/sendai/access/
https://www.castle-hotel.jp/accessinfo.php?p=11
http://www.maizurusou.co.jp/access.php
http://www.corasse.com/access
http://www.mito-plaza.jp/assist/access.html
http://www.hotelhigashinihon.com/access.shtml
http://www.gksb.jp/access/index.html
http://washington-hotels.jp/urawa/access/
http://www.portplazachiba.com/access/
http://itp.ne.jp/ap/0332998651/
http://itp.ne.jp/ap/0332998651/
http://www.camelotjapan.com/stay/access.html
http://www.unisonplaza.jp/access/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/toyamadh/access/index.html
http://www.kanazawa-cci.or.jp/rooms/access.html
http://www.fcci.or.jp/fbil/access/index.php
http://celes-kofu.com/contents/information/
http://www.metro-n.co.jp/access/
http://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/access/index.html/
https://www.granship.or.jp/parking/
http://www.iris-aichi.com/access/index.htm
http://www.mie-kyobun.or.jp/access/map.html
http://www.shigashakyo.jp/tyojyu/access.html
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/access/
http://www.mydome.jp/access/
http://www.kobe-orientalhotel.co.jp/access/
http://www.kobe-orientalhotel.co.jp/access/
http://www.nara-royal.co.jp/access.html
http://www.wakayamasposhin.or.jp/big-ai/access/
http://cms.sanin.jp/p/miraichushin/5/
http://www.nwci.jp/access
http://www.orh.co.jp/access/
http://hiroshimahm.sakura.ne.jp/main/access/
http://www.kamefuku.com/access/
http://www.tokushima-hotelresort.com/access/


5 

 
都道府県 日程 会場 問い合わせ先 電話番号 

37 香川県 8月 21日 香川県社会福祉総合センター（高松市） 香川県社会福祉法人経営者協議会 087-861-5611 

38 愛媛県 7月 10日 愛媛県総合社会福祉会館（松山市）  愛媛県社会福祉法人経営者協議会 089-921-8344 

39 高知県 8月 1日 三翠園（高知市） 高知県社会福祉法人経営者協議会 088-844-4611 

40 福岡県 8月 8日 九州ビル（福岡市） 福岡県社会福祉法人経営者協議会 092-584-3377 

41 佐賀県 7月 24日 マリトピア（佐賀市） 佐賀県社会福祉法人経営者協議会 0952-23-4248 

42 長崎県 7月 25日 ザ・ホテル長崎（長崎市） 長崎県社会福祉法人経営者協議会 095-844-2056 

43 熊本県 7月 21日 
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

（熊本市） 

熊本県社会福祉法人経営者協議会 096-324-5462 

44 大分県 8月 17日 大分県社会福祉介護研修センター（大分市） 大分県社会福祉法人経営者協議会 097-558-0300 

45 宮崎県 8月 2日 シーガイアコンベンションセンター（宮崎市） 宮崎県社会福祉法人経営者協議会 0985-22-3380 

46 鹿児島県 7月 14日 城山観光ホテル（鹿児島市） 鹿児島県社会福祉法人経営者協議会 099-257-9885 

47 沖縄県 7月 5日 沖縄県総合福祉センター（那覇市）  沖縄県社会福祉法人経営者協議会 098-887-2000 

 

http://kagawa-swc.or.jp/home/home.htm
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http://www.maritopia.com/access/
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http://www.seagaia.co.jp/japanese/access/#acmap
http://www.shiroyama-g.co.jp/access/
http://www.okishakyo.or.jp/center/access/

