平成 30 年度 全国保育協議会 事業計画
平成 30 年度は、保育をめぐる諸制度の改革期に向けて、国・自治体等において具
体的な議論が本格的に開始される。本会の組織強化を進めるとともに、諸制度の課題
を具体的に議論し広く発信し、改革期の準備を確実なものとする必要がある。
平成 29 年 12 月 8 日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、全世代
型の社会保障へむけて「人づくり革命」が提起された。
その中で、子育て支援について「幼児教育の無償化」「待機児童の解消」が示され
た。幼児教育の無償化は、子育て世代に対する負担軽減につながり、3～5 歳の子ど
もたちの費用の無償化と、0～2 歳児の住民税非課税世帯を対象とした費用の無償化
が進められる。待機児童の解消は「子育て安心プラン」を前倒して実施することで、
さらなる保育の受け入れ枠の拡大をはかることとされている。
平成 31 年 10 月に予定されている消費税増税の財源が充てられる「幼児教育の無償
化」の一方で、子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の向上」を実現するための
1 兆円超の財源のうち、0.3 兆円は確保されていない。この確保が実現するよう引き
続き求めていく。
保育士・保育教諭等の処遇改善については、平成 29 年度の公定価格において「処
遇改善等加算Ⅱ」が新設された。処遇改善等加算Ⅱの要件である「保育士等キャリア
アップ研修」は、2022 年度から受講が必須化される予定であり、その間に各都道府
県において円滑に研修が実施されるよう、国への要望活動や各都道府県・指定都市保
育組織への支援を強化する。また、会員においては、各施設の体制整備を進めていた
だきたい。
国の「子ども・子育て会議」においては、公定価格の改定に関する議論が開始され、
平成 29 年度にはその論点が提示された。本会が主張してきた保育の質の向上と量の
確保を両輪とする考え方を基本として、さらなる保育士・保育教諭等の処遇改善とと
もに、必要な公定価格の引き上げを求めていく。
また、
「子ども・子育て支援新制度」は施行から 4 年目に入り、それぞれの自治体
において、次期の計画策定へ向けた議論が始まっている。しかし、地方版子ども・子
育て会議が充分に機能していない自治体もある。各都道府県・指定都市保育組織が会
員の意見を組織的に集約し、計画への反映をめざすことが必要である。それぞれの会
員においても、自治体における動向を把握し、次期計画において自園がどのような役
割をもって事業を運営していくのか、中長期的な展望が求められている。
地域の子育て支援を担ってきた保育所・認定こども園等は、地域におけるかけがえ
のない社会資源である。これまでに地域に対して行ってきた取組は、社会福祉法人立
の保育所・認定こども園等にとって「地域における公益的な取組」にあてはまるもの
である。平成 30 年 1 月 23 日には、通知『社会福祉法人による「地域における公益的
な取組」の推進について』が改正されたことによって、保育所・認定こども園等が現

在実施していることの多くは公益的な取組に含まれていることが明確になった。社会
福祉法人の使命として、地域における公益的な取組は必須であり、会員を有するそれ
ぞれの社会福祉法人から取組を積極的に発信していただきたい。
改革期へ向けた保育をめぐる諸課題を協議するため、引き続き「保育施策検討特別
委員会」を設置し、具体的な事業運営上の課題、国等への要望事項等について積極的
に議論する。さらに、認定こども園の会員数（2,558 施設・平成 30 年 2 月 10 日現在）
が会員総数の 12％を超えたことから、平成 29 年度に新設した「認定こども園特別委
員会」を継続して設置し、認定こども園にかかる課題を集中的に協議する。
本会の取組は、研修会や会報『ぜんほきょう』等を通じて情報提供するとともに、
諸制度の動向については『全保協ニュース』と、会報に同封している『制度動向トピ
ックス』において周知をはかる。
平成 29 年度は、集中豪雨や台風、大雪などの自然災害とともに、大規模火災の発
生など、保育の継続が困難となる多くの場面があった。被災した地域での保育の継続
的な支援と、災害時における安全・安心な保育の構築に向けた取組を実施する。
さらに、国等への要望活動を強化するため、保育三団体協議会において協同を進め
る。また、保育士・保育教諭等に関する課題については、全保協・全国保育士会が一
体となって国や都道府県に対して意見表明を行っていく。
これらの状況を見すえて、平成 30 年度は「全保協の将来ビジョン」を指標として、
子どもの最善の利益を保障し、保育士・保育教諭等の処遇改善や環境改善に資するよ
う、国や社会に働きかける。また、都道府県・指定都市保育組織との連携および会員
への情報提供と保育の充実のための支援を強化し、平成 30 年度 事業の重点事項は次
の 6 点とする。
【重点事項】
1. 子ども・子育て支援新制度の次期の計画へ向けた動きをふまえ、社会の要請や地
域のニーズに対応する会員の保育を中心とした各種の取組を支援する。
2. 都道府県・指定都市保育組織を通じて会員からの意見を集約し、全国組織として
の意見や提言に盛り込んでいく。
3. 保育士・保育教諭等のキャリアアップのための研修事業をはじめとする、各都道
府県での取組への支援を強化するとともに、保育に携わる者の質の向上のための
研修事業の充実と、会報『ぜんほきょう』を通じた情報の提供等、会員への一層
の支援を進める。
4. 子育て関係者および広く国民や地域社会に向けて、保育所・認定こども園等が行
っている養護と教育が一体となった「保育」の機能・役割とともに、社会へのさ
まざまな貢献活動について理解を広げる取組を進める。
5. 災害時における安全・安心な保育の構築に向けた取組とともに、被災地における
保育への継続的な支援を行う。
6. 都道府県・指定都市保育組織実態調査で得た保育組織からのニーズ等をふまえ、
今後の全保協の組織力強化を検討する。

平成30年度 全国保育協議会 事業計画（案）
【カテゴリー１】子どもの育ちを保障する
23のアクション

平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

○平成30年4月1日より施行される改定保育所保育指
針や、改訂幼保連携型認定こども園教育・保育要領
の理解をより一層深めるために、改定保育所保育指
○保育所保育指針の改定、幼保連携型認定こども園教育・保育要 針研修会(全国保育士会と共催）等、各種研修会のプ
領の現場実践へのさらなる普及
ログラムとして企画し、「養護と教育」が一体となった
保育の実践的な展開を図る。
①質の高い保育のあり方について
○認定こども園に関連する研修の検討
研究をすすめ、実践につなげます。
○認定こども園に関連する研修を新規に実施する（認
○社会福祉法人制度改革で求められる保育所経営法人の対応の 定こども園特別委員会との協同により実施）。
推進
○社会福祉法人制度改革によって保育を運営する社
会福祉法人に求められる、社会福祉充実残額の算定
や地域公益活動等の対応について、理解を深める。
質
の
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い
保
育
を
提
供
す
る

期待される効果（案）

担当部

備考

○それぞれの保育所・認定こども 研修部会
園等が実践をとおして保育の質の
向上に取り組むことにより、全体の
保育の質の向上が期待できる。
○社会福祉法人制度改革への適
切な対応の推進が期待できる。

○「保育所における自己評価ガイドライン」の理解を促
進し、現場実践の普及につなげる。
○「保育所における自己評価ガイドライン」の現場実践への普及

研修部会
○教育・保育施設長専門講座等において研修を実施
する。

②自己評価等を研究・活用し、保育
の質の向上をすすめます。
○保育の質向上のための「第三者評価」受審の促進

○それぞれの保育所・認定こども
○保育所版第三者評価基準の策定に伴う、第三者評
正副・常任
園等が取り組むことにより、保育の
価受審による保育の質の向上について検討する。
保育施策
質の向上が期待できる。
検討特別
○教育・保育施設長専門講座等において研修を実施
委員会
○受審結果の公表により、保育の
する。
研修部会
信頼性を高めることができる。

○配慮が必要な子どもや被虐待児への保育の研究と実践

○アレルギーや発達障害、貧困等、配慮を必要とする
子どもや、被虐待経験のある子どもへの保育の質の
充実を図る。
○配慮が必要な子どもへの保育の
研修部会
質の向上が図られる。
○全国保育研究大会や、保育所・認定こども園保健・
衛生専門研修会等で研究、研修を実施する。

○改訂「保育所における感染症対策ガイドライン」の普及

○平成30年4月から改訂される「保育所における感染
症対策ガイドライン」の普及・取り組みの推進を図る

③利用者の個別のニーズに対応し
たきめ細かな保育を提供します。

○保育所・認定こども園等の衛生
管理が高められる。
○感染症予防等、保育所・認定こども園等における衛生管理の充
○『改訂版保育現場における感染症の知識と対応』
実を図る
（全保協）を改訂・発行する(発行予定：平成30年5月)。

広報・調査
新規
部会

23のアクション

平成30年度事業計画（案）

○改定保育所保育指針研修会の開催(全国保育士会と共催／主
管は全国保育士会）

保
育
者
の
資
質
向
上
を
図
る

④保育士等の資質向上に努め、質
の高い保育を展開します。

○保育所・認定こども園保健・衛生専門研修会の開催

事業の目的・目標及びその概要（案）

期待される効果（案）

担当部

○改定保育所保育指針の施行年度である平成30年
度も継続して保育の質を高めることが可能となるよう、
全国保育士会との連携のもと、施設長および職員を
対象とした研修会を開催する。
プログラムを通じて、保育所保育指針の改定に係るよ
り深い理解の促進を図る。
・期日：平成30年9月10日(月）
・会場：東京ベイ幕張ホール(千葉県千葉市）
・参加対象：保育所・認定こども園等の長、保育士等
保育所・認定こども園職員、行政関係者、その他保
育・子育て関係者、学識者
・定員：900名

○保育所・認定こども園等の長や
保育士等職員を対象として、現場
での実情に見合ったテーマを設定
し研修することで、職員の資質向
上を図り保育の質を高めることに
つなげる。

研修部会

○保育所・認定こども園等や乳児院での保健・衛生を
中心とした知識や実践、家庭や関係機関との連携を
学ぶことを目的に開催する。
プログラムでは、アレルギーや感染症への対応等保
育実践等において必要な保健・衛生に関する知識の
理解につなげるとともに、子ども・子育てをめぐる今日
的課題や、配慮を必要とする子どもへの支援、家庭や
関係機関との連携等について学ぶ。
・期日：平成30年6月8日(金）〜9日(土）
・会場：東京ベイ幕張ホール(千葉県千葉市）
・定員：500名
【テーマ】
・感染症への理解と対応
・保育現場の保健・衛生に関わる安全管理・安全確保
について
・保育現場におけるアレルギー対応と実践
・保育現場における配慮を要する子どもや課題をもつ
保護者への支援

○保育士をはじめ、看護師、栄養
士等、保育所・認定こども園・乳児
院等の保健・衛生にかかわる職員
が専門的な知識・技術を学び、子 研修部会
どもたちの健全な発達、健康・安全
な生活をおくれるような環境づくり
に取り組む契機とする。

備考

23のアクション

④保育士等の資質向上に努め、質
の高い保育を展開します。
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平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

期待される効果（案）

○「公立保育所等トップセミナー」の開催

○公立保育所・公立認定こども園
等の状況・課題の共通理解を図る
とともに、取り組みの充実にむけ、
○保育行政の今後のあり方や公立保育所・公立認定 学びを深めることができる。
こども園等の意義、役割を一層普及する目的で、公立
○参加者への理解の促進をとおし
保育所等トップセミナーを開催する。
て、各地域における保育施策の向
・日時：平成30年8月24日(金）〜8月25日(土）
上にむけた、保育行政等への働き
・会場：新横浜プリンスホテル
・参加対象：公立保育施設の長またはリーダー層、都 かけにつなぐことができる。
道府県・市区町村行政保育担当者他
・定員：400名
○被災地における公立保育施設
の実践事例報告により、災害時の
対応・体制の構築に向けた取り組
みを学ぶことができる。

○教育･保育施設長専門講座の運営

○2018(平成30）年度教育･保育施設長専門講座
教育・保育施設の長に求められる役割と専門的能力
の向上を図るとともに、時代を導く保育リーダーを養成
することを目的に講座を開催する。
・プログラム(1）「保育の将来ビジョン」
期日：平成30年9月の2日間（予定）
会場：東京近郊
定員：400名
・プログラム(2）「新たな保育サービスの開発」
期日：平成31年1月の3日間（予定）
会場：東京近郊
定員：200名
・プログラム(3）「保育事業の戦略」
期日：平成30年7月の3日間（予定）
会場：東京近郊
定員：200名
・受講資格
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者
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者
③上記に準ずるとみなされる者
※講座運営委員会での検討結果を今後反映

⑤施設長の責務を明らかにし専門
性の向上に努めます。

○教育･保育施設長専門講座リカレント研修会の開催

○平成30年度は実施しない(隔年開催）

担当部

公立保育
所等委員
会

○時代の要請、地域のニーズを捉
え、保育所・認定こども園等の使
命・役割を明らかにし、保育事業を
適切に展開していく識見・力量を備
えたリーダーを養成し、保育現場
の充実を図るとともに、保育の社会 研修部会
的な基盤を確立する。
○平成29年度に改定した研修体系
をふまえた改定プログラムにて、講
座を展開する。

研修部会

備考

23のアクション

⑤施設長の責務を明らかにし専門
性の向上に努めます。
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平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

期待される効果（案）

担当部

○保育所・認定こども園リーダートップセミナーの開催

○保育現場を率いるリーダーとしてのさらなる研鑽
や、制度動向に対応した施設づくりの手法、家庭と連
携した食育の進め方を学ぶ等、保育所・認定こども園
等の長として専門性を高めていくために開催する。
・期日：平成31年2月(予定）
・会場：東京近郊
・参加対象：保育所・認定こども園等の所長・園長、ま
たは準ずる者(主任保育士・主幹保育教諭等、現場
リーダー層を含む）
・定員：400名

○「教育・保育施設長の研修体系」の策定・普及

○新制度で求められる施設長のあ
○平成29年度「教育・保育施設長専門講座運営員会」
り方等に対応するとともに、研修体
における協議を継続し、「教育・保育施設長の研修体
研修部会
系の具体化を図り、時代にあった
系」を策定し、普及・啓発を図る。
研修事業を実施する。

○「保育活動専門員」認定制度の実施・運営
(全国保育士会と連携）

○保育所・認定こども園の長、職員として必要な知識・
専門技術・理念などを修得し、リーダーとして活躍する
人材を養成するために、所定の研修等を受講した者
を「保育活動専門員」として認定する(認定は任意。認
定証、認定カードを発行）。
※全国保育士会と連携
・申請書受付：平成30年4月1日〜7月31日
・認定証発行：平成30年10月1日

⑥研修体系を確立し、研修意欲を高
め、職員が積極的に研修に取り組む
環境をつくります。

○保育所・認定こども園等の長の
資質向上を図り、保育の質を高め
ることにつながる。
○施設の運営管理をはじめ園の長
として求められる専門性について
学ぶことにより、質の向上を図るこ
とができる。

○認定証を発行して保育所・認定
こども園等の長および職員が継続
的な学習に努めていることを対外
的に証明する。また、その者の活
動を通じて、地域の保育活動や保
育組織の活性化を図る。

研修部会

研修部会

備考

【カテゴリー２】子育てライフを支援する
23のアクション
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平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

期待される効果（案）

担当部

○「市町村子ども・子育て支援事業計画」の次期計画策定にむけ
⑦子どもを生み育てることへの不安
た保育所・認定こども園等のあり方の検討
を解消するための機能を発揮しま
す。
○保育における多様な保育サービスの提供についての検討

正副・常任
○平成29年度の保育施策検討特別委員会の検討をふま
え、次期の市町村子ども・子育て支援事業計画の策定へ
向けて、保育所・認定こども園等がそれぞれの地域でどの ○保育所・認定こども園等がそれぞれ 保育施策
ような役割を果たすことが求められているのか、具体的な の実践をとおして、保育の質の向上に 検討特別
取り組むことにより、保育所・認定こど
委員会
展望を示す。
も園等全体の質の向上や、地域にお
認定こども
○保育所・認定こども園等における保育のあり方につい ける保育機能の向上が期待できる。
園特別委
て、国の「子ども・子育て会議」等において、あるべき保育
員会
機能の具体的な内容を全保協として示す。

⑧家庭との密接な連携による子育て
支援に努め、子育てに共に取り組み ○家庭と連携した食育の推進
ます。

○「保育所における食事提供ガイドライン」をふまえ、家庭
との連携による食育の進め方の具体的な方法等の知識・
○保育所・認定こども園等の機能とし
技術を学ぶ機会を提供することで、現場実践の充実に寄
て充実が望まれている食育の取り組
与する。
研修部会
みを高め、家庭と連携した食育の推進
につなげられる。
○保育所・認定こども園リーダートップセミナー等、各種研
修会のプログラムにおいて検討する。

⑨子育ての喜びや楽しさを実感でき
○地域の子育て家庭への支援の推進
る支援を行います。

○保育所・認定こども園等を利用している家庭および地域
の子育て家庭が、子育ての喜びや楽しさを実感できる支
援について、全国保育研究大会の分科会等において研究
討議し内容の充実を図る。

○地域の子育て家庭への支援の重要
性について、確認し、多くの保育所・認
正副・常任
定こども園等において取り組むことで
子ども家庭福祉の増進につながる。

⑩すべての保育所・認定こども園等
が、ニーズに応じて地域子育て支援 ○地域子育て支援拠点事業の充実
を展開します。

○地域の子育て支援センターの質的向上に向けた取り組
みについて、会報『ぜんほきょう』等において周知するとも
に、全国保育研究大会の分科会等において研究協議をす
すめる。

○地域子育て支援センターの質の向
上を図ることができる。また、全保協が
正副・常任
提言した「これからの保育所機能」の
具体化につなげられる。

○保育現場における、保育士・保育教諭等の相談援助技
○保育現場において、保護者や子育
⑪保育ソーシャルワークの技術によ
術の向上のため、研修を実施し資質の向上を図る。
○相談・援助におけるソーシャルワーク機能の充実のための研修
て家庭へ、ソーシャルワークの技術を
る地域子育て家庭への支援を強化
研修部会
の開催
活用した支援の質の向上を図ることが
します。
○教育・保育施設長専門講座等において具体的な内容の
できる。
充実を図る。

備考

【カテゴリー３】多様な連携と協同をつくる
23のアクション

平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

ッ

の援子
割 中 の 育 ⑫地域を基盤とした子育て支援ネッ ○地域を基盤とした子育てネットワーク情報共有をとおした
を で ネ ち トワークの充実を図ります。
取り組みの推進
○会員等による取り組みの状況を会報や大会・研修会等をとおし
発保 ・
て共有することで、全体の取り組みの推進を図る。
揮育 ト 子
す所ワ育
○小学校等との連携状況の共有による取り組みの推進
る の て ⑬小学校との連携を深めます。
役ク支

期待される効果（案）

担当部

ー

○それぞれの取り組み・実践を会
員が共有することで、保育所・認定 広報・調査部
会
こども園等全体の保育の質の向上
が期待できる。

○会報『ぜんほきょう』の「国の動き」や「ぜんほきょうの動き」を通じ
て、保育に関する最新の制度動向の情報発信を行う。
○保育に関する情報の積極的な発信と保育所・認定こども ○マスコミ等を活用した保育に対する理解の促進（研修会・セミ
園等への理解の推進
ナーの実施内容等を、保育関係雑誌へ掲載する等）を図る。

○保育について広く社会一般に
知っていただくことによって、保育
の重要性の周知を図る。

正副・常任
広報・調査部
会

○保育の友「ナウ・トピックス」や制度動向Topicsをとおした情報提
供をすすめる。
○平成30年度は、保育三団体協議会（全国保育協議会、日本保育
協会、全国私立保育園連盟）の事務局を担うとともに、協同活動に
積極的に取り組む。

地
域
の
保
育
機
能
を
強
化
す
る

⑭保育所・認定こども園等が中心と
なった地域子育ての協同活動を展
開し、子育て支援の総合的な拠点と
なります。

○児童福祉関係の社会福祉施設協議会（全国児童養護施設協議
会・全国乳児福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会）との協
力をすすめる。

○多様な団体・組織との連携推進と子育て支援情報・ノウ
ハウの共有

○全国社会福祉協議会の各種会議への参加（全社協理事会、政
策委員会、政策委員会幹事会、総合企画委員会、国際社会福祉
基金委員会、社会福祉施設協議会連絡会、社会福祉施設協議会
連絡会調査研究部会、福祉サービスの質の向上推進委員会、児
童福祉関係種別会長会議、植山つる児童福祉奨励基金運営委員
会、福祉施設長専門講座運営委員会、「保育の友」編集委員会、
「広がれボランティアの輪」連絡会議）

○多様な団体・組織との連携・協同
をすすめることで、社会全体で子育
正副・常任
てを支援する仕組みを構築するこ
とにつなげられる。

○関係団体への協力（福利厚生センター、OMEP日本国委員会、
日本保育保健協議会、全国保育士養成協議会等）
○国段階の推進会議等への参画（児童虐待防止対策協議会、健
やか親子21推進協議会等）
正副・常任

○これからの保育機能の具体化
⑮地域における保育ソーシャルワー
ク機能の充実に取り組み、地域社会
の保育機能を強化します。

○保育所・認定こども園等がこれま 保育施策検
討特別委員
○国の「子ども・子育て会議」等において意見を述べるとともに、児 で担ってきた機能・役割を明確に
会
童福祉施設としての機能、役割の必要性を社会に広く働きかける。 し、児童福祉としての保育の評価
につなげることができる。
認定こども園
特別委員会

○地域の子育て機能の強化につ
○教育・保育施設長専門講座や、保育所・認定こども園リーダー
ながるとともに、保育所・認定こども
トップセミナー等においてプログラムを検討し、保育所・認定こども
園等の地域での位置づけの向上
○子どもの貧困の実態を理解し、研修事業において取り組
園等の機能強化を進める。
につなげられる。
む
○研修等により保育ソーシャルワーク機能の充実を図る

研修部会

【カテゴリー４】子育て文化を育む
23のアクション

平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

期待される効果（案）

担当部

正副・常任

子
育
て
へ
の
関
心
を
高
め
る
子
育
て
文
化
に
つ
な
が
る
活
動
を
広
げ
る

⑯子どもと地域の人々との接点づく ○地域の子育て拠点としての保育所・認定こども園等
りに取り組みます。
機能の強化の検討

○保育所・認定こども園等が実践
をとおして保育の質の向上に取り
○これからの保育機能に基づく地域の拠点としての保
組むことにより、全体の保育の質
育所・認定こども園等の機能強化の具体化に向けた
の向上が期待できるとともに、新制
取り組みについて検討をすすめる。
度における保育機能の強化につな
げることができる。

⑰地域住民に保育所・認定こども園
○保育に関する情報の発信と保育所・認定こども園等 （再掲:カテゴリー3「地域の保育機能を強化する」参
等への理解を深めてもらう取り組み
への理解の推進
照）
をすすめます。

○『保育の友』（全社協発行）への協力をとおした情報
の発信
⑱子育て支援活動への参加のきっ ○子育て文化の普及を図る
かけをひろげ、子育てコミュニティの
創造をめざします。
○会報の紙面やホームページを活用した子育て支援
情報の提供

⑲老若男女が関わる子育て文化の
○会員における実践状況の共有による取り組みの推
掘り起こしや子育て活動支援の開
進
発・普及に取り組みます。

（再掲:カテゴリー3「地域の保育機
能を強化する」参照）

保育施策検
討特別委員
会
認定こども
園特別委員
会

正副・常任
広報・調査
部会

○保育の友「ナウ・トピックス」をとおした情報提供を行
○会報では情報が行き届かない幅
う。
広い対象に情報発信をすること
で、多くの人に保育所・認定こども
○子ども・子育てに関わるすべての人を対象に、マス
園等や全保協の活動などを周知
コミ等も含め、全保協の活動、保育についての情報発
し、啓発活動を行うことができる。
信を行う。
（再掲:カテゴリー3「地域の保育機能を強化する」参
照）

（再掲:カテゴリー3「地域の保育機
能を強化する」参照）

○すべての人に子ども・子育てに関心を持っていただ
○全保協の将来ビジョンの目標に
くために、全国保育研究大会等の場において全国で
向けた取り組みを推進することが
の実践状況の共有化を図り、子育て文化の高揚につ
できる。
なげる。

広報・調査
部会

備考

【カテゴリー５】子育て子育ちを支援する仕組みをつくる
23のアクション
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⑳保育所・認定こども園等の役割・
機能について研究を行います。

平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

担当部

○制度改革に対応する情報・資料の提供

○子ども・子育て支援新制度や改定保育所保育指針にか
かわる動向を踏まえ、会員や保護者に対し、制度理解や、
保育所・認定こども園等の運営に関して必要な資料等を作
成し、周知する。

○情報・資料提供をとおして、制度改革に 保育施策検討
特別委員会
対する見通しがもてるとともに、保育の質
の向上にむけて積極的な取り組みが期待
できる。
広報・調査部会

○制度改革に対応する情報・資料の提供

○子ども・子育て支援新制度や改定保育所保育指針にか
かわる動向を踏まえ、会員や保護者に対し、制度理解や、
保育所・認定こども園等の運営に関して必要な資料等を作
成し、周知する。

○情報・資料提供をとおして、制度改革に
対する見通しがもてるとともに、保育の質
広報・調査部会
の向上にむけて積極的な取り組みが期待
できる。

○「公立保育所の強みを活かした『アクション』実践事例
○「公立保育所の強みを活かした『アクション』実践事例集」および公立保 集」の更なる普及・取り組みの推進をはかる。
育所等アクションプランの普及

㉑これからの保育制度についての
研究・提言を行います。

期待される効果（案）

○「子ども・子育て支援新制度」の次期計画の具体化に向けた研究と提
言活動等の実施

備考

○実践事例集および公立保育所等アク
ションプランの普及・浸透によって、公立保
育所・公立認定こども園等に求められる役 公立保育所等
委員会
割や、具体的な取り組み等について明確
化するとともに、各地での実効が期待でき
る。

○子ども・子育て支援新制度の今後の動向を踏まえ、子ど
もの育ちが保障される方策等の提言等を行い、よりよい保 ○子ども・子育て支援新制度の次期の見
育・子育て施策の構築の実現を目指す。
直しに向けて、給付等の財源確保、保育
の機能や質の向上のための改善につなが
○給付等の財源確保をはじめ、保育の機能や質の向上の る。
ための提言等を行う。
正副・常任
（保育施策検討
特別委員会）

社
仕会
組連
み帯
づに
くよ
りる
を子
す育
すて
め支
る援
の

○地方分権や規制改革の状況をふまえた保育･子育て支援の仕組みの
○各自治体における子ども・子育て支援新制度施行後の
研究
○より保育・子育て施策の構築のために
状況と、次期に向けた検討の動向等をふまえ、各保育組織
働きかけていくことができる。
の取り組みを支援する研究・調査を行う。
○保育制度に関する提言および国等への働きかけ
㉒国・地方自治体との連携を深め、
保育・子育て支援の仕組みづくりを
すすめます。

○公立保育所等アクションプランの改定（訂）を行う。

○公立保育所等アクションプランの改定（訂）

○公立保育所・公立認定こども園等に求
○公立保育所等アクションプラン改定（訂）に合わせ、次期
められる役割や、具体的な取り組み等に
「公立実践事例集（仮）」の発行について、平成31年度初頭
ついて明確化できる。
の発行にむけ、内容について企画・検討を行う。
○地域の子育て支援の拠点としての公立
○子ども・子育て支援新制度や改定保育所保育指針など
保育所・公立認定こども園等の位置付け
の制度動向や、公立保育所等アクションプランの内容に応
が各自治体等において明確化できる。
じ、行政職員としての責務や公立保育施設の役割・在り方
について提言・周知を図る。

公立保育所等
委員会

新規

23のアクション

平成30年度事業計画（案）

○子どもや子育てに社会的な関心を高揚するアピールの実施
社
仕会
組連
み帯
づに
くよ
りる
を子
す育
すて
め支
る援
の

㉓子育て支援の仕組みづくりのため
の世論形成をすすめる提言を行いま
す。

○児童福祉関係種別協議会と協同した提言、ソーシャルアクションへの
取り組み

事業の目的・目標及びその概要（案）

期待される効果（案）

担当部

○「全保協の将来ビジョン」や「これからの保育所の機能」、
新たな制度に向けた全保協の取り組み等を通し、社会的な ○「全保協の将来ビジョン」や「これからの
世論形成をすすめる。
保育所の機能」、新たな制度に向けた全
保協の取り組み等を通し、広く全保協の考
え方を示すとともに、社会全体で子どもや
○児童関係種別協議会と協同して、子ども関係施策に関 子育てを支えるための取り組みを促進す
する予算の拡充等を要望していくとともに、広くソーシャル ることができる。
アクションへの取り組みを検討・実施する。
正副・常任

○児童種別協議会共同での提言
○保育3団体協同での提言
(再掲：カテゴリー3「地域の保育機能を強化する」参照)
○国段階の推進会議等への参画
・児童虐待防止対策協議会
・健やか親子21推進協議会

(再掲：カテゴリー3「地域の保育機能を強
化する」参照)(再掲：カテゴリー3「地域の保
育機能を強化する」参照)

備考

【その他】組織運営・強化
具体的な取り組み

平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

○全国保育協議会ピンバッジの頒布をすすめる。
○全保協事業のあり方の検討

○組織強化にむけた取り組み

担当部

○全保協の組織強化を図ることができる。

○会員の加入率の現状を踏まえ、さらなる加入促進の具体
○会員の帰属意識を高めることができる。
的な方策を検討する。
○組織活動の功労者等の表彰（顕彰、特別感謝、会長表
彰）

○組織活動功労者に対する表彰の実施

期待される効果（案）

○表彰審査委員会：7月頃（文書審議）

○功績のあった保育関係者を表彰し、功
績をたたえることで関係者に対しても意識
高揚を図ることができる。

○表彰式：第62回全国保育研究大会で実施

○災害時の対応

○大規模な自然災害に被災した会員への対応について情
報提供をすすめるとともに、災害に備えての、全国の会員
の安全・安心が確保された保育実践に向けた各種の取り組
みをすすめる。
○被災した会員への継続的支援を通じて、
被災保育所・認定こども園等の復興に役立
○災害により被害を受けた会員に対し、「全国保育協議会 てるとともに、会員間のつながりと組織の
災害見舞金規程」の基準に基づき見舞金の支給を行う。
強化を図る。

総務部会

○「会費免除に関する内規」により、当該会員に対し、会費
の免除を行う。
○全保協組織の運営
○全国保育協議会便覧の作成と発行

○全国保育協議会便覧の作成と発行

○全保協組織の運営
○会報をとおして、保育・子育て支援に関する情報や全保
協の取り組み・意見等を会員等に定期的に発信する。
○会報『ぜんほきょう』の発行（年12回）
○全国保育協議会ホームページの充実

○組織に関する情報を共有することで、組
織強化を図ることができる。
○会員に対する定期的な情報発信および
迅速な情報提供を行うことにより、保育情
勢に対する全保協組織としての意識の共
有化、組織力の向上に資することができ
る。

○ホームページからも最新情報の周知に取り組むととも
に、大会・研修会のweb申込や、公定価格試算システムの
バージョンアップ等、ホームページおよび「会員のコーナー」 ○ホームページの充実により、会員以外の
のさらなる充実や、メール配信サービスの登録促進を図る。 方へのアピールと、会員の優位性の向上 広報・調査部会
を図る。

○メール配信サービス等のICT活用の充実

○会員のICT利用を促進することで、迅速
○迅速な情報提供を図るため、全保協メール等のメール配 な情報提供および地方からの情報収集を
信サービスの広報・普及を図る。
することができる。また、ペーパーレスを進
めることで経費削減を図ることができる。

○組織運営に関する会議等の開催

○協議員総会（2回）
○常任協議員会（8回）
○正副会長会議（7回）
○全保協・全国保育士会正副会長連絡会議（2回）
○事業および会計監査（1回）

備考

具体的な取り組み

平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

○事業実施に関する部会・委員会等の開催

○総務部会（4回）
○広報・調査部会（3回）
○研修部会（3回）
○地方組織部会（3回）
○公立保育所等委員会（3回）
○表彰審査委員会（1回）
○「保育活動専門員」認定審査会（1回）
○保育施策検討特別委員会（4回）
○全国保育研究大会運営委員会（5回）
○認定こども園特別委員会（4回）

○その他の会議等の開催

○全保協・全国保育士会合同予算対策委員会(1回)
○全保協・全国保育士会研修担当連絡会（1回）
○公立保育所等懇談会（2回）

○全保協組織の運営 ○全保協組織の運営

期待される効果（案）

担当部

○公立保育所・公立認定こども園等の加入の現状を把握す ○公立保育所・公立認定こども園等の組
○都道府県・指定都市、市町村行政に対する公立保育所・公立認定こど
公立保育所等
るとともに、具体的な加入促進策として求められる事項を整 織加入の一層の推進につなげることができ
も園等の組織加入の促進
委員会
理する。
る。

○公立保育所等の強 ○公立保育所等のあり方の検
化
討・組織強化
○「公立保育所等トップセミナー」の地方開催の推進

○都道府県・指定都市保協支援 ○都道府県・指定都市保育組織実態調査の実施
○ブロックおよび都道
事業の充実
府県・指定都市の組
織強化、推進体制の
情報共有・課題抽出・支援
整備
のありかた検討等
○ブロックおよび都道府県・指定都市保育協議会活動強化に向けた協力
と支援のあり方の検討

○平成30年度より助成の対象を拡大し、公立保育所・公立
認定こども園等の職員への研修機会が確保されるよう、各
ブロック、都道府県・指定都市単位の「公立保育所等トップ
セミナー」の実施をすすめるために、助成を実施する。
・ブロック単位での助成7件
・都道府県単位での助成21件
※ブロックおよび都道府県を対象に、1件につき10万円ずつ
の助成とし、合計280万円の総予算額で助成を実施する。

○各ブロックおよび都道府県・指定都市に 公立保育所等
おける公立保育所・公立認定こども園等へ
委員会
の研修機会の提供とともに、各自治体での
・
保育行政への働きかけにつながる。
地方組織部会

○基礎調査として、都道府県・指定都市保育組織の組織体
制・財務状況・活動状況を把握し、情報の共有を図るととも ○各都道府県・指定都市組織の活動支援
に、組織強化のための課題を明らかにする。
の情報･課題を共有し、支援のあり方を検
討することで都道府県・指定都市保育協議 地方組織部会
会活動の活性化を図り、自治体の保育施
○ブロックおよび都道府県・指定都市保育協議会の活動充 策等への提言や対応を図ることができる。
実・強化に向けた支援のあり方について、調査結果をもとに
具体的検討を行う。

備考

具体的な取り組み

平成30年度事業計画（案）

事業の目的・目標及びその概要（案）

期待される効果（案）

担当部

○組織の 次代 を担う人材の養成に向けた取り組みを推
進するため、ブロック人材養成支援事業への助成を実施す
る。
（1ブロックあたり助成額：250,000円）

○ブロック保育協議会人材養成支援事業の実施
・ブロック人材養成支援事業への助成
・「保育人材養成会議」の実施
○都道府県・指定都市保協支援
事業の充実

・2年間の参加期間を終了された参加者の新たな集い・研
鑽・取組発表の場のさらなる強化を図るため次の取り組み
を実施する。
①保育人材養成会議の活動報告書を作成し、修了者名と
あわせて、都道府県・指定都市保育組織に報告する。
②保育人材養成会議において学識者による講義を行う。
③全保協事業における活動への協力依頼を行う。
（全国大会でのフリー発表、会報ぜんほきょうへの寄稿等）

人材育成・助成

○ブロックおよび都道
府県・指定都市の組
織強化、推進体制の
整備

〇地方組織における活動の中枢を担う次世代リーダー人材
の養成に向けた取り組みを推進するため、都道府県・指定
都市保育組織会長の推薦者を参加者とする「保育人材養
成会議」を実施し、地方組織活動の新たな担い手である 次
世代 の人材養成を進める。
○次世代の育成をすすめることにより、継
・3回実施（時期は予定）
続的な地方組織活動の充実、強化を図る。
①30年7〜8月
②30年11〜12月
③31年1〜2月

○ブロック保育協議会活動助成の実施

○ブロック保育協議会を財政面で支援することを目的とし
て、ブロック保育協議会への助成を行う。
①ブロック保育研究大会助成金
②組織強化推進費（ブロック分）
③ブロック保育協議会正副会長等会議助成金
④ブロック組織強化事務費助成金
⑤ブロック保育制度予対活動推進費
⑥「ブロック保育協議会人材養成支援事業」助成金
⑦ブロック公立保育所等トップセミナー開催支援助成金

地方組織部会

○ブロック保育協議会に対して財政面の支
援を行うことで、ブロック保育協議会活動
の活性化を支援する。

○各都道府県・指定都市保育組織の活動
○会報『ぜんほきょう』および全保協ニュース等を通じて地
支援の情報･ノウハウを共有し、都道府県・
方の保育制度の動向を紹介するとともに各地の取り組みの
指定都市保育協議会活動の活性化を図
○都道府県・指定都市保育協議会による各市町村段階の活動支援に資 情報やノウハウを共有する。
広報・調査部会
る。
する情報・ノウハウの共有
地方組織部会
○制度関係の情報を迅速に提供し、各地方での取り組みを
○都道府県・指定都市保協支援
○保育制度改革に全国組織としての特性
支援する。
事業の充実
を生かして対応できる。
情報・ノウハウ共有

○会報『ぜんほきょう』の「保育ネットワーク」、「自然災害へ
○地方における保育に関する実践の共有
の備え」を通じて地方の保育に関する情報を提供する。
○都道府県・指定都市保育協議会による各市町村段階の活動支援に資
化と全国的な制度の動きの周知・普及をと
広報・調査部会
する情報の共有
おして、都道府県・指定都市保育協議会の
○全保協ニュース等を通じた全国的な制度関係の情報を
活動支援ができる。
迅速に提供する。

○第62回全国保育研究大会の開催

○期日：10月24日(水)〜26日(金)
○会場：カルッツかわさき等（神奈川県川崎市）
○定員：1,700名

○第63回全国保育研究大会の開催に関する検討

○期日 ：平成31年11月13日（水）〜15日（金）
○開催地：広島県広島市

○全国大会の開催

○組織の連携強化

○全国保育組織正副会長等会議の開催

○日程：12月6日(木)〜7日(金)
○会場：全社協「灘尾ホール」等

○保育・子育てをめぐる社会情勢の認識を
深めるとともに、保育所・認定こども園等の
社会的意義を広くＰＲすることができる。ま 大会運営委員
た、研究発表をとおして、今後の保育の役
会
割や取り組みについて共有化を深めること
ができる。
○新たな制度の施行をふまえ、都道府県・
指定都市保育組織にむけて情勢認識と課
題意識の共有化をはかるとともに、組織の
ネットワークを活かした取り組みをすすめる
契機とする。

総務部会

備考

