申込書は、貴施設所在地の「都道府県・指定都市

保育協議会
（保育組織）
」へご送付ください

2017（平成29）
年度「教育・保育施設長専門講座」
プ ロ グ ラ ム（ 3 ） 受 講 申 込 書
平成 29 年

全国保育協議会 会長

殿

月

日

都道府県・指定都市保育協議会会長名
＜都道府県・指定都市名＞
＜会長ご氏名＞

（印）

下記の者を「2017
（平成 29）
年度 教育・保育施設長専門講座 プログラム
（3）
」受講者として推薦します。

申込者ご記入欄

※すでにお申込みいただいている方は再提出の必要はありません。

ふりがな

性

○でお囲みください

参加者氏名
役

法

男性・女性

人

□□□－□□□□

施設の
設置形態

年

〒

施

電話番号

（該当するものを
○でお囲みください）

年

保育士資格
社会福祉主事任用資格
幼稚園教諭免許状

右欄を、○で
お囲みください

名

施設種別

施設での
ご経験年数
施設長としての
ご経験年数

保有資格等

職

施設所在地
（参加券等送付先）

別

設

名

ＦＡＸ番号
認可保育所・幼保連携型認定こども園・保育所型認定こども園
小規模保育事業 A 型・小規模保育事業 B 型・小規模保育事業 C 型
その他（
）
公設公営

・

公設民営

・

民設民営

備考・特記事項
個人情報の取り扱いは、全国保育協議会の「個人情報保護に関する方針等について」に基づいて取り扱います（個人情報の保護
に関する方針は全保協ホームページでご覧いただけます）
。
「受講申込書」に記載された個人情報は、本講座の運営・管理の目的に限って使用します。
また、講座資料の参加者名簿に「参加者氏名」「都道府県・指定都市名」
「法人名」
「施設名」
「役職」を記載します。
なお、本講座の宿泊手配等に関する業務を、旅行代理店（名鉄観光サービス㈱新霞が関支店）に委託し実施するため、上記の目
的の範囲に加え、宿泊手配等のサービス提供を目的として情報を共有します。

●受講申込書のご提出先（貴施設が所属する都道府県・指定都市の保育協議会にご送付ください）
名
称
北海道保育協議会
（一社）青森県保育連合会
岩手県社協保育協議会
（一社）宮城県保育協議会
秋田県保育協議会
山形県保育協議会
福島県保育協議会
茨城県保育協議会
栃木県保育協議会
群馬県保育協議会
埼玉県保育協議会
千葉県保育協議会
千葉市保育協議会

〒
060-0002
030-0822
020-0831
980-0014
010-0922
990-0021
960-8141
310-0851
320-8508
371-8525
330-8529
260-0026
260-8722

東京都社協保育部会
（一社）神奈川県保育会
横浜市社協保育福祉部会
川崎市社会福祉協議会
施設部会 保育協議会
相模原市保育連絡協議会
新潟県保育連盟
山梨県保育協議会
（一社）長野県保育連盟
静岡県保育連合会
富山県保育連絡協議会
石川県社協保育部会
福井県社協保育部会
岐阜県保育研究協議会
愛知県社協保育部会
三重県保育協議会
（一社）滋賀県保育協議会

162-8953
221-0844
231-8482
252-0236
950-0994
400-0005
380-0928
420-0856
930-0094
920-8557
910-8516
500-8385
461-0011
514-8552
520-0044

（一社）京都府保育協会

604-0874

（公社）京都市保育園連盟

604-0883

211-0053 川崎市中原区上小田中 6-22-5

大阪府社会福祉協議会 保育部会 542-0065
大阪市保育連合会

543-0021

（公社）兵庫県保育協会
神戸市保育園連盟
奈良県保育協議会

651-0062
650-0016
634-0061

和歌山県保育所連合会

640-8545

鳥取県子ども家庭育み協会
島根県保育協議会

689-0201
690-0011

岡山県保育協議会

700-0807

広島県保育連盟連合会

730-8511

広島市保育連盟

732-0822

（一財）山口県保育協会
徳島県保育事業連合会
香川県保育協議会
愛媛県保育協議会
高知県保育所経営管理協議会
（公社）福岡県保育協会
福岡市保育連盟
（一社）北九州市保育所連盟
佐賀県保育会
（一社）長崎県保育協会
熊本県保育協議会
（一社）熊本市保育園連盟
大分県保育連合会
（一社）宮崎県保育連盟連合会
鹿児島県保育連合会
沖縄県社会福祉協議会
沖縄県保育協議会

住
所
札幌市中央区北 2 条西 7-1 北海道社会福祉総合センター内
青森市中央 3-20-30 県民福祉プラザ内
盛岡市三本柳 8 地割 1 番 3 ふれあいランド岩手内
仙台市青葉区本町 3-7-4 県社会福祉会館 3 階
秋田市旭北栄町 1-5 県社会福祉会館 8 階
山形市小白川町 2-3-31 県総合社会福祉センター内
福島市渡利字七社宮 111 県総合社会福祉センター内
水戸市千波町 1918 県総合福祉会館 2 階
宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ 3 階
前橋市新前橋町 13-12 県社会福祉総合センター 4 階
さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 彩の国すこやかプラザ内
千葉市中央区千葉港 4-3 県社会福祉センター内
千葉市中央区千葉港 2-1 中央コミュニティセンター 9 階
千葉市こども未来局 子ども未来部幼保運営課内
新宿区神楽河岸 1-1 飯田橋セントラルプラザ 5 階
横浜市神奈川区沢渡 4-2 県社会福祉会館内
横浜市中区桜木町 1-1 市健康福祉総合センター内

753-0072
770-0943
760-0017
790-8553
780-0870
816-0804
810-0062
805-0019
840-0021
852-8104
860-0842
860-0004
870-0907
880-0007
890-0063

川崎市総合福祉センター 6 階

相模原市中央区富士見 6-1-20 あじさい会館 4 階
新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ 3 階
甲府市北新 1-2-12 県福祉プラザ４階
長野市若里 7-1-7 県社会福祉総合センター内
静岡市葵区駿府町 1-70 県総合社会福祉会館内
富山市安住町 5-21
金沢市本多町 3-1-10 県社会福祉会館内
福井市光陽 2-3-22
岐阜市下奈良 2-1-1 県福祉会館 4 階
名古屋市東区白壁 1-50 県社会福祉会館内
津市桜橋 2-131 県社会福祉会館内
大津市京町 4-3-28 厚生会館 1 階
京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375
府立総合社会福祉会館内
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 3 階
大阪市中央区中寺 1-1-54 大阪社会福祉指導センター内
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
大阪市私立保育園連盟
神戸市中央区坂口通 2-1-1 県福祉センター内 5 階
神戸市中央区橘通 3-4-1 市立総合福祉センター内
橿原市大久保町 320-11 県社会福祉総合センター内
和歌山市手平二丁目 1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛
和歌山県社会福祉協議会 総務・資金部内
鳥取市伏野 1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内
松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根内
岡山市南方 2-13-1 県総合福祉・ボランティア・NPO 会館
「きらめきプラザ」内 岡山県社会福祉協議会 福祉経営支援部
広島市中区基町 10-52
県健康福祉局働く女性応援課内
広島市南区松原町 5-1
広島市総合福祉センター
（BIGFRONTひろしま 5 階）
山口市大手町 9-6 ゆ〜あいプラザ 県社会福祉会館内
徳島市中昭和町 1-2 県立総合福祉センター内
高松市番町 1-10-35 県社会福祉総合センター内
松山市持田町 3-8-15 県総合社会福祉会館内
高知市本町 4-1-37 県社会福祉センター 3 階 3 号室
春日市原町 3-1-7 県総合福祉センター 6F
福岡市中央区荒戸 3-3-39 福岡市市民福祉プラザ 6 階
北九州市八幡東区中央 2-1-1 レインボープラザ 5 階
佐賀市鬼丸町 7-18 県社会福祉会館内
長崎市茂里町 3-24 県総合福祉センター内
熊本市中央区南千反畑町 3-7 熊本県社会福祉協議会内
熊本市中央区新町 2-4-27
大分市大津町 2-1-41 大分県総合社会福祉会館 3 階
宮崎市原町 2-22 宮崎県福祉総合センター内
鹿児島市鴨池 2-30-8 鹿児島県老人福祉会館 2 階

903-8603 那覇市首里石嶺町 4-373-1

沖縄県総合福祉センター西棟 4 階

電 話
011-241-3976
017-734-2350
019-601-7024
022-711-5880
018-866-6517
023-622-5950
024-573-7431
029-243-4034
028-624-7326
027-255-6034
048-822-1191
043-245-1103
043-245-5727
03-3268-7174
045-311-8754
045-201-2218
044-739-8717
042-707-1524
025-281-5539
055-254-8610
026-228-4415
054-251-8873
076-431-6727
076-224-1211
0776-24-2347
058-273-1111
052-212-5509
059-213-0533
077-525-5203
075-223-8960
075-253-3186
06-6762-9001
06-6761-1171
078-242-4623
078-361-3889
0744-29-0100
073-435-5224
0857-59-6344
0852-21-2954
086-226-3529
082-221-1563
082-207-1020
083-925-2424
088-654-4461
087-861-5611
089-921-8566
088-823-5804
092-582-7955
092-713-0541
093-661-2153
0952-22-1629
095-846-8871
096-324-5462
096-322-0096
097-551-5513
0985-28-5835
099-812-2099
098-887-2000

