NURSERY ぜんほきょう No.293（平成 29 年９月１日発行）付録

【お知らせ】 第 61 回全国保育研究大会（兵庫県）
1．分科会会場の割り当てについて
2. 第 10 分科会の企画について
3．第 11 分科会「フリー発表分科会」発表者が決定！！
本年 11 月 15 日（水）～17 日（金）に、兵庫県神戸市で開催します「第 61 回全国保育研究大
会」における、分科会（大会 2 日目：11 月 16 日）の会場割り当て、第 10 分科会の企画、第 11
分科会「フリー発表分科会」発表者が決定しましたので、ご案内申しあげます。
なお、大会へのご参加申込は、9 月 29 日（金）締切にて受付中です。開催要項及び申込書類は、
全保協ホームページ（http://www.zenhokyo.gr.jp/）からダウンロードいただけます。

1．分科会会場の割り当てについて
分科会会場の詳細を、次のとおり決定いたしました。ご来場にあたってご参考としてください。
日 時 ・ 内 容
会
場

大会 2 日目
11 月 16 日(木)
9:30～16:30

第１分科会

神戸ポートピアホテル 南館地下 1 階「トパーズ」

第２分科会

神戸ポートピアホテル 南館 1 階「大輪田①」

第３分科会

神戸ポートピアホテル 南館 1 階「大輪田②」

第４分科会

神戸ポートピアホテル 南館地下 1 階「ダイヤモンド」

第５分科会

神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「偕楽①」

第６分科会

神戸ポートピアホテル 南館地下 1 階「サファイア」

第７分科会

神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「偕楽②」

第８分科会

神戸ポートピアホテル 南館 1 階「大輪田③」

第９分科会

神戸ポートピアホテル 南館地下 1 階「エメラルド」

第 10 分科会

神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「和楽」

第 11 分科会 A 神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「布引」
第 11 分科会 B 神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「北野」
※各分科会とも定員に達し次第、申込受付を終了させていただきます。
※第 11 分科会（フリー発表分科会）は、発表者多数の為、２会場で実施します。

2．第 10 分科会の企画について
第 61 回全国保育研究大会の第 10 分科会につきまして、テーマ・趣旨をお知らせいた
します。
講師・登壇者は決定次第、全国保育協議会ホームページ、全保協ニュース等にて周
知いたします。
皆さまのご参加をお待ちしております。
記
1．日時
平成 29 年 11 月 16 日（木）9：30～16：30 【大会第 2 日目】
2．「第 10 分科会」テーマ

「子ども・子育て支援新制度の第一期計画中間年をむかえ、
地域に存在するかけがえのない社会資源として、
これからの教育・保育施設のあり方を展望する」

趣

旨

本年は、子ども・子育て支援新制度の施行から３年目を迎えました。
「すべての子ども」を対象とする子ども・子育て支援新制度のスタート以降、保育
をめぐるニーズは増大し続け、また多様化しています。新制度では、保育所・認定こ
ども園等の既存の事業以外に、新たに地域型保育事業として小規模保育や家庭的保育、
事業所内保育等を共通の給付の体系に位置づけ、そのニーズに対応するための制度が
つくられました。
また、平成 28 年度から始まった、企業主導型保育事業は、子ども・子育て支援法
の改正により、事業主拠出金（一般事業主から徴収する拠出金〔事業主拠出金〕の対
象事業に、仕事・子育て両立支援事業を追加）を原資として設置がすすめられていま
す。待機児童対策のひとつとなっていますが、設置に市町村の関与がなく、待機児童
のいない地域においては、「地域枠」が既存の事業所との競合を発生させています。
さらに事業運営上の課題として、平成 29 年の公定価格から新しく導入された処遇
改善等加算Ⅱでは、職員の処遇改善につながる一方で、各事業所における仕組みづく
りに混乱も生じています。地域によっては保育士等の人材確保が難しくなっているこ
とや、各事業所での人材育成の課題なども、制度の見直しをふまえ、検討していく必
要があります。
本分科会では、私たち保育所・認定こども園等が、これからの時代の要請にどのよ
うに応えていくべきか考えていきます。

3．プログラム
○第 1 部 講義（90 分／9：30～11：00 想定）
「これからの社会保障における少子化対策の方向性（保育・子育て支援を中心に）
」
社会保障制度改革の中で、少子化対策、子育て支援の方向性をどのようにとらえるか。
6 月 2 日に経済財政諮問会議で示された「子育て安心プラン」と社会保障制度改革の方
向性について把握する。
そのうえで、保育所・認定こども園等の今の姿がどのように見られているか、社会か
ら何を望まれているのかなどを考える。
講師：増田雅暢 氏（増田社会保障研究所代表、元岡山県立大学教授）
○第 2 部 報告（45 分／11：15～12：00 想定）
「『子ども・子育て支援新制度 施行後の計画中間年に向けて』
（パンフレット）を読む」
本年 6 月に発行したパンフレットの内容を報告するとともに、その後、会員から寄せ
られた声などを紹介する。
報告者：佐藤秀樹副会長（全国保育協議会）
○第 3 部 パネルディスカッション（210 分〔途中休憩あり〕／13：00～16：30 想定）
「子ども・子育て支援新制度のゆくえと保育所・認定こども園等の役割」
午前中の講義ならびにパンフレットの内容の説明を受けて、新制度見直しに向けた議
論の方向性を考える。
現場からは、これからの時代を見すえた運営課題に対する具体的な取り組みについて、
ご発言いただく。例えば、公益的取り組みの事例や、ニーズをふまえた地域の子育て課
題への対応をどのように実践しているか。また、広域的に事業を行ったり、施設間で連
携したりする取り組みや、これらの多様な取り組みを支える人材をどのように確保・育
成していくか、という視点について考える。
登壇者：学識者：小川清美

氏 東京都市大学名誉教授

発言者：保育所経営者、認定こども園経営者（1 名）
発言者：保育実践者（全国保育士会から 1 名）
進行：小島伸也副会長（全国保育協議会）

【お問い合わせ】
全国保育協議会 事務局
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2
全国社会福祉協議会 児童福祉部
電話 03-3581-6503 Fax03-3581-6509
zenhokyo@shakyo.or.jp

新霞が関ビル 4 階

3．第 11 分科会「フリー発表分科会」発表者が決定！！
大会 2 日目：11 月 16 日（木）

「第 61 回全国保育研究大会フリー発表分科会」の発表者が決定しました。
日頃の保育・子育て支援に関する研究活動の熱い成果をぜひお聞きください！＊
時間

9：30～
9：45

神戸ポートピアホテル

本館地下 1 階「布引」

オリエンテーション・開会

園児との交流を通して感じる中学生の成長
9：45～
10：25

神戸ポートピアホテル

本館地下 1 階「北野」

オリエンテーション・開会

地域と連携する保育園経営のあり方
～優しさと自然につつまれて、一人一人が輝く子どもの
育成をめざして～

(神奈川県 社会福祉法人西さがみ福祉会 上府中保育園)
(秋田県 東成瀬村立なるせ保育園)
主任保育士 藤森 真弓氏・副主任保育士 栁澤 広美氏
主任保育士 伊勢谷 則子氏・主任保育士 藤原 早苗氏

家庭、地域、図書館とのネットワークを活かし、
10：40～
11：20

いきいきと活動できる子どもを育てる

ながかみ保育園の生活の中での食育

～絵本の取り組みを通して～
(静岡県 社会福祉法人七恵会 ながかみ保育園)
(岩手県 一関市立室根こども園)
管理栄養士 髙林 美加子氏
保育教諭 村上 佳代氏・主任保育教諭 小山 敏江氏

11：20～

昼食・休憩(60 分)

12：20

子どもの食事量を増やすために
12：20～
13：00

～日々の活動見直しと食事量の変化～

主体性遊びの試み
～家族ごっこからみる子どもの育ちを通して～

(東京都 社会福祉法人カタバミ会 ふきのとう保育園)

(新潟県 長岡市立けさじろ保育園)

管理栄養士 鈴木 ゆかり氏

園長 杉山 郁代氏

ガゼルの森、インクルージョン保育の軌跡
13：15～
13：55

昼食・休憩(60 分)

先進国の縦断研究調査に学ぶ
～英・独の研究成果や課題から見る新しい保育の創造～
〔０歳児からの人間教育〕

(静岡県 社会福祉法人ハルモニア ガゼルの森保育部)
(千葉県 社会福祉法人童心会 柏さかさい保育園)
園長 濱田 香苗氏・主任 久保田 亜子氏
理事長 中山 勲氏

14：10～
14：50

子どもと子育て家庭の笑顔を作る
(山梨県 社会福祉法人宮前福祉会 宮前保育園)

グルコーストランスポーター１欠損症園児の受
け入れ ～ケトン食の試み～
(香川県 社会福祉法人守里会 初音保育所)

指導職 小島 信氏・指導職 河西 瞳氏
管理栄養士 東 章代氏

言語表現が豊かになる言葉の育ちの支援
15：05～
15：45

15：45～
16：00
＊

職員の資質向上を図る
～職員一人ひとりが園全体のために企画する園内研修～

(山形県 酒田市児童発達支援センター はまなし学園)

(静岡県 御殿場市立印野こども園) 園長 勝又 康代氏

主任 山崎 洋美氏

(静岡県 御殿場市立高根第 1 保育園) 副園長 阿部 真氏
まとめ・閉会

まとめ・閉会

第 11 分科会「フリー発表分科会」をお聞きになる方は、大会参加申込書の分科会申込欄に「11」
とご記入のうえ、お申込みください。

