第３７回民間保育園経営研究セミナー
子どもたちの今が輝く保育・福祉をめざして
―公的保障拡充と民間保育園の課題―

イラスト：近藤理恵
待機児童問題も保育士不足も待ったなしの状況が続いています。国も一定の改善策を示そうとしていま
すが、決して根本的な改善ではありません。福祉全体の動向に目を向ければ、社会福祉・社会保障の公的
責任を後退させようとする国の思惑をうけて、社会福祉法人「改革」が着々とすすめられつつあります。
社会福祉法人の役割も大きく変えられようとしています。
あらためて保育・福祉のあり方を問い返していくことが必要ではないでしょうか。子どももおとなも、
一人ひとりが尊重され権利が保障される保育・福祉を求めて、園・法人として、また個人として何ができ
るか探っていきましょう。

と き

2017 年１月 9 日～11 日（月～水）

ところ

ロワジールホテル豊橋（愛知県豊橋市）
主催／全国民間保育園経営研究懇話会
協力／全国保育団体連絡会

【日程】
9（月）

受
付

10（火）

9：30～12：00
講座

11（水）

13：00～17：00

休憩

18:30～20：30

全体会

文化企画 夕食懇親会

昼

13：00～16：30

食

講座・分科会

休憩

18：00

19：30～

夕食

自主企画

9：00～12：00
全体会・記念講演

※日程・内容は、変更する場合もありますのでご了承ください。

【プログラム】

＊敬称略

1 月 9 日（月・祝） 全体会 13 時～17 時

●基調報告
●シンポジウム

「ブラック化する保育・教育のなかで子どもを守るために
―保育条件改善と民間保育園の課題」
報告: 大川えみる（保育ライター・元保育園園長）～ブラック化する保育の実態
山本 由美（和光大学）～新自由主義教育改革と新しい共同
大宮 勇雄（福島大学）～保育の質と保育条件の改善
コーディネーター:中西新太郎（横浜市立大学名誉教授）

●夕食懇親会（18：30～）
文化企画・和太鼓演奏 出演：瀬戸子供太鼓こまいぬ座
1 月 10 日（火）午前：講座 9 時 30 分～12 時

●会計講座：保育所会計のきほんを学ぼう①
保育所会計の基本について、率直な疑問や本音を出し合いながら、理解を深めましょう。予算・決算、財
務諸表の見方や月次管理、中長期計画の考え方など、1 日を通して保育所会計の基本を学びます。

講師：山本匡人（税理士・大阪中央会計事務所）

●講座Ａ：社会福祉・社会保障の動向と社会福祉法人の課題
講師：峰島厚（立命館大学）・茨木範宏（社会福祉施設経営者同友会）

●講座Ｂ：保育者の専門性と職員集団づくり
講師：黒澤祐介（兵庫大学短期大学部）

●講座Ｃ：待遇改善をどう実現するか―公定価格と民間保育園の経営
講師：村山祐一（元帝京大学・保育研究所所長）・逆井直紀（保育研究所）

●講座Ｄ：主体的に学ぶ子どもを育てる保育
―指針・要領改定問題と私たちの求める保育を考える
講師：大宮勇雄（福島大学）

＜昼食＞

昼食はお弁当をご注文ください（詳細は最終ページ）
。
※ホテル周辺に、イトーヨーカドー・コンビニがありますが、飲食店はあまりありません。

1 月 10 日（火） 午後：講座・分科会 13 時～16 時 30 分

●会計講座：保育所会計のきほんを学ぼう②
※なるべく、午前・午後を通してご参加ください。

●分科会 各地域・法人・園での実践報告をもとに、テーマに沿って交流します。
分科会①：法人運営 A
・法人や園の運営を担う幹部職員の育成の課題を中心
法人運営の実践と交流
に、法人運営のなかでの悩みや問題点を交流する
―幹部職員養成のとりくみ
分科会②：法人運営 B
・社会福祉法人「改革」への対応について確認・交流す
社会福祉法人「改革」への対応と
る。また、課題や今後の運動について、各地のとりく
課題・今後の運動
みを交流し考えあう
分科会③：施設運営 A
園長の役割とは

・事業の拡大や世代交代がすすむ中で園運営に関わる新
任園長の悩みや課題を交流する

分科会④：施設運営 B
職員集団づくり・職員育成の ・経験の少ない職員が増える中、職員育成のとりくみや
職員集団づくりの実践を交流する
とりくみ
分科会⑤：施設運営 C
・意欲をもって働き続けられる条件づくりや職員との合
処遇改善のとりくみと
意づくり等、交流し考えあう
職場内での合意づくり
分科会⑥：施設運営 D
・園の運営体制や職員会議のもち方の工夫などから、職
職場の運営体制づくりと
員同士の関係や職員育成の課題を交流する
運営の工夫
分科会⑦：
・新園建設や民営化受託、特別保育事業、小規模保育事
地域の願いにこたえる
業等、地域の要求に応える事業のあり方や運営の苦
事業と運動
労、他法人・他団体との共同の取り組み等、交流する
夕食（18：00～19：30）
＊自主企画（19：30～）映画上映
1 月 11 日（水） 全体会 9 時～12 時

●活動交流

地域での活動・自治体に向けたとりくみの報告

●記念講演

『憲法という希望』
講師 木村草太（首都大学東京）

豊橋って！？
❤愛知県南東部で渥美半島の付け根に位置する豊橋市。東は静岡、南は太平
洋、西は三河湾に面し、豊かな自然と温暖な気候に恵まれています。
❤豊橋ちくわ、菜めし田楽、三河つくだ煮、濱納豆などの伝統の食文化に加
え、新たなご当地グルメ「豊橋カレーうどん」も楽しめます。
❤東海地区唯一の路面電車の街です。夏には「納涼ビール電車」冬には「お
でんしゃ」が走り、豊橋の風物詩になっています。

【開催要項】
日

時

2017 年 1 月 9 日（月・祝）10 日（火）11 日（水）

会場・宿泊 ロワジールホテル豊橋

〒441-8061 豊橋市藤沢町 141
tel／0532-48-3131
＊ＪＲ豊橋駅下車、西口よりシャトルバス 10 分。
無料駐車場あり。
＊ホテル周辺に、イトーヨーカドー・コンビニ・ドラッグストア・郵便局あり。

費

用 参加費 １５，０００円（全国経営懇会員園）／１８，０００円（会員外）
弁当代 １，６００円（2 日目昼食・お茶つき）
宿泊費 １泊２食 １３，０００～１８，０００円 （夕食のみ 6,800 円）
シングル 18,000 円（1 人部屋）
ツイン
15,000 円（2 人部屋）
トリプル 13,000 円（3 人部屋）
例）会員・3 日間参加・弁当あり・シングルの場合
\52,600（参加 15,000＋宿泊 36,000＋弁当 1,600）

定

お部屋は、ツインが中心です。
シングルは数が限られますの
で、お早目にお申込みください。
満室の際はご了承ください。

員 ４００名

【申込方法】
別紙申込書に必要事項を記入しＦＡＸ送信後、必要な費用をご入金ください。
※参加証は、入金を確認後、12 月中旬から送付します。

入金方法 ①郵便振込み
※必ず「第 37 回経営研究セミナー申し込み」と明記ください
郵便振替 00110－4－29519
加入者名 全国民間保育園経営研究懇話会
②銀行振り込み

銀行名：ゆうちょ銀行 ／ 金融機関コード：９９００ ／ 店番：０１９
預金種目：当座 ／ 店名：〇一九店（ゼロイチキュウ店）
口座番号：００２９５１９

申込締切

キャンセル

※12/27 以降は

１２月１９日（月）

お電話にてお問い合わせ下さい

最終 １２月２６日（月）

＜12/29～１/3 は休業＞

キャンセルの場合は必ずご連絡ください。連絡のない場合及び当日は返金できません。
参加費
宿泊・昼食

～3 日前（1 月 6 日）
手数料（1000 円）を差し引き返金
全額返金

～前日（1 月 8 日）
返金不可
キャンセル料除き返金

【連絡先】 全国民間保育園経営研究懇話会

当日
返金不可
返金不可

（12/29～1/3：休業）
〒162-0837 東京都新宿区納戸町 26-3 保育プラザ内 （事務局：井上・水谷）
電話 03-6265-3174 FAX 03-6265-3184

