
 

第４０回民間保育園経営研究セミナー 
 

 

すべての子どもが輝くために 

「保育制度」の抜本的改善を 
―憲法・児童福祉法を子どもたちのくらしに活かそう― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き  2020年１月 13～15日（月～水）   

ところ  ホテル＆リゾーツ長浜（滋賀県長浜市） 

        

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】 
13（月・祝）  

 

12：00

受付 

13：00～17：00 

 基調報告・シンポジウム 

休憩 

 

18:30～20：30 

文化企画 夕食懇親会 

14（火）  

 

9：30～12：00 

講座（会計、A～D） 

12：00

昼食 

13：00～16：30 

 会計講座・分科会（1～8） 

休憩 

 

18：00 

夕食 

19：30～ 

自主企画  

15（水） 9：00～12：00 

  活動交流・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。 

【内容】                        

1月 13日（月・祝）全体会 13時～17時   

●基調報告 民間保育園をとりまく情勢とこの間のとりくみ 

●基調シンポジウム  

「公定価格の格差是正で処遇改善の実現を！  

～すべての子どもに格差なく質の高い保育を保障するために、私たちは何をすべきか～」  
  
深刻な保育士不足のなかで保育現場は余裕のない状態が常態化しつつあります。そんな現状を打開するために園や法

人では努力をしていますが、限界があります。こうした現状の背景にあるのは、現場の実態に見合わない公定価格であ

り、制度の問題です。子どもに格差なく質の高い保育を保障すること、そして保育士が働き続けたいと思える保育業界

に転換するために、具体的な戦略を持つべき局面にあるのではないでしょうか。 

 今回のセミナーでは、公定価格の改善について発言を続けている村山祐一さんを講師に迎え、現場の実態もまじえ、

保育条件改善をかちとるために何が必要か、私たちは何をすべきかを考えます。 
 

  報告１ 公定価格、何が問題？どう変える？格差是正実現に向けた緊急提案  

村山祐一さん（元帝京大学） 

報告２ 保育事故の現状と課題 平沼博将さん（大阪電気通信大学） 

報告３ 保育士不足の実態～会員園の現状より 経営懇・調査研究部 

コーディネーター 逆井直紀さん（保育研究所） 

 

●夕食懇親会 18時 30分～20時 30分 

文化企画：口笛ミニコンサート 口笛奏者・儀間太久実さん 

プロフィール： 関西学院大学総合政策学部総合政策学科卒業。2007 年国際口笛大会第 34 回インターナショナ 

ル・ウィラーズ・コンベンションのティーンカテゴリーにおいて、総合優勝。 

2013 年 第６回おおさか国際口笛コンクールで最優秀賞を受賞。2017 年、初のソロＣＤアル

バム「Re-start」をリリース。祖父は木版画家・儀間比呂志さん(絵本『ふなひき太良』など)。 

1月 14日（火） 9時 30分～12時    

●会計講座 保育所会計のきほんを学ぼう（1日通しの講座）  

 山本匡人さん（税理士・大阪中央会計事務所） 

●講座 A 社会保障政策の動向と「児童福祉法 24条 1項」の意義  

伊藤周平さん（鹿児島大学）  

●講座 B 福祉の現場で働くということ～福祉職の専門性と社会運動  

藤田孝典さん（NPO法人ほっとプラス代表理事）  

●講座 C 新指針がもたらした保育の「変質」とそれを軽々と乗り越えるための共同の学び  

 大宮勇雄さん（福島大学・仙台大学） 

●講座 D 保育士不足の現状・実態をふまえ保育士確保の方策を探る 

杉山隆一さん（大阪保育研究所・元佛教大学）  



1月 14日（火）13時～16時 30分  

●会計講座 ＊午前に続き 1 日通しの講座です＊ 

●分科会  

テーマ おもな内容 

法
人
運
営 

１  

「無償化」実施後の状況

と今後の課題 

10 月からスタートした「無償化」。副食材費が実費徴収化され事務負担も

増大しています。実費徴収問題をはじめ、各地で起きていることや改善への

運動を交流するとともに、今後の課題について考えます。 

２  

民主的運営と 

理事会・評議員会の運営 

多くの法人が、子どもも保護者も職員も尊重されるような民主的な運営を

めざして試行錯誤を続けています。その中での苦労や悩み・手ごたえを、提

案をもとに語りあいましょう。 

３  

地域の願いにこたえる 

社会福祉法人の役割 

福祉分野で市場化が推し進められようとする中で、社会福祉法人がどのよ

うな役割を果たすのか問われています。地域の願いにこたえる事業をどう展

開するのか、各地の実践から学びましょう。 

施
設
運
営 

４  

園長職の魅力と 

やりがいを語ろう 

保育士不足、余裕のない保育現場、日々の園運営から地域や行政との関係

などなど、園長さんの悩みは尽きません。その中でも、今日も頑張ろう！と

思えるのはなぜ？原動力はなに？孤独と言われる園長職ですが、その魅力と

やりがいを語りあいませんか。 

５  

職員集団づくり・ 

職員育成のとりくみ 

園が増え、若い世代が増えてきた保育現場。保育内容をどう伝える？経験

年数の違う職員の集団づくり、どう考える？共通する課題に、どのように取

り組んでいるのか、提案をもとに考えあいましょう。 

６  

保育士確保と 

処遇改善のとりくみ 

保育士不足と言っても、地域・園によって様々な状況があります。経営懇・

調査研究部のアンケート調査をもとに、保育士不足現状を共有しあい、その

中でも組織的に検討を始めている地域の実践から学びましょう。 

７  

保育の質と 

安全のとりくみ 

大阪電気通信大学の平沼博将さんから、経営懇会員園に調査したヒヤリハ

ット事例の傾向や各園の安全対策について、報告いただきます。その内容を

もとに、安全のとりくみについて交流しましょう。 

８  

今、学校で 

何が起こっているのか 

＜講演と交流＞  

講演：杉浦里美さん（朝日新聞記者） 

報告：東京・（福）武蔵野緑会 

今の教育現場の実態についての講演と、新指針のもとでの現場の報告を中

心にした「講座と交流」の分科会です。小学校への接続問題や、その中で見

えてくる学校教育の実態など、各地の状況もだしあいましょう。 

●夕食（18：00～19：30）  

＊自主企画（19：30～）映画上映   

1月 15日（水） 全体会 9時～12時  

●活動交流 地域での活動や自治体に向けたとりくみについての報告をききます 

●記念講演  

「声をあげなければ未来はない！～メディアの現場から見える日本の危機と未来～」 

望月衣塑子さん（東京新聞記者）  

 プロフィール：1975 年、東京都出身。慶應義塾大学法学部卒。東京新聞記者。千葉、埼玉など各県警担当、東京地検特

捜部担当を歴任。社会部でセクハラ問題、武器輸出、軍学共同、森友・加計問題などを取材。著書に『武

器輸出と日本企業』、自らの四半世紀を綴った『新聞記者』など。 

 



【開催要項】 
日  時 2020年 1月 13日（月・祝）・14日（火）・15日（水） 
 

会場・宿泊 ホテル＆リゾーツ長浜 〒526-0066 滋賀県長浜市大島町 38 電話 0749-64-2000 
○JR 長浜駅（JR 新幹線米原駅乗り換え、北陸本線長浜駅）下車、徒歩 12 分／送迎バスあり 

※米原駅からタクシーの場合（約 25 分・4000 円程度）         

 

費  用 参加費 １５，０００円（全国経営懇会員園）／１８，０００円（会員外） 

昼食代  １，６５０円（1/14昼食弁当・お茶つき） 

宿泊費  1泊 2食／和洋室３～４人 １５，０００円×２泊    

※ツイン（２人部屋）は 1泊 2食 17,000円×２泊 

           ※宿泊なし・夕食のみの場合は７，０００円（１食につき・飲み物別）       
 

 
 

定  員 ４５０名  

 

 

【申込方法】 

申込手順 別紙申込書に記入し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 40 回経営研究セミナー申込み」と明記してください。 

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  

第 1次１２月２０日（金） 
最終 １２月２５日（水）  

 

キ ャ ン セ ル キャンセルの場合は必ず下記までご連絡ください。当日及び連絡のない場合は返金できません。 

 ～6日前（1月 7日）まで ～2日前（1月 11日）まで 1/12以降・当日 

参加費 手数料 1000円を差し引き返金 返金不可 返金不可 

宿泊・昼食 全額返金 キャンセル料を除き返金 返金不可 

 

【連絡先】全国民間保育園経営研究懇話会（12/28～1/5休業、日曜休業、10～18時） 

〒162-0837 東京都新宿区納戸町 26-3 保育プラザ内 （事務局：井上） 

電話 03-6265-3174 FAX 03-6265-3184  

12月25日以降の申込みは、お電

話にて下記までお問い合わせ下さい 

なお12/28～１/５は休業となります 

◇ シングルについて ◇ →満室です（11/20現在） 
 

シングル部屋が少ないため、シングル希望の場合は、お電話にて申し込
みください。宿泊費は 1泊 2食 17,500円（2500円追加）となります。 

（限定 20室のため、満室の場合はご了承下さい） 


