
認定こども園の時代 
 ～ 子ども・子育て支援制度が息づく社会と我々の役割～ 

トップセミナー2018

会　場

参加費

定　員 500名

主催：
後援：

特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
内閣府  文部科学省  厚生労働省（予定）

東京都江東区有明 3-5-7　TOC 有明 4F   
 TEL：03-5500-3535

12,000円
20,000円
3,000円

会員
一般
行政 （保育者養成校関係・学生含む）

懇親会

TOC有明コンベンションホール ＜EASTホール1・2＞

懇親会参加費　お一人様：8,500円（定員 200 名）

主催者挨拶
来賓挨拶（予定）

山崎 史郎 氏（特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク代表理事
　　　　　　　　　　　　前内閣官房まち・ひと・しごと創生本部総括官）「(仮題) 人口減少と社会保障～孤立と縮小を乗り越える～」

「(仮題)人口減少社会における認定こども園の役割」
山崎 史郎 氏（特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク代表理事
　　　　　　　　　　　　前内閣官房まち・ひと・しごと創生本部総括官）
宮本 太郎 氏（中央大学法学部教授）
コーディネーター  吉田 正幸 氏（株式会社保育システム研究所代表）

吉田 正幸 氏（株式会社保育システム研究所代表）

吉田 正幸 氏（株式会社保育システム研究所代表）
榊原 智子 氏（読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員）
山縣 文治 氏（関西大学人間健康学部教授）

「保育分野の 2020 年問題を考える～制度・政策から保育の質まで」

「認定こども園の現状と今後の課題
　　　～無償化、公定価格見直し、人材確保 etc.」

「(仮題)子ども・子育て支援制度の現状と課題」
八田 和嗣 氏（ 内閣府 子ども・子育て本部 参事官
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 認定こども園担当 ））

開会行事

基調講演

行政説明

対談

懇親会

特別講演

鼎談

14:20～15:50

16:10～17:40

17:55～19:15

13:00～14:00

12:30～12:45

10:40～12:20

9:30～10:20

6月8日（金）　12:00受付開始　12:30開会

6月9日（土）　9:00開場　9:30開演

お申し込み 平成30年5月25 日（金）締切
インターネットまたは別紙参加申込書によりFAX にてお申し込みください。
※裏面に記載の「お申し込み手順」をご確認ください。

※講師の都合等により、上記の時間割や内容が急遽変更となる場合がありますが、あらかじめご了承ください。

プログラム

平成30年

68
12:30
　　～17:40
（受付 12:00）

9:30
　～12:30
（開場 9:00）

6
9
金

土

（先着順に受け付け、定員となり次第締め切らせていただきます）

閉会行事 主催者挨拶

幼保が一体となり、この国のどの地域でも、子ども達が豊かに育まれることを願いつくられた”子ども・子育て支援制度”も施行から4年目を迎えます。
今年度のトップセミナーは人口減少と社会保障、認定こども園の現状と今後の方向性について最前線で活躍されておられる先生方をお招きし開催致します。

TOC有明コンベンションホール ＜WESTホール1・2＞

12:20～12:30

参 加 申 込 書
法人名・園名
（自治体）

類型

郵便番号

住所

TEL

E-mail

参加者氏名
（※名札作成のため、はっきりご記入ください）

職名
セミナー参加費

会員
（12,000 円）

一般
（20,000 円）

行政
（3,000 円）

合　　計

備　考

区分

都　道
府　県

懇親会
小計

FAX

全国認定こども園協会セミナー事務局宛
FAX: 03-5724-3765

締め切りは、平成 30年 5月 25日（金）です。

例）認定 太郎

（8,500 円）

円

園長 12,000 8,500 20,500

※用紙が足りない場合はコピーしてお使いください。　※会員番号は封筒の宛名ラベルに記載があります。

※楷書ではっきりと記入をお願いします。　※□は該当項目に✔をしてください。

お申し込みをいただいてから1週間以内にメールまたはFAX にて「受付確認」のご連絡を致します。

参加費お支払いについては「受付確認」にてお知らせ致します。

□会員（会員番号　　　　　　）　□一般（非会員）　□行政

□ 幼保連携型　　　□ 幼稚園型　　　□ 保育所型　　　□ 地方裁量型

ふ り が な

にんてい　たろう

※認定こども園の場合は、該当項目に✔をしてください。

トップセミナー2018
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周辺宿泊施設のご案内 ※宿泊のご予約等は、直接各施設にお問い合わせください。

ホテルサンルート有明
東京都江東区有明3-6-6
TEL.03-5530-3610
※会場から徒歩2分

東京ベイ有明ワシントンホテル
東京都江東区有明3-7-11
TEL.03-5564-0111
※会場から徒歩8分

グランドニッコー東京 台場
東京都港区台場2-6-1
TEL.03-5500-6711
※ゆりかもめ「台場」駅徒歩3分

オークウッドホテル＆アパートメンツ有明
東京都江東区有明3-6-6
TEL.03-3527-5821
※会場から徒歩2分

ダイワロイネットホテル東京有明
東京都江東区有明3-1-71
TEL.03-3263-5948
※会場から徒歩8分

東京有明BAY HOTEL
東京都江東区東雲2-10-17
TEL.03-3527-6566
※ゆりかもめ「東雲」駅徒歩4分

ホテルトラスティ東京ベイサイド
東京都江東区有明3-1-15
TEL.03-6700-0001
※会場から徒歩7分

ヒルトン東京お台場
東京都港区台場1-9-1
TEL.03-5500-5500
※ゆりかもめ「台場」駅徒歩2分

交通案内

JR 山手線
JR 京浜東北線 ゆりかもめ

JR 京葉線 りんかい線

JR 京浜東北線 りんかい線
東京駅 大井町駅 国際展示場駅

東京駅 新木場駅 国際展示場駅

東京駅 新橋駅 国際展示場正門駅

東京駅から

羽田空港から 羽田空港国内線ターミナル駅 天王洲アイル駅 国際展示場駅
東京モノレール りんかい線

※移動と宿泊は、各自でご負担とご手配をお願い致します。

会場：TOC有明コンベンションホール ＜EASTホール1・2＞
東京都江東区有明3-5-7 TOC有明4F　TEL：03-5500-3535

【 交通機関 】　
・りんかい線「国際展示場」駅から徒歩3分
・ゆりかもめ「国際展示場正門」駅・「有明」駅から徒歩4分

会場周辺地図

お申し込み手順

②受付確認の
　お受け取り

①お申し込み

③参加費等の
　お振り込み

④受付票の
　お受け取り

お申し込みをいただいてから1週間以内にメールまたはFAXにて「受付確認」のご連絡を致します。

「受付確認」をお受け取り後、期日までに参加費等をお振り込みください。
（金額、振込先、期日は「受付確認」に記載しています。振込手数料はご負担願います。）
ご入金確認をもって「受付完了」となります。
※一旦納入されました参加費等につきましては、返金できませんのでご了承ください。

お振り込みが確認できましたら事務局より「 受付票」をメール（アドレスの記載がない場合はFAX ）で
送信致します。受付票はプリントしてご持参いただき、当日受付にご提示ください。

（A）インターネットから （B）ＦＡＸから

FAX：03-5724-3765http://www.kodomoenkyokai.org/
全国認定こども園協会HP

全国認定こども園協会ウェブサイトのトップ
ページにあるトップセミナー2018のリンクから、
もしくは、下のQRコードを読み取ると
申し込みページが表示されます。

ただし、定員数に達した場合には受付を締め切らせて
いただきます。また、申し込み内容によってはご受講
いただけない場合もございます。その際には事務局よ
りご連絡致します。

「申込用紙」に必要事項を記入して事務局まで
FAXしてください。

【個人情報の取り扱いについて】
申込用紙に記載していただく個人情報は、セミナーの実施上必要なお申し込み内容の確認や受講者への連絡等のために使用をする他、目的外には使用致しません。

全国認定こども園協会セミナー事務局
TEL : 03-6869-6151   FAX : 03-5724-3765   E-mail : info@kodomoenkyokai.org
（10時～18時　土日祝日を除く）

■お問い合わせ・お申し込み先


