平成２６年１０月吉日
関係 各位

「関東地区地域活性化研修会」開催のご案内
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
代表理事

若盛 正城

関東地区事務局 柿沼

平太郎

秋も深まり、朝夕が冷え込むようになってまいりましたが、皆様方におかれましては益々
ご健勝でご活躍の事と拝察いたします。また日頃より私ども全国認定こども園協会への格段
のご支援を賜り心より御礼申し上げます。
さて、現在国では来年４月に迎える子ども・子育て支援新制度施行に向けて、公定価格や
利用者負担額等の最終調整段階に入ってまいりました。都道府県や市区町村においても、地
方版子ども・子育て会議にて、施設事業の認可基準や幼児教育・保育の提供体制の確保等、
今後５年間の事業計画作成に対して活発な議論が行われていることと思います。
事業主の皆様もその会議と平行して、平成２７年度に向けて不明確な点がある中、保護者
説明会や入園説明会の準備や開催に追われていることと思います。私達認定こども園協会と
しましては、国の会議や個別協議において、公定価格の仮単価等においての課題の整理、改
善や詳細な事業者への説明など、国に対しての要望と協議を重ねてまいりました。先日も国
と地方３団体、福祉自治体ユニットに対して緊急要望書を提出し、現行の全ての認定こども
園が決して不利益が被ることなく、円滑に新制度移行に移行できるように、都道府県、市町
村に対しても、単独補助の継続や地域子育て支援事業の委託などの内容の要望を行いました。
今後も実践者の立場から、認定こども園は社会構造の変化に対応でき、日本の未来、地方創
生に対して非常に有効であることを発信し続け、新制度において認定こども園の機能が十分
に発揮でき、
「すべての子どもの最善の利益」に向かう質の高い教育・保育を実践する認定こ
ども園が、一つでも多く実現できるよう力を尽くしていくつもりでおります。
当協会では、日頃よりご支援をいただいている教育・行政・経済界等の方々のご協力のも
と、毎年２回の「全国認定こども園協会 トップセミナー」をはじめ、全国７地区での地域
活性化研修会を開催するなど、未来に育つ子どもたちのために「より質の高い教育・保育」
及び「地域の子ども・子育て支援」等の実現を目指し活動の充実を図っております。
この度、別紙のように、11 月 8 日（土）に「関東地区地域活性化研修会」を開催する運び
となりました。園運営関係者及び現場保育者にとって、より充実した学びを通して、今後の
方向性を検討していく上での参考となれればと願っております。
つきましては、会員はもとより、すべての幼児教育・保育関係者、行政関係者、また保育
養成校の先生や学生の皆様と、共に学び、幅広く考える場となることを願い、是非ともご参
加くださいますようご案内申し上げます。

特定非営利活動法人全国認定こども園協会

「関東地区
●目的：

地域活性化研修会」

開催要項

「子ども・子育て支援新制度」施行を目前にして、現時点での疑問点や課題を解決し、安心
して新制度を迎えられることができることと共に、
「すべての子どもの最善の利益」を前提と
し、子ども主体の教育・保育を目指し日々実践していく為に、認定こども園、志向園の設置
者・園長はじめ保育者の資質の向上を図ることを目的に開催する。
又、行政関係者と共々に新制度と認定こども園の理念の実現に向けた取組みの推進を願い
認定こども園の設置促進や普及を図る。

●主催：特定非営利活動法人全国認定こども園協会
●後援：内閣府・文部科学省・厚生労働省（申請予定）
●日程：平成２６年１１月８日（土）

１０：００～１７：００

●会場：東京家政大学 板橋キャンパス １２０周年記念館３Ｃ講義室
〒173-8602 東京都板橋区加賀 1-18-1
℡：03（3961）5226
●定員：２００名（先着順とし、定員を超えたところで締め切らせていただきます）
●開催スケジュール（９：３０受付開始）

基本テーマ「子ども・子育て支援新制度のスタートを前に

認定こども園のあり方を問う」
１０：００～１０：１０

開会 あいさつ

１０：１０～１１：５０

行政説明 「(仮題) 子ども・子育て支援新制度～新制度の実施に向けて～」
講師 長田 浩志 氏（内閣府参事官(少子化対策担当)
政策統括官(共生社会政策担当)付）

１３：００～１４：３０

基調講演 「（仮題）人口減少社会と地域子ども・子育て支援」
講師 藤原 朋子 氏（厚生労働省 保険局 高齢者医療課長
前国立社会保障・人口問題研究所 企画部長）

１４：４０～１６：４０

＜分科会 ①＞ シンポジウム

「（仮題）子ども・子育て支援新制度のスタートを前に認定こども園のあり方を問う」

コーディネーター
シンポジスト

吉田 正幸 氏（保育システム研究所 代表）
中山 昌樹 氏（認定こども園 あかみ幼稚園 栃木県）
【幼保連携型認定こども園】

鈴木 信行 氏（聖愛幼稚園 山梨県）
【幼稚園型認定こども園（移行予定）】

東ヶ﨑静仁 氏（認定こども園 飯沼保育園 茨城県）
【保育所型認定こども園】
１４：４０～１６：４０

＜分科会 ②＞ フォトセッション

「（仮題）幼保連携型認定こども園教育・保育要領を実践に繋げる ～映像を視聴して～」

コーディネーター
事例提供
１６：４０～

閉会

増田 まゆみ 氏（東京家政大学 教授）
認定こども園実践園

●研修会参加費
全国認定こども園協会会員
非会員（幼稚園・保育園関係者等）
行政関係者・保育者養成校関係者・学生
●情報交換会参加費
●参 加 申 込

●参加費の送金

１名

３，５００円
５，０００円
１，０００円

５，５００円（詳細は参加申込みの方に後日ご連絡致します。）

１０月３１日（金） 必着
別紙参加申込書によりファックスにて申し込んでください。
FAX 番号：0480-52-6540 (認定こども園 こどもむら)
参加申込書と同時に、下記口座へお振込みください。
銀行名
埼玉りそな銀行(0017)
支店名
栗橋支店(562)
口座番号 普通 ４１３９２８２
口座名義

●問合せ先

１名
１名
１名

ゼンコクニンテイコドモエンキョウカイ

カントウ チ ク ジムキョク

全国認定こども園協会

関 東 地区事務局

〒３４９－１１２１

埼玉県久喜市伊坂１３５
認定こども園 こどもむら
関東地区大会事務局
TEL : ０４８０－５２－０００４
FAX : ０４８０－５２－６５４０

【 東京家政大学への交通アクセス 】
会場案内図 JR 埼京線「十条駅」からの地図
板橋キャンパス １２０周年記念館
＜所在地＞
〒173-8602 東京都板橋区加賀 1-18-1
TEL 03（3961）5226

＜交通アクセス＞
JR 埼京線十条駅下車 徒歩 5 分

FAX：０４８０－５２－６５４０
☆申込締め切りは、１０月３１日（金）必着です。
☆関東地区大会事務局

全国認定こども園協会
申込日：

月

関東地区地域活性化研修会参加申込書

日
(※入金時の振込人名がわかるようにご記入ください。)

会員番号

法人名・園名

(※会員記入欄)

(封筒ﾗﾍﾞﾙ参照)

郵便番号

申込み担当者名

住所

ご連絡先情報

電話
FAX
E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

【参加者】
No.

(例)

氏

名

※名札作成の為、はっきりと
ご記入下さい

認定

花子

役

職

保育者

参 加 費
( 会員 3,500 円)
( 非会員 5,000 円)
(行政・学生 1,000 円)

情 報
交換会
(5,500 円)

分科会

3,500

5,500

①

１
２
３
４
５

合

計

※参加人数多数の時にはコピーして No.2 を作りご記入の上、同時にお送りください。

振込み合計金額

¥

－

＊参加費は、申込書をＦＡＸ後に、下記の銀行口座にお振込みください。
銀行名
埼玉りそな銀行(0017)
支店名 栗橋支店(562)
口座番号 普通 ４１３９２８２
口座名義

ゼンコクニンテイコドモエンキョウカイ

カントウ チ ク ジムキョク

全国認定こども園協会

関 東 地区事務局

参加申込書の記載事項は当会での出席等の管理を行うこと以外の目的には使用いたしません。

