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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  

      東北地区会長 古渡 一秀  

       山形県支部長 川口 和子  

 

平成２７年４月より「子ども・子育て支援新制度」が施行され、子どもの育

ちと子育て家庭を支援するシステムが大きく変革しました。それに伴い、認

定こども園の数も全国で２８００園以上となり、前年度に比べて倍増していま

す。しかし、新しい制度については、その運用について市町村ごとの取り組

みの格差や違いがあると共に、いまだ不透明なところがありますし、何より、

各認定こども園の教育・保育の質の確保、向上も重要な課題となっていま

す。 

このような状況の中で、認定こども園がすべての子どもの育ちを保障する

ためには、子育て家庭、そして地域社会と望ましい関係を保ちつつ、制度や

保育内容についての研鑽を重ね、適切な教育・保育を実践することが急務

となっています。 

今回、この研修会では、講師に国立社会保障・人口問題研究所 企画部

長小野 太一氏よるご講演、行政説明として 国立教育政策研究所 初等

中等教育研究部・教育課程センター基礎研究部 総括研究官 掘越 紀香

氏によるご講演を賜ります。行政担当者の皆さんや養成機関の方々、学生

の皆さんと共に、制度改革の背後にある人口減少社会の姿から今後の地

域社会を見渡し、地域を包むための制度への理解を深めると共に、認定こ

ども園の実践から、新たな制度を担う私たち現場における取り組みへの意

欲を高める時としたいと願っています。多くのご参加をお待ちします。ご一緒

に、私たちが今為すべきことを考えましょう。 

このたび東北地区４番目、全国認定こども園協会「山形県支部」が発足し

ました。ぜひ、この活動に加わっていただき、子どもと子育て家庭に寄り添

いつつ、地域を再生する営みをご一緒に始めて頂きたく存じます。 



全国認定こども園協会 東北地区 地域活性化研修会 

         開 催 要 項 

●主  催   特定非営利活動法人全国認定こども園協会 

●後  援   山形県(申請中) 

●開催日時   平成２７年  １０月３０日（金）PM１：３０～１８:００ 

１０月３１日（土）AM９：００～１２：３０ 

●開催会場   山形市 山交ホール(1日目) 

山形市香澄町 3-2-1山交ビル 7F TEL.023-632-1324 

山形国際ホテル(1日目懇親会・2日目)  

山形県山形市香澄町 3-4-5TEL：023-633-1313 

●プログラム （１３：００より受付）  

10月 30 日（1日目）山交ホール 

13：30～13：45 開会式    

13：45〜15：15 講演会「（仮題）地方の人口減少問題と地方創生」 

小野 太一 氏 (国立社会保障・人口問題研究所 企画部長) 

15：30〜16：30 行政説明「(仮題)新制度施行後、実務情報について」 

     氏（内閣府 子ども・子育て本部担当者）(依頼済) 

16：30〜18：00 パネルディスカッション「(仮題)人口減少とこれからの地域における 

認定こども園のあり方」 

小野 太一 氏 (国立社会保障・人口問題研究所 企画部長) 

氏（内閣府 子ども・子育て本部担当者）(依頼済) 

古渡 一秀 氏 (全国認定こども園協会副代表理事) 

18：30～20：30 情報交換会 山形国際ホテル 

(酒席の中で、制度の事、教育・保育の事、移行の事、経営の事・・・いろいろと情報交換をしましよう!) 

 

10月 31 日（2日目）山形国際ホテル 

9:00〜10:40  講 演「(仮題)保育者の資質向上をめざす:小学校教育とのつながりから」 

掘越 紀香 氏 （国立教育政策研究所 初等中等教育研究部・ 

教育課程センター基礎研究部 総括研究官） 

     ※現場職員はもちろんですが、設置者・園長にも重要な内容です。 



10:50～11:30 事例発表(行政との関わりについて) 

       山形県金山町「認定こども園めごたま」井上亘先生 

       岩手県柴波町「認定こども園ひかりの子」井上智先生 

11:40～12:20 事例発表からの考察・まとめ 

掘越 紀香 氏 

岡村  宣  氏(全国認定こども園協会理事) 

12:20～12:30 開会式 

●事前に講師の先生に質疑事項のある方は、ファックスにて受け付けます。どの講師先生に

どのような質問をされるのかを明記するようお願いします。 

●研修会参加費    全国認定こども園協会会員             １名 5,000円 

         非会員園・一般・議員               １名 6,000円 

          行政関係者・保育者養成校関係者・学生    1名 2,000円 

●情報交換会参加費  １名  5,000円 

 

●宿泊手続きは、各自でお願い致します。 

     山形国際ホテル(023-633-1313) ホテルメトロポリタン山形(023-628-1111) 

コンフォートホテル(023-615-4122) 西口ワシントンホテル(023-647-1111) 

この他にもビジネスホテルたくさんあります。 

 

●参加募集定員 ２００名  会場の都合上、定員になり次第、締め切ります。 受付で

きなかった方には連絡の上、参加費を返金いたします。 

 

●参加申込み  10月 15 日（木）必着  別紙参加申込書によりファックスで申し込んで

ください。        

ＦＡＸ番号 ０２４２－５４－２３２３ 認定こども園 ひかり 

●参加費の送金 10月 22 日（木）までに、下記口座にお振り込みください。 

         東邦銀行 高田支店 普通預金 ５０３７７７ 

   名義「全国認定こども園協会 東北地区地域活性化研修会 会計 天笠
あまがさ

昌
まさ

明
あき

」 

 

●問い合わせ先 〒969-6200 福島県大沼郡会津美里町字新布才地２番地 

認定こども園 ひかり 天 笠 昌 明 

     電話 ０２４２－５４－２３２０ ＦＡＸ ０２４２－５４－２３２３ 

 

 



 東北地区地域活性化研修会会場案内図 

山交ホール(山交ビル内)  (1 日目研修会) 

山形国際ホテル (1日目懇親会・2日目研修会)    

 

蔵王 I.Cより車で 10分 山形駅から徒歩 5分 

山交ビルと山形国際ホテルは隣り合わせです。 

 

会 場 → 



《全国認定こども園協会 東北地区 地域活性化研修会》参加申込書 
平成 27年 10月 30日（金）～10月 31日（土）開催の標記研修会への参加を申し込みます。 

 

  申込日： 平成 27年   月   日 【会員番号：      】 

法人名・園名・学校名 

行政自治体名 など 

※入金時の振込人名がわかるようにご記入ください。 

 

 

(種別)   認定こども園  幼稚園  保育園  その他 

住   所 

 

連 絡 先 

〒 

 

電 話  

ＦＡＸ  

メール  

参加者 

No. 氏   名 役職 

参 加 費 

会 員  5000円 

非会員・議員 6000円  

行政/学校 2000円 

情 報 

交換会 

5,000 円 
計 

例 認定 花子 園長 5,000 5,000 

       

 10,000円 
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５ 
 

 

   

 

 

合計 
 

 

    

欄が足りない場合は、コピーしてお使いください。       

★ この申込書は、ファックスで送信してください。    （10月 15日まで） 

★ 参加費の合計額は、銀行振込にて送金してください。 （10月 22日まで） 

※ 入金の確認をもって、申込受付の完了とさせていただきます。 

※ ご入金後の返金は、お受けできかねますのでご了承下さい。 


