平成２７年度北海道保育協議会事業報告
１ 組織・運営の強化
（１）代議員総会の開催
＜第１回＞
と き 平成２７年７月２日（木）
ところ 札幌市 北海道第二水産ビル
出席数 出席代議員１７名、委任状提出７名
内 容 【報告事項】
①平成２６年度事業報告
②平成２６年度会計収支決算報告
③平成２６年度監査報告
＜第２回＞
と き 平成２８年２月２日（火）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
出席数 出席代議員１７名、委任状提出７名
内 容 【協議事項】
①平成２８年度事業計画（案）
②平成２８年度収支予算（案）
③北海道保育協議会旅費支給規程の見直しについて
（２）常任幹事会の開催
＜第１回＞
と き 平成２７年７月２日（木）
ところ 札幌市 北海道第二水産ビル
内 容 ①平成２６年度事業実施報告および会計収支決算報告について
②平成２７年度第１回代議員総会について
③平成２８年度以降の北海道保育研究大会について
＜第２回＞
と き 平成２８年２月２日（火）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
内 容 ①平成２７年度事業実施中間報告並びに決算見込みについて
②平成２８年度事業計画（案）について並びに収支予算（案）について
③北海道保育協議会旅費支給規程の見直しについて
④第２回代議員総会のすすめ方について
⑤保育所問題対応協力金について
⑥保育所（障害児保育等）支援助成事業について
⑦平成２８年度北海道保育研究大会について
⑧保育人材養成会議の推薦について
（３）正副会長会議の開催
＜第１回＞
と き 平成２７年４月３日（金）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２７～２８年度代議員および常任幹事の選出・報告状況

②平成２７～２８年度の体制について
③平成２７～２８年度の専門部体制について
④北海道保育協議会会則等の改正について
⑤保育人材養成会議メンバーの推薦について
⑥平成２７年度北海道保育研究大会について
⑦北海道保育協議会ホームページ掲載の情報範囲について
⑧平成２７年度北海道保育協議会会長表彰・感謝状候補者の承認について
＜第２回＞
と き 平成２７年６月２２日（月）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２６年度事業実施報告および会計収支決算報告について
②第１回常任幹事会および代議員総会について
③平成２７年度会長表彰被表彰者の決定について
④全国保育士養成協議会北海道ブロックとの事業について
⑤平成２８年度以降の北海道保育研究大会について
＜第３回＞
と き 平成２７年７月２５日（土）
ところ 札幌市 ＴＫＰガーデンシティ札幌駅前
内 容 ①全道保育士養成協議会北海道との意見交換会について
＜第４回＞
と き 平成２８年１月１８日（月）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①北海道保育協議会 旅費支給規程の見直しについて
②平成２７年度事業中間報告並びに決算見込みについて
③平成２８年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
④第２回常任幹事会・代議員総会の持ち方について
⑤保育所問題対応協力金について
⑥保育所（障害児保育等）支援助成事業について
⑦平成２８年度北海道保育研究大会について
⑧平成２８年度セミナー、講座の開催予定について
⑨保育人材養成会議の推薦について
（４）監事監査の実施
と き 平成２７年６月５日（金）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２６年度事業報告について
②平成２６年度会計収支決算報告について

２ 専門部活動の推進
（１）専門部会議の開催
【総務部会議の開催】
＜第１回＞
と き 平成２７年８月３日（月）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２６年度総務部の活動報告

②平成２７年度総務部の活動計画
③地区保育協議会会長・事務局長会議の開催
④保育士確保対策にむけて
⑤地域の子育て家庭支援にむけて
＜第２回＞
と き 平成２７年９月３日（木）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２６年度総務部の活動報告
②平成２７年度総務部の活動計画
③地区保育協議会会長・事務局長会議の開催
④保育士確保対策にむけて
⑤地域の子育て家庭支援にむけて
＜第３回＞
と き 平成２７年１１月１６日（月）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①保育士確保対策にむけて
②地域の子育て家庭支援にむけて
③平成２８年度地区保育協議会会長・事務局長会議の開催
【広報部会議の開催】
＜第１回＞
と き 平成２７年８月６日（木）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２６年度広報部の活動報告
②平成２７年度広報部の活動計画
③道保協ニュース１０３号、１０４号の発行について
④保育士確保対策にむけて
⑤ホームページの運営について
＜第２回＞
と き 平成２７年１０月２日（金）
ところ 道民活動センターかでる２．７
内 容 ①道保協ニュース１０３号、１０４号の発行について
②ホームページの運営について
＜第３回＞
と き 平成２８年２月２日（火）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
内 容 ①道保協ニュース１０４号の発行について
②ホームページの運営について
③平成２８年度道保協ニュースの企画について
【研修部会議の開催】
＜第１回＞
と き 平成２７年８月２６日（水）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２６年度研修部の活動報告
②平成２７年度研修部の活動計画

③平成２７年度各種セミナー・講座の実施状況と平成２８年度企画について
④北海道保育研究大会について
⑤保育士確保対策にむけて
＜第２回＞
と き 平成２７年１０月２１日（水）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２７年度各種セミナー・講座の実施状況と平成２８年度企画について
②北海道保育研究大会について
③保育士確保対策について
＜第３回＞
と き 平成２７年１１月３０日（月）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２７年度各種セミナー・講座の実施状況と平成２８年度企画について
②北海道保育研究大会について
③保育士確保対策について
＜第４回＞
と き 平成２８年１月１２日（火）
ところ かでる２．７
内 容 ①平成２８年度各種セミナー・講座の企画について
②北海道保育研究大会について
③保育士確保対策について
【調査・研究ワーキンググループ】
＜第１回＞
と き 平成２７年９月３日（木）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①ワーキンググループの創設について
②ワーキンググループの活動について
＜第２回＞
と き 平成２７年１１月３０日（月）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①ワーキンググループの役割について
②ワーキンググループの活動について
＜第３回＞
と き 平成２８年１月１３日（水）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①ワーキンググループの活動について
３ 保育従事者部会事業の推進
（１）保育従事者部会正副部会長会議の開催
＜第１回＞
と き 平成２７年１０月１４日（水）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①平成２７年度事業中間報告
②平成２８年度事業計画等及び予算案
③平成２８年度全道保育士研究集会について

（２）第４９回全道保育士研究集会の開催
と き 平成２７年８月１９日（水）～２０日（木）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
参加者 ９８名
内 容
【１日目】
講義Ⅰ「保護者支援」
講師 寺見 陽子 氏（神戸松陰女子大学 教授）
実践発表
発表 中野 幸子 氏（元 若草乳児保育園 保育士）
講評 寺見 陽子 氏
【２日目】
講義Ⅱ「保育の質を高める絵本～子どもの発達と絵本選び～」
講師 青田 正徳 氏（ちいさなえほんやひだまり 店長）
（３）全国保育士会およびブロック保育士会との連携
①全国保育士会委員の派遣
田澤副会長（保育従事者部会長）
②全国保育士会食育運営委員の派遣
山本代議員（保育従事者部会副部会長）
（４）保育の質の向上に関する活動
全国社会福祉協議会出版「保育の友」への指導計画執筆活動（年１２回）
指導講師 真鍋 尚美（藤女子大学 非常勤講師／まこと保育所 所長）
作成ＷＧ 田澤 博美（保育従事者部会長／恵庭市 すみれ保育園）
渡辺 純子（保育従事者部会副部会長／千歳市 認定こども園つばさ）
山本 久美（保育従事者部会副部会長／旭川市 こぐま保育園）
白崎 美由紀（江別市 江別市立白樺保育園）
石原 和枝（江別市 江別市立東光保育園）
清水 美佳（恵庭市 恵庭市立すずらん保育園）
槌本 佳奈（恵庭市 恵庭市立すずらん保育園）
浦川 尚恵（千歳市 千歳市立認定こども園ひまわり）
中田 知世（旭川市 真和保育園）
※敬称略

４ 研修事業の推進
（１）研修事業の実施
①北海道保育研究大会の開催
と き 平成２７年６月１１日（木）～１２日（金）
ところ 北見市 北見芸術文化ホール、オホーツク木のプラザ
参加者 ２３０名
内 容
【１日目】
情勢報告 林 康史 氏（北海道保健福祉部子ども未来推進局 主査）
講
演 「大きくなったよ 大きくなったね」 佐川光晴氏（作家）
交 流 会 ホテル黒部

【２日目】
分科会：研究発表、課題別講義
第１分科会「より良い保育の実現に向けた実践・研究」
研究テーマ
①新たな時代の保育実践～すべての子どもにむけて～
⑤家庭や地域との連携による食育の推進
講師・助言
佐藤 貴虎 氏（旭川大学 教授）
発表施設
こども園ソレイユ（札幌市）
大曲いちい保育園（北広島市）
下川幼児センター（下川町）
光星はとポッポ保育園（札幌市）
昭和どんぐりの家保育園（釧路市）
第２分科会「配慮を必要とする子どもや家庭への支援」
研究テーマ
②配慮を必要とする子どもや家庭への支援にむけて
⑥子どものより良い育ちにむけた関係機関とのネットワーク
講師・助言
戸田 竜也 氏（北海道教育大学釧路校 講師）
発表施設
標茶町立ひまわり保育園（標茶町）
旭川のびろ保育園（旭川市）
岩内町立西保育所（岩内町）
当麻保育園（当麻町）
第３分科会「保育の質の向上と子育て支援における役割」
研究テーマ
③保育者の資質向上を図る
④地域の子育て家庭への支援の充実に向けて
⑦保育の社会化にむけて～保育の営みをいかに社会に発信するか～
⑧公立保育所の使命と地域社会での役割
講師・助言
新澤 誠治 氏（保育・子育て推進ひろば「みずべの会」 代表）
発表施設
認定こども園美山遊子（北見市）
北見市立小泉保育園（北見市）
北見市立端野中央保育園（北見市）
帯広公立保育所（帯広市）
＜階層別セミナー＞
②新任保育士基礎セミナー
【札幌会場】
と き 平成２７年６月２４日（水）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
参加者 ８７名
内 容
講義Ⅰ「保育士の業務と専門性について」
講義Ⅱ「保護者との信頼づくり」
講師 真鍋 尚美 氏（まこと保育所 所長）
講義Ⅲ「保育の内容と保育課程・指導計画の基本的な理解」
講師 清水 桂子 氏（北翔大学短期大学部こども学科 准教授）
【旭川会場】
と き 平成２７年５月２７日（水）
ところ 旭川市 旭川勤労者福祉会館
参加者 ５５名
内 容
講義Ⅰ「保護者との信頼づくり」
講師 中山 美知子 氏（元 鉄道弘済会旭川保育所 所長）
講義Ⅱ「保育士の業務と専門性について」
講義Ⅲ「保育の内容と保育課程・指導計画の基本的な理解」

講師 佐藤 貴虎 氏（旭川大学短期大学部 教授）
③中堅・主任保育士養成セミナー
と き 平成２７年１０月２６日（月）～２７日（火）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
参加者 １５６名
内 容
【１日目】
講義Ⅰ「専門的知識による積極的な助言、相談」
講義Ⅱ「保護者との連携体制の支援」
講師 安梅 勅江氏（筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授）
【２日目】
講義Ⅲ「保幼小の連携と保育者の役割」
講師 藤田 千恵子（札幌市立東札幌小学校 校長）
講義Ⅳ「保育過程、指導計画充実への取り組み」
講義Ⅴ「業務点検、改善への取り組み」
講師 吾田 富士子 氏（藤女子大学 人間生活学部保育学科 准教授）
④保育所長セミナー ※北海道・東北ブロック保育トップセミナーとの共催
と き 平成２７年１０月１日（木）～２日（金）
ところ 札幌市 北海道自治労会館、かでる２．７
参加者 １７３名
内 容
【１日目】
基調報告 佐藤 秀樹 氏（全国保育協議会 副会長）
【２日目】
講義Ⅰ「地域の子育て支援と保育施設の役割」
講師 二宮 信一 氏（北海道教育大学釧路校 准教授）
講義Ⅱ「これからの保育人材育成」
講師 倉石 哲也 氏（武庫川女子大学 教授）
＜専門講座＞
⑤保育専門講座－乳児・食育編－
と き 平成２７年７月９日（木）～７月１０日（金）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
参加者 １６０名
内 容
【１日目】
講義Ⅰ「乳児の医療① アレルギー食とアナフィラキシー」
講義Ⅱ「乳児の医療② 病気や感染症の知識」
講師 渡辺 徹 氏（わたなべ小児科・アレルギー科クリニック 院長）
【２日目】
講義Ⅲ「乳児の発達① 愛着形成」
講師 石井 繁子 氏（元 モエレはとポッポ保育園 園長）
講義Ⅳ「乳児の発達② 危機管理」
講師 脇 貴志 氏（株式会社アイギス 代表取締役）
⑥保育専門講座－障がい児保育実践編－
と き 平成２７年７月２３日（木）～２４日（金）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
参加者 １１０名
内 容
【１日目】
講義Ⅰ「障がい児保育の現状と課題」

講師 佐々木 若子 氏（浜分保育園 園長）
講義Ⅱ・演習Ⅰ「発達障がいのある子どもへの理解と支援の充実」
講師 仙北谷 逸生 氏（北海道教育庁学校教育局特別支援教育課 指導主事）
【２日目】
講義Ⅲ・演習Ⅱ「構造化と視覚支援・保育現場で使えるアイディア」
講師 西尾 大輔 氏（札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる 副所長）
⑦保育施設経営緊急セミナー
と き 平成２８年２月１日（月）～２日（火）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
参加者 １０５名
内 容
【１日目】
基調説明「社会福祉法人改革について」
説明 東峰 雅博（北海道保育協議会 会長）
講義Ⅰ「保育施設における制度対応について」
講義Ⅱ「保育施設のリスクマネジメント」
講師 脇 貴志 氏（株式会社アイギス 代表）
＜保育従事者部会事業＞ ※再掲
第４９回全道保育士研究集会
と き 平成２７年８月１９日（水）～２０日（木）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
参加者 ９８名
内 容
【１日目】
講義Ⅰ「保護者支援」
講師 寺見 陽子 氏（神戸松陰女子大学 教授）
実践発表
発表 中野 幸子 氏（元 若草乳児保育園 保育士）
講評 寺見 陽子 氏
【２日目】
講義Ⅱ「保育の質を高める絵本～子どもの発達と絵本選び～」
講師 青田 正徳 氏（ちいさなえほんやひだまり 店長）
＜北海道・東北ブロック事業＞ ※再掲
北海道・東北ブロック保育トップセミナー ※保育所長セミナーとの共催
と き 平成２７年１０月１日（木）～２日（金）
ところ 札幌市 北海道自治労会館、かでる２．７
参加者 １７３名
内 容
【１日目】
基調報告 佐藤 秀樹 氏（全国保育協議会 副会長）
【２日目】
講義Ⅰ「地域の子育て支援と保育施設の役割」
講師 二宮 信一 氏（北海道教育大学釧路校 准教授）
講義Ⅱ「これからの保育人材育成」
講師 倉石 哲也 氏（武庫川女子大学 教授）

５ 情報提供活動の推進
（１）広報誌「道保協ニュース」の発行（年２回）
第１０３号の発行
平成２７年１１月３０日（月） 発行部数 ８２０部

第１０４号の発行
平成２８年 ３月２２日（火） 発行部数 ８２０部
（２）北海道保育協議会ホームページ情報更新
更新：６０回
（３）全保協ニュース「協議員情報」による情報提供
発行：２９回（ＮＯ．１５－１～２９）
（４）ＦＡＸによる情報提供
発行：１８回
６ 調査・研究活動の推進
（１）保育指導計画の充実
全国社会福祉協議会出版「保育の友」への指導計画執筆活動（年１２回） ※再掲

７ 地区組織等との連携強化
（１）会員の拡大
＜会員施設の現状＞
経営主体

施設数

市町村
社会福祉法人
学校法人
株式会社、有限会社
財団法人
宗教法人
ＮＰＯ、個人
その他
合計

２２４
４８６
４３
１２
５
３
３
５
７８１

割合（％）
小数第２位四捨五
入
２８．７
６２．２
５．５
１．５
０．６
０．４
０．４
０．６

≪新規加入施設 ２６カ所≫
※順不同
札幌市：啓明ともいき保育園、認定こども園北野しらかば幼稚園・保育園、
しずく保育園、ちゃいれっく北７条西保育園、ちゃいれっく北８条東保育園、
ことに保育園、たかさごナーサリースクール大通公園、北郷こぶし保育園、
光星友愛保育園、西野ふれ愛保育園、認定こども園カトリック聖園こどもの家、
発寒そらいろ保育園、大藤子ども園、ポピンズナーサリースクール札幌白石、
アートチャイルドケア北大前、アートチャイルドケア札幌北二十四軒、
アートチャイルドケア札幌元町
旭川市：ミニ保育園つくしの家、ちびっこ保育園末広
釧路市：釧路市子育て支援拠点センター、釧路双葉保育園
富良野市：富良野市立虹いろ保育所
下川町：下川町幼児センター
音更町：緑陽台保育園
芽室町：めむろてつなん保育所
釧路町：さくら保育園
≪退会施設 ４カ所≫
閉園・統合による退会
３カ所（小樽市、富良野市）
経営主体変更による退会
１カ所（釧路市）
（２）地区保育協議会会長・事務局長会議の開催
と き 平成２７年１０月１日（木）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
出席者 ３７名

テーマ Ａ：今後の保育施設の経営について
Ｂ：今後の北海道保育研究大会について
（３）地区保育協議会活動への支援
①地区保育協議会等への役員派遣の実施
被派遣者：東峰会長
派 遣 先：渡島保育協議会
事 業 名：平成２７年度渡島保育協議会管理職、関係機関研修
②地区保育士研修助成の実施 ※再掲
１地区 ５０，０００円
地区名

とき

ところ

容

８月２８日（金）

札幌サンプラザ

平成２７年度ソーシャルワーク研修
講 演
ソーシャルワーク研修
～今、親が保育園に求める育て合う支援～
講 師
榊原智子氏（読売新聞東京本社
調査研究本部主任研究員）

５月９日（土）

函館市民会館

平成２７年度春期函館地区保育所保育士研修会
講 演
「子どもの発達と三つ子の魂」
講 師
長田安司氏（共励保育園 理事長）
参加者
３４３名

８月２０日（木）

小樽経済センター

平成２７年度民間保育協議会合同研修会
講 演
「子供との関わり方」
講 師
増山由香里氏
（旭川大学短期大学部 准教授）
参加者
１３０名

札幌

函館

小樽

内

旭川

１２月１７日（木） 旭川勤労者福祉会 中堅保育士研修Ⅱ
館
第１部
「手袋人形（とことこ人形）作成と
実演指導」
講 師
荒木文子氏（東京保育専門学校 講師）
第２部
「家族支援～保護者対応～」
講 師
品川ひろみ氏
（札幌国際大学短期大学部教授）
参加者
６０名

釧路

１０月１３日（火） 釧路センチュリー 平成２７年度釧路市保育者研修会
キャッスルホテル
講 演
「気になる子」の保育について
講 師
浜谷直人氏（首都大学東京 教授）
参加者
３３４名
１０月１０日（土） 北海道クリスチャ 保育講演会
ンセンターホール
講 演

石狩
講 師
参加者

「子どもの興味を引き出す遊び
～環境づくり～」
岩城敏之氏（キッズいわきぱふ 代表）
５０名

地区名

とき

ところ

容

７月４日（土）

北斗市農業振興
センター

平成２７年度渡島保育協議会 新任保育士研修
講義・演習
「社会人としての保育士＆ビジネスマナー」
講 師
坂井礼子氏（株式会社アムリプラザ取締役）
参加者
２６名

８月２９日（土）

北斗市農業振興
センター

平成２７年度渡島保育協議会
特別支援教育部会研修会１回目
講義
「障害特性とその理解」
講師
金沢京子氏
（社会福祉法人侑愛会つくしんぼ学級 園長）

１０月３日（土）

社会福祉法人
侑愛会
つくしんぼ学級

平成２７年度渡島保育協議会
特別支援教育部会研修会２回目
見学・質疑等
講 師
金沢京子氏
（社会福祉法人侑愛会つくしんぼ学級 園長）
参加者
８６名

１０月３１日（土） 北斗市農業振興
センター

平成２７年度渡島保育協議会保育士研修会
講 義
「保護者支援と期間連携について」
講 師
片山智博氏（発達障害者支援センター
あおいそら チーフコーディネーター）
参加者
３３名

１１月７日（土）

北斗市七重浜
住民センター
れいんぼ～

平成２７年度渡島保育協議会管理職・関係機関研修会
講 義
「保育をめぐる動向と課題」
～新制度施行後の動きと
認定こども園移行の実際～
講 師
東峰雅博（北海道保育協議会 会長）
参加者
３２名

５月２０日

倶知安町
保健福祉会館

平成２７年度後志保育協議会保育部会第２回研修会
実践発表 「支援クラスの取組」
発表者
窪内久子氏（岩内町立西保育所）
檜森香菜子氏（岩内町立東山保育所）
研 修
「保育の質を高める絵本の魅力」
講 師
青田正徳氏
（ちいさなえほんやひだまり 代表）
参加者
２９名

１０月２０日

倶知安町
総合体育館

渡島

後志

１１月２日（火）
空知

内

平成２７年度後志保育協議会保育部会第３回研修会
研 修
「作って遊ぶ
～作ることから見えてくること」
講 師
今野道裕氏（名寄市立大学 教授）
参加者
３２名
岩見沢市イベント 空知地区保育協会保育士研修会

ホール赤レンガ

講 演 「幼児体育の基礎から応用に向けて」
講 師 藤井 敬久 氏（フジイスポーツクラブ代表）
参加者 ３５名

地区名

とき

ところ

旭川市勤労者福祉 上川管内保育協議会・保育士会 合同研修会
会館大会議室
講 演
「支援を必要とするこどもへの援助
～保育士としての役割～」
講 師
新澤誠治氏
（保育・子育てひろば推進センター）
参加者
１１３名

４月１９日（日）

留萌市沖見保育園

９月１９日（土）

猿払村鬼士別保育 第１回運営管理研修会
所ホール
講 演
「保育の原点を学ぶ」
講 師
樋口正春氏
参加者
６９名

１１月９日（月）

苫小牧市労働福祉 平成２７年度胆振地区保育所連絡協議会保育士研修会
センター
講 演
「一人ひとりが大切に育てられるために～
２階ホール
子どもが主体的にあそぶための
環境づくりと保育者の援助～」
講 師
吉本和子氏（やまぼうし保育園 園長）
参加者
１１２名

６月１１日（木）
～１２日（金）

北見市芸術文化ホ 北海道保育研究大会
ール、オホーツク木
情勢報告
のプラザ
講 演
「大きくなったね、大きくなったよ」
講 師
佐川光晴氏 他
※ 北海道保育研究大会報告参照

８月２３日（日）

新ひだか町
平成２７年度日高地区保育研修会
コミュニティセン
講 演
「防災・危機管理と災害に備えて」
ター
講 師
細川雅彦氏（防災・危機管理 専門官）
参加者
５０名

留萌

宗谷

胆振

網走

日高

１０月２８日（水） 帯広市
日航ノース
ランド帯広

５月９日（土）

釧路管内

根室

容

１０月４日（日）

上川

十勝

内

第１回留萌地区保育士研修会
講演・実技 「体育あそび」
講
師 沢井雅志氏（日本有遊研究所 専任講師）
参 加 者 ５９名

保育士研修会
講 演
「いま、保育に求められること
－子どもの育ちの現状から考える－」
講 師
広木克行氏（神戸大学 名誉教授）
参加者
４１０名

釧路町公民館

釧路管内保育連合会
講 演 「子どもの遊びを考える
～砂場遊びから学ぶ保育」
講 師 笠間 浩幸 氏（同志社女子大学
現代社会学部現代こども学科）
参加者 １０７名
１０月２５日（日） 標津町保健センタ 平成２７年度根室地区保育士研修会

ー「ひまわり」ホ
ール

講 演 「幼児期の買いが製作」
講 師 山口裕美子 氏
（おもちゃコンサルタントマスター）
参加者 ６１名

（４）保育所（障害児保育等）支援助成事業の実施 ※北海道共同募金会からの配分金事業
①障害認定を受けた障害児保育等を実施する私立の保育所への助成
１施設１００，０００円（計１２施設）
施設名
市町村名
施設名
市町村名
１ めむろてつなん保育所
芽室町
７
栗山いちい保育園
栗山町
２ 釧路わかくさ保育園
釧路市
８
北斗認定こども園
千歳市
３ あおぞら保育園
小樽市
９
旭川保育園
旭川市
４ わかば保育園
旭川市
１０ つぐみ保育園
函館市
５ 錦岡保育園
苫小牧市 １１ 緑苑台子どもの家保育園
石狩市
６ 末広保育園
旭川市
１２ 双葉保育園
札幌市
（５）表彰の実施
①北海道保育協議会会長表彰の実施
表彰式
と き 平成２７年６月１６日（木）
ところ 北見市 北見芸術文化ホール
北海道保育協議会会長表彰被表彰者（１５名）
氏名
市町村名
所属先
宮津 ゆみ子
札幌市
札苗北保育園
小林 晴枝
札幌市
伏古かしわ保育園
松本 和子
札幌市
栄町あおぞら保育園
高橋 光子
札幌市
札幌真栄東保育園
武田 美佐子
小樽市
杉の子保育園
輪島 益美
小樽市
杉の子保育園
千葉 美香子
小樽市
杉の子保育園
髙橋 いづみ
釧路市
釧路市立桜ヶ岡保育園
岡本 栄子
釧路市
釧路市立鳥取保育園
近江 優規子
釧路市
釧路市立新富士保育園
叶田 祥子
釧路市
釧路市東部子育て支援拠点センター
能地 弘美
釧路市
釧路市立芦野保育園
中山 和代
釧路市
釧路市立鳥取保育園
阿部 寿美子
北見市
北見市中央保育園
松浦 栄子
北見市
北見市とん田保育園
②全国保育協議会会長表彰の推薦
表彰式
と き 平成２７年１１月１１日（水）
ところ 山口県山口市 山口市民会館
全国保育協議会会長表彰被表彰者（５名）
氏名
市町村名
所属先
高澤 眞知子 札幌市
救世軍菊水上町保育園
真鍋 尚美
札幌市
まこと保育所
横山 雅子
札幌市
東苗穂保育園
三宅 博子
釧路市
釧路市東部子育て支援拠点センター
北村 周子
釧路市
釧路市立音別保育園
③全国保育協議会特別感謝授与者（１名）
氏名
市町村名
所属先
不破 眞二
北見市
北光保育園
④全国保育士会感謝状授与（３名）
氏名
市町村名
所属先
鵜沼 真佐美 釧路市
釧路市中部子育て支援拠点センター
宮本 亜希子 釧路市
釧路市立新富士保育園
近江 優規子 釧路市
釧路市立新富士保育園

（敬称略）
職名
園長
園長・理事長
園長
園長
臨時常勤保育士
保育士
保育士
主査
園長
保育士
センター長
主査
副園長
園長
園長

（敬称略）
職名
園長
園長
園長
室長
園長
（敬称略）
職名
園長
（敬称略）
職名
保育士
保育士
保育士

８ 制度・予算対策活動の推進
（１）北海道における制度・予算対策活動の実施
①北海道の保育事業に係る情報交換会の開催
と き 平成２７年１０月１９日（月）
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ①子ども・子育て支援制度について
②保育士確保対策にむけて
出席者 東峰会長、向川副会長、亀井副会長、佐藤副会長
②北海道保健福祉部との懇談会への出席
と き 平成２７年１１月１３日（木）
ところ 札幌市 ホテル札幌ガーデンパレス
内 容 ①福祉・介護人材確保対策について
②社会福祉法人制度改革への対応について
出席者 亀井副会長
（２）全国保育協議会と連携した予算対策運動の充実・強化
①平成２７年度全国保育協議会保育所問題対応協力金活動
入金額
１，２０２，０１３円
道保協分
協力金の１/３
４００，６７１円
全国送金分 協力金の２/３
８０１，３４２円

９ 関係機関・団体との連携
（１）全国保育協議会・全国保育士会との連携
①全国保育協議会協議員総会への出席
＜第１回＞
と き 平成２７年５月１５日（金）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
出席者 東峰会長、亀井副会長、岸田協議員
＜第２回＞
と き 平成２８年３月１６日（水）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
出席者 東峰会長、亀井副会長
②全国保育組織正副会長等会議への出席
と き 平成２７年１２月１０日（木）～１１日（金）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
出席者 東峰会長、亀井副会長、和田副会長
＜緊急正副会長会議＞
と き 平成２７年１０月１３日（火）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
出席者 東峰会長、亀井副会長
③全国保育協議会公立保育所懇談会への出席
＜第１回＞
と き 平成２７年５月１５日（金）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
出席者 岸田評協議員
＜第２回＞
と き 平成２８年３月１６日（水）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
④都道府県・指定都市保育協議会事務局会議への出席
と き 平成２８年３月１６日（水）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会

⑤保育人材養成会議
構成員 伴田 昭夫（眞宗寺保育園 園長） 平成２６～２７年度
内山 武尊（平岸侑愛保育園 主任保育士） 平成２７～２８年度
＜第１回＞
と き 平成２７年８月２４日（月）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
＜第２回＞
と き 平成２７年１２月７日（月）～８日（火）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会、一般財団法人商工会館
＜第３回＞
と き 平成２８年２月１５日（月）
ところ 東京都千代田 全国社会福祉協議会
⑥全国保育士委員総会、連絡会議への出席【保育従事者部会】
＜第１回＞
と き 平成２７年５月１４日（木）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
＜第２回＞
と き 平成２８年３月１５日（火）
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
出席者 山本副部会長代理出席（保育従事者副部会長）
＜委員連絡会議＞
と き 平成２７年１０月２０日（火）
ところ 千葉県千葉市 幕張メッセ
出席者 田澤副会長（保育従事者部会長）
（２）北海道・東北ブロック保育協議会との連携
①ブロック各道県保育協議会（保育士会）正副会長会議への出席
と き 平成２７年９月１０日（木）～１１日（金）
ところ 山形県山形市 山形国際ホテル
出席者 東峰会長、和田副会長、田澤副会長
②ブロック各道県保育協議会会長会議への出席
＜第１回＞
と き 平成２７年４月２７日（月）
ところ 青森県弘前市 弘前パークホテル
出席者 東峰会長（保協）
、田澤副会長（保育士会）
＜第２回＞
と き 平成２７年７月１６日（木）
ところ 岩手県盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ
出席者 東峰会長（保協）
、田澤副会長（保育士会）
＜第３回＞
と き 平成２７年９月１０日（木）
ところ 山形県山形市 山形国際ホテル
出席者 東峰会長（保協）
、田澤副会長（保育士会）
＜第４回＞
と き 平成２８年１月７日（木）
ところ 秋田県秋田市 秋田キャッスルホテル
出席者 亀井副会長（保協）
、田澤副会長（保育士会）
③ブロック保育協議会幹事会への出席
と き 平成２７年４月２７日（月）
ところ 青森県弘前市 弘前パークホテル
出席者 東峰会長、田澤副会長

④各種研修への参加協力
ア 北海道・東北ブロック保育指導者セミナー
と き 平成２７年４月２７日（月）～２８日（火）
ところ 青森県弘前市 弘前パークホテル
出席者 東峰会長、田澤副会長
イ 北海道・東北ブロック保育研究大会
と き 平成２７年７月１６日（木）～１７日（金）
ところ 岩手県盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷＷＩＮＧ
出席者 東峰会長、田澤副会長、佐藤副会長
ウ 北海道・東北ブロック保育トップセミナー ※再掲
と き 平成２７年１０月１日（木）～２日（金）
ところ 札幌市 北海道自治労会館、かでる２．７
エ 北海道・東北ブロック次世代リーダー研修会
と き 平成２８年１月７日（木）～８日（金）
ところ 秋田県秋田市 秋田キャッスルホテル
出席者 東峰会長、亀井副会長、田澤副会長
（３）北海道社会福祉協議会・北海道との連携
①施設部会セミナー事業等への参加・協力
ア 社会福祉施設管理・運営セミナー
と き 平成２７年１１月１０日（火）
ところ 札幌市 東京ドームホテル札幌
内 容
講演「社会福祉法人の経営のあり方」
講師 松原 由美氏（明治安田生活福祉研究所 医療・福祉政策研究部長）
実践報告「道内社会福祉施設における地域公益活動の取り組みについて」
報告者① 社会福祉法人明和会 デイサービスセンターかおる園
本田 真奈美 氏（在宅推進係長）
平山 泰行 氏（生活相談員）
報告者② 公益社団法人旭川民間保育所相互育成会
三谷 満 氏（慈光園保育所 所長）
報告者③ 社会福祉法人雪の聖母会
上坂 隆一 氏（常務理事）
報告者④ 社会福祉法人黒松内つくし園 しりべし学園成人寮
冨樫 孝貴 氏（副施設長）
イ 職員スキルアップ講座
＜新任職員編＞
と き 平成２７年５月２６日（火）
ところ 札幌市 ＴＫＰカンファレンスセンター
＜中堅職員編＞
と き 平成２７年８月７日（金）
ところ 札幌市 北海道自治労会館
②北海道子どもの虐待防止フォーラム「専門職のための子どもの虐待に関する研修」
と き 平成２８年２月２７日（土）
ところ 江別市 札幌学院大学
③「北海道子どもの未来づくり審議会」および「子ども・子育て支援部会」委員の派遣
委員：亀井副会長
④「北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議」委員の派遣
委員：東峰会長
⑤「北海道すきやき隊（子育て応援団）
」への協力
⑥「北のめぐみ愛食運動道民会議」への参画

⑦「どさんこ食育推進協議会」への参画
⑧北海道健康増進計画「すこやか北海道２１」の推進
⑨「北海道健康づくり協働宣言」への参画
（４）保育士養成校との連携
①全国保育士養成協議会北海道ブロック協議会との懇談会（本会主催事業）
と き 平成２７年７月２５日（土）
ところ 札幌市 ＴＫＰガーデンシティ札幌駅前
出席者 武井 昭也 氏（北海道ブロック 会長／札幌国際大学 教授）
中島 常安 氏（北海道ブロック 理事／名寄大学 教授）
小田 進一 氏（
〃
／北海道文教大学 教授）
吾田 富士子 氏（
〃
／藤女子大学 准教授）
清水 桂子 氏（
〃
／北翔大学 准教授）
東峰会長、向川副会長、亀井副会長、田澤副会長
②全国保育士養成協議会北海道ブロック協議会保育実習連絡協議会
と き 平成２８年２月１９日（金）
ところ 札幌市 ホテル札幌ガーデンパレス
出席者 田澤副会長
（５）保育関係団体等との連携
①北海道保育園保健協議会との連携
ア 北海道保育園保健協議会総会への出席
と き 平成２７年４月２５日（土）
ところ 札幌市 北海道医師会館
出席者 向川副会長、事務局
イ 道保協ニュース「子どもと健康」の掲載
ウ 「保育園における食物アレルギーとその対応に関するアンケート調査」への協力
②一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会への派遣
理事：東峰会長
共済制度運営委員会委員、資産運用委員会委員：向川副会長
③北海道社会福祉協議会福祉サービス第三者評価決定委員会委員の派遣
委員：伊藤前常任幹事（任期 平成２６～平成２８年３月）
④北海道医師会
食物アレルギー・アナフィラキシー対応研修会（釧路会場、北見会場）周知協力
⑤ホクレンＳＳ Love＆Heart チャリティキャンペーン
対 象 全会員園
内 容 総額３００万円の図書カード寄贈を受けた
⑥各関係団体研修等の周知（主にホームページで実施）

