平成２９年事業報告について
第１

平成 29 年度総会

１「行政説明」厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課保育指導専門官 鎭目 健太 氏
・日 時 平成 29 年６月 10 日（土）13 時 00 分～14 時 00 分
・場 所 東京ビッグサイト
２ 定時総会
・日 時 平成 29 年６月 10 日（土）14 時 00 分～16 時 00 分
・場 所 東京ビッグサイト
・議 事 会員校 532 校中、338 校(委任状 300 校分を含む。)の出席により、平成 28 年度計
算書類の承認並びに理事の選任について審議され原案のとおり承認された。

第２

理事会及び常任理事会の開催

１

理事会
（第１回）平成29年５月22日（月）平成28年度計算書類の承認について
（第２回）平成29年６月10日（土）常任理事の選定について
（第３回）平成29年12月18日（月）会長及び副会長の候補者選考委員会の設置及び構成員
の選任について
（第４回）平成30年３月19日（月）平成30年度事業計画及び平成30年度収支予算について
２ 常任理事会
（第１回）平成29年５月22日（月）平成29年度功労者表彰の推薦について
（第２回）平成29年12月18日（月）平成29年度保育士養成研究所事業の実施状況について
（第３回）平成30年３月19日（月）平成30年度保育士養成研究所の事業の方針と計画について

第３

保育士養成制度及び教育内容の調査、研究に関する事業

１ 平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業（厚生労働省）
｢保育実習の効果的な実施方法に関する調査研究｣を実施した。
２ ブロック研究助成
平成29年度ブロック研究助成金による実施状況は、次のとおりである。
その研究成果報告については平成30年12月発行の『会報 保育士養成』に掲載予定。
□ 北海道ブロック
・研究テーマ
北海道ブロックにおける保育所保育実習ガイドラインの作成
・研究代表者 中島 常安（名寄市立大学）
□ 東北ブロック
・研究テーマ
施設実習指導の実際に関する調査研究（2）
～施設種別にあわせた実習事前・事後指導の提案～
・研究代表者 三浦 主博(東北生活文化大学短期大学部)
□ 関東ブロック（１）
・研究テーマ
新任保育者のキャリア形成における意思決定に関わる要因の検討
－TEM（複数経路・等至性モデル）による早期離職者と働き続けることを決断した者の比較－
・研究代表者 松尾 由美(関東短期大学)

□ 関東ブロック（２）
・研究テーマ
保育実習体験による保育観の変化－学生の語りの表出と変化をもとにして－
・研究代表者 浅井 拓久也(埼玉東萌短期大学)
□ 中部ブロック（１）
・研究テーマ
保育士養成コア・カリキュラムと指導法開発研究
・研究代表者 丹羽 孝(愛知みずほ大学短期大学部)
□ 中部ブロック（２）
・研究テーマ
子どものつぶやきを“うた”にする
－子どもの表現と人間関係を広げる保育実践力の養成－
・研究代表者 伊藤 理絵(名古屋女子大学短期大学部)
□ 近畿ブロック（１）
・研究テーマ
特別な配慮を必要とする保育実習生に対する指導上の困難に関する実感調査
・研究代表者 井上 寿美(大阪大谷大学)
□ 近畿ブロック（２）
・研究テーマ
保育士養成における「コーチング」の教育的効果に関する萌芽研究
－短期大学および専門学校生の意欲・主体性を育む教育環境の創出－
・研究代表者 中川 昌幸(平安女学院大学短期大学部)
□ 中・四国ブロック
・研究テーマ
地域子育て支援拠点施設の利用者評価
・研究代表者 寺田 和永（環太平洋大学短期大学部）
□ 九州ブロック
・研究テーマ
教員・保育士の資質－保育士養成の現状と課題
・研究代表者 西島 宣代（中九州短期大学）
３ 学術研究助成
□・研究テーマ
保育士養成における学生支援のあり方
・研究代表者 伊藤 博（豊岡短期大学）
□・研究テーマ
郷土愛を育む保育教材の開発を通した保育士養成校と自治体との連携・協働に関する研究
－地域に伝わる民話・わらべうた・美術作品に焦点をあてて－
・研究代表者 森下 順子（和歌山信愛女子短期大学）
４ 平成29年度全国保育士養成セミナー
期 日：平成29年９月１日(金)・２日(土)・３日（日）
会 場：聖徳大学、聖徳大学短期大学部
テーマ：こども・生きる・あそぶ－子どもの最善の利益を保障する保育者－
参加者は363校、1,077名、詳細報告は『全国保育士養成セミナー報告書』 (平成30年
３月発行)に収載。

第４

広報、出版に関する事業

１

「平成29年度全国保育士養成セミナー報告書」
（平成30年３月）
講
演 「行政説明」 保育行政の動向と課題について
講
師 鎭目 健太 氏（厚生労働省子ども家庭局保育課保育指導専門官）
基調講演 「遊びを中心とした保育」再考～遊びをどう理解し、援助するか～
講
師 河邉 貴子 氏（聖心女子大学 教授）
特別講演 「幼児に学ぶいのちの遊戯」
講
師 玄侑 宗久 氏（福聚寺 住職）
保育士養成研究所報告、シンポジウム、分科会の討議内容等を収載。
２ 「会報 保育士養成」
第85号（平成29年５月）
平成28年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞者」一覧、平成28年度「会長表彰受賞者」一
覧、教職員表彰を受けて、会長表彰を受けて、花だより等収載。
第86号（平成29年８月）
功労者表彰を受けて、新会員校プロフィール、平成29年度保育士養成研究所第１回研修会報告、
花だより等収載。
第87号（平成29年12月）
平成29年度セミナーを終えて（実行委員長 阿部 和子）、平成29年度全国保育士養成協議会セ
ミナー報告、平成28年度ブロック研究成果報告、平成29年度ブロック研究助成対象一覧、平成29
年度保育士養成研究所第2回研修会報告、花だより等収載。
３ 「保育実習指導のミニマムスタンダード 2017年版」
（平成29年5月）

５

保育士養成の振興に関する諸活動

１ 表 彰
（１） 会長表彰(卒業生)
昭和61年度より会員校の学生１名を卒業時に本会より表彰しており、平成29年度は490校から申
請があり、490名を表彰した。
詳細は「会報 保育士養成」第85号(平成29年５月発行)に掲載。
（２） 教職員表彰
平成９年度より会員校の教職員を表彰している。平成29年度は55名を表彰した。
詳細は「会報 保育士養成」第85号 (平成29年5月発行)に掲載。
２ ブロック会議
□ 北海道ブロック
（１）総 会 平成29年７月８日（土）13：30～19：30 ロイトン札幌
会員校28校から参加26校（46名＋講師１名)
（２）理事会
（第１回）平成29年５月27日（土）13：30～16：00 札幌ガーデンパレス
（第２回）平成29年７月８日（土）10：30～12：30 ロイトン札幌
（第３回）平成29年11月25日（土）13：30～16：00 札幌ガーデンパレス
（第４回）平成30年２月16日（金）10：30～12：00 札幌ガーデンパレス
（３）平成29年度 北海道ブロックセミナー
平成30年２月16日（金）13：30～17：00 札幌ガーデンパレス
テーマ：保育士養成課程等見直しを受けて
会員校28校から参加27校（50名＋講師１名）

（４）平成29年度 北海道ブロック協議会保育実習連絡協議会
平成30年２月16日（金）17：30～19：30 札幌ガーデンパレス
（５）その他
①北海道ブロック協議会と北海道保育協議会の懇談会
平成29年７月22日（土）15：00～16：30 かでる２・７
参加者
北海道保育協議会５名、ブロック協議会理事会５名
②北海道ブロック協議会研究班によるガイドライン（２種）の検討（発行は４月）
『保育実習指導ガイドライン 実習施設用 第１版』（北海道ブロック協議会編）
『保育実習ガイドライン 保育所実習編 第１版』
（北海道ブロック協議会編）
□ 東北ブロック
（１）総会(理事会)
（第１回）平成29年４月22日（土）13：30～14：30
会 場：東北福祉大学 管理棟４階大会議室
会員校40校のうち40校参加（他に２校オブザーバー参加 総数77名）
（第２回）平成29年11月18日（土）17：50～18：10
会 場：東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス５階51教室
会員校40校のうち36校（参加者総数123名）
（２）東北ブロックセミナー
期 日：平成29年11月18日（土）、19日（日）
会 場：東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス
テーマ：保育現場における「保育の質の向上」と保育士養成校の役割・課題
－実習、就職、研修の側面を中心に－
（３） 研究助成事業
共同研究：１件
個人研究：３件
□ 関東ブロック
（１）総 会
平成29年６月17日（土）13：30～15：30 大妻女子大学
（２）理事会
（第１回）平成29年６月17日（土）11：00～12：30 大妻女子大学
（第２回）平成29年８月18日（金）11：00～15：00 大妻女子大学
（第３回）平成29年10月15日（日）11：00～15：00 大妻女子大学
（第４回）平成30年１月27日（土）12：10～13：20 大妻女子大学
（３）全国セミナー・準備委員会
第２回実行委員会（セミナー準備委員会）
日 時：平成29年６月17日（土）14：00～16：00
会 場：大妻女子大学 本館Ｆ棟3階 335室
全国セミナー
日 時：平成29年９月１日（金）、２日（土）
、３日（日）
会 場：聖徳大学
関東ブロック協議会セミナー
日 時：平成30年１月27日（土）10：00～17：00
会 場：大妻女子大学Ｈ棟Ｈ113室
（４）第31回（平成29年度）学生研究発表会
日 時：平成30年２月23日（金）10：00～16：30
会 場：大妻女子大学大学校舎Ｇ棟 ３階～５階
□ 中部ブロック

（１） 総 会 平成29年４月24日（月）13：30～15：30 名古屋ガーデンパレス
（２） 理事会
（第１回）平成29年４月24日（月）11：00～12：30 名古屋ガーデンパレス
（第２回）平成30年１月25日（木）15：00～16：30 岐阜大学サテライトキャンパス
（第３回）平成30年３月28日（水）17：00～19：30 平八
（３）中部ブロック第22回セミナー
平成29年12月１日（金）
、２日（土） ウィルあいち 愛知県女性総合センター
幹事校：名古屋文化学園保育専門学校
テーマ：新しい保育所保育指針から保育者養成を考える
講 演：新しい保育所保育指針から保育者養成を考える
講 師：汐見 稔幸 氏（白梅学園大学学長・東京大学名誉教授）
シンポジウム コーディネーター：上田 敏丈 氏（名古屋市立大学）
シ ン ポ ジ ス ト：上村 晶 氏（桜花学園大学）
伊東 世光 氏（典詞保育園園長）
□ 近畿ブロック
（１） 総 会 平成29年５月13日（土）13：00～13：30 園田学園女子大学
（２） 理事会
（第１回）平成29年７月８日（土）16：00～17：10 神戸女子短期大学
（臨 時）平成29年７月26日（水）～７月28日（金）メール審議議決日：７月28日（金）
（臨 時）平成29年８月２日（水）～８月18日（金）メール審議議決日：８月18日（金）
（第２回）平成30年２月17日（土）16：00～17：00 神戸女子短期大学
（３） 全国セミナー企画委員会
（第１回）平成29年９月30日（土）14：00～16：10 神戸女子短期大学
（第２回）平成29年10月28日（土）14：00～15：55 神戸女子短期大学
（第３回）平成29年12月９日（土）15：00～17：00
神戸女子短期大学
（第４回）平成30年２月17日（土）14：00～16：00 神戸女子短期大学
（第５回）平成30年３月10日（土）14：00～16：00 神戸女子短期大学
（４） 教職員研修会
平成29年５月13日（土） 13：45～15：15 園田学園女子大学
講 演：
「保育所・保育指針の改定内容について」
講 師：無藤 隆 氏 （白梅学園大学教授）
□ 中・四国ブロック
（１） 総 会 平成29年４月16日（日）13：30～16：00 広島ガーデンパレス
（２） 役員会
（第１回）平成29年４月16日（日）11：00～11：50 広島ガーデンパレス
（第２回）平成29年６月７日（水）～６月21日（水）
メール審議議決日：平成29年６月22日（木）
（第３回）平成29年７月22（土）～７月28日（金）
メール審議議決日：平成29年７月31日（月）
（第４回）平成29年８月４日（金）～８月17日（木）
メール審議議決日：平成29年８月18日（金）
（第５回）平成29年12月１日（金）16：00～17：30 四国学院大学
（第６回）平成30年１月９日（火）～１月18日（木）
メール審議議決日：平成30年１月19日（金）
（３）第58回 保育学生研究大会
平成29年12月２日（土）四国学院大学 参加校：45校 参加人数：1,324名

（４）平成29年度全国保育士養成協議会教職員研究助成
６件
□ 九州ブロック
（１） 総 会 平成29年５月13日（土） 14：00～15：30 別府大学
会員校53校のうち 44校（53名）参加
（２） 理事会
（第１回）平成29年５月13日（土） 11：30～13：30 別府大学
（第２回）平成29年９月27日（水） 13：00～14：20 リザンシーパークホテル谷茶ベイ
（第３回）平成30年２月８日（木） 13：00～15：00 TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター
（３）平成29年度九州ブロックセミナー（沖縄大会）リザンシーパークホテル谷茶ベイ
日 時：平成29年９月27日（水）～28日(木)
主 題：地域と保育士養成校の連携のあり方を探る
－ちむがなさの思いと人とのつながりを大切にした沖縄から－
実行委員長：友利廣（沖縄キリスト教短期大学） セミナー参加者数：92名
（４） 平成29年度ブロック研究・研究費助成の申請・採択（１件）
（５） 平成29年度プロジェクト研究・研究費助成の申請・採択（１件）
３ 全国保育士養成協議会実習総合補償制度の加入状況
平成29年度の加入状況は、賠償責任補償制度のうち実習賠償責任保険88校、会員校賠償責任保
険49校の加入、傷害補償制度10校の加入となっている。

第６ 保育士試験の実施状況
１ 都道府県知事への認可申請
（１）児童福祉法第18条の10、第18条の11第２項及び第18条の14に基づき、各都道府県知事に対
して、役員及び試験委員の選任にかかる認可申請、並びに保育士試験の実施に関する事務の
事業計画及び収支予算の認可申請をそれぞれ行い、認可を受けた。
（２）国家戦略特別区域限定保育士試験（以下「地域限定試験」という。
）を実施の大阪府知事
に対して、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第６条により読み替えて準用する児
童福祉法施行規則第６条の19及び第６条の23第１項に基づき、役員及び試験委員の選任に係
る認可申請、地域限定試験の実施に関する事務の事業計画及び収支予算の認可申請をそれぞ
れ行い、認可を受けた。
２ 保育士試験委員会の開催（地域限定試験を含む。
）
筆記試験問題及び実技試験課題の作成、試験結果の合否判定等に関する事務を適正かつ円滑に
行うため、保育士試験委員会を開催した。
（１） 筆記試験問題及び実技試験課題の作成
（２） 筆記試験問題及び実技試験課題の選定
（３） 筆記試験問題及び実技試験課題の決定
（４） 筆記試験問題及び実技試験課題の合否決定または判定
（５） 実技試験採点委員の就任依頼及び委嘱
（６） その他試験の実施にかかる重要事項に関すること
３ 平成２９年保育士試験の実施
（１）試験日
平成29年保育士試験は、前年と同様年２回の実施となり下記の日程にて実施した。なお、
大阪府については、後期実施分通常試験の日程に併せて地域限定試験として実施した。
① 前期実施分通常試験(筆記)：平成29年４月22日（土）
、23日(日)

② 前期実施分通常試験(実技)：平成29年７月２日（日）
③ 後期実施分通常試験(筆記)：平成29年10月21日（土）
、22日(日)
④ 後期実施分通常試験(実技)：平成29年12月10日（日）
⑤ 地域限定試験(筆記)
筆記、実技共に後期実施分通常試験と
⑥ 地域限定試験(実技)
同日にて実施（大阪府）
（２）幼稚園教諭免許所有者で筆記試験全科目免除者の申請
幼稚園教諭免許所有者で保育士資格取得特例等の筆記試験全科目免除者に対しては、通常
試験の前期及び後期の受験申請時期（１月及び７月）に加えて４月と10月にも受け付けを行
った。
（３）全部受託による実施状況（受験申請者総数68,593名 合格者数20,710名）
① 通常試験
47都道府県
受験申請者数 59,222名
合 格 者 数 12,859名
② 地域限定試験（大阪府）
受験申請者数 1,894名
合 格 者 数
374名
③ 全科目免除者
受験申請者数 7,477名（合格者数は同数）
④ 全部受託の事務（地域限定試験の事務を含む。
）
ⅰ)試験実施日時、場所その他必要な事項の広報等
ⅱ)試験に対する受験者等からの問い合わせ対応等
ⅲ)受験資格の確認
ⅳ)受験申請書及び意向確認書の受付、確認、受験票の送付等
ⅴ)試験問題の作成・保管･管理
ⅵ)試験の実施
ⅶ)答案の採点
ⅷ)合否の決定
ⅸ)合否の通知
ⅹ)受験の停止及び合格の無効の決定
ⅺ)その他試験実施に関する必要な事務
４ 平成３０年保育士試験事務の実施に向けての準備
平成30年も前年と同様に年２回の試験実施を予定している。
ただし、大阪府は筆記試験について、通常試験(後期)と同日程で地域限定試験を同時に実施予
定である。その際の地域限定試験の実技試験は、神奈川県の独自試験と同様に厚生労働省関係国
家戦略特別区域法施行規則第１条第４項に基づき、大阪府知事が保育実技講習会を実施すること
により実技試験を免除する予定である。
また、全科目免除者のみを対象とした受験申請についても昨年と同様に年４回の申請時期の開
設を予定している。
【試験日】
前期実施分通常試験（筆記）
：平成30年４月21日（土）、22日（日）
前期実施分通常試験（実技）
：平成30年７月１日（日）
後期実施分通常試験（筆記）
：平成30年10月20日（土）、21日（日）
後期実施分通常試験（実技）
：平成30年12月９日（日）
注）１ 大阪府地域限定試験（筆記）は、後期実施分通常試験と同日にて実施予定であり
実技試験に替えて保育実技講習会を実施予定である。
注）２ 神奈川県独自地域限定試験（筆記）は、平成30年８月11日(土)及び12日(日)実施
予定であり、実技試験に替えて保育実技講習を実施予定である。

第７
１

第三者評価事業及び研修事業の実施状況

児童福祉施設における福祉サービス第三者評価事業
平成29年度は児童福祉施設における福祉サービス第三者評価事業は実施しなかった。
２ 研修事業
保育士養成研究所の研修事業として、次のとおり研修会を開催した。
【第１回研修会】
①テーマ：今後の保育士養成のあり方
～実習指導の強化と保育所保育指針の改定～
②講 師：高辻千恵、汐見稔幸、阿部和子、木戸啓子、山崎美貴子、網野武博、
増田まゆみ、矢藤誠慈郎
③開催日：平成29年６月25日（日）
④会 場：東京家政大120周年記念館２階
⑤参加者：227名
【第２回研修会】
①テーマ：今後の保育士養成のあり方
～実習指導の強化と保育所保育指針の改定～
②講 師：鎭目健太、大方美香、村松幹子、網野武博、増田まゆみ、矢藤誠慈郎、
髙橋貴志
③開催日：平成29年11月５日（日）
④会 場：ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
⑤参加者：157名
【第３回研修会】
①テーマ：新保育所保育指針に基づく保育士養成課程の教授内容
～実習施設との協働を視点に入れて～
②講 師：鎭目健太、柏女霊峰、近喰晴子、清水益治、三代川紀子、山崎美貴子、
小川清美、網野武博、増田まゆみ
③開催日：平成30年３月２日（金）
④会 場：東京家政大120周年記念館２階
⑤参加者：226名

事業報告

附属明細書

平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存
在しないので作成しない。

平成 30 年 3 月 31 日
一般社団法人 全国保育士養成協議会

