
 

 

令和３年度事業報告 

第１ 令和３年度総会 

１「行政説明」厚生労働省 子ども家庭局 保育課 保育指導専門官 高辻 千恵 氏  

・日 時 令和３年６月 19日（土）13時 00分～14 時 00分 

・場 所 東京都立産業貿易センター浜松町館（東京ポートシティ竹芝内） 

２ 総会 

・日 時 令和３年６月 19日（土）14時 00分～15 時 40分 

・場 所 東京都立産業貿易センター浜松町館（東京ポートシティ竹芝内） 

・議 事 会員校 536校中、433校(委任状 428校分を含む。) の出席により、令和２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）令和３年５月24日（月）令和２年度事業報告並びに令和２年度計算書類の承認等について 

（オンライン開催） 

（第２回）令和３年８月31日（火）令和３年度特別功労者表彰の決定等について 

（書面決議） 

（第３回）令和３年12月20日（月）令和３年度収支補正予算等について 

（オンライン開催） 

（第４回）令和４年３月22日（火）令和４年度事業計画及び令和４年度収支予算等について 

（オンライン開催） 

２ 常任理事会 

（第１回）令和３年５月24日（月）令和３年度特別功労者表彰の推薦等について 

（オンライン開催） 

（第２回）令和３年８月31日（火）令和３年度特別功労者表彰の推薦について 

（書面決議） 

（第３回）令和３年12月20日（月）令和３年度保育士養成研究所の活動について 

（オンライン開催） 

（第４回）令和４年３月22日（火）会長及び副会長候補者選考委員会の設置等について 

（オンライン開催） 

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 研究所の中央研究事業として、「保育士の魅力向上に係る高校生に向けた養成施設の取組に関する   

研究」を実施した。 

２ ブロック研究助成 

令和３年度ブロック研究助成金により実施された研究は、次のとおりである。 

研究成果報告については、令和４年６月発行の『保育士養成研究所報告書』に掲載予定。 

□ 東北ブロック 

・研究テーマ 

保育者養成の変化と課題 

・研究代表者 石森 真由子（聖和学園短期大学） 

□ 関東ブロック（１） 

・研究テーマ 

統一的実習評価票作成のための保育現場における実習評価の方法に関する実態調査 

－保育現場の声を生かした養成校と保育現場の協働による実習評価を目指して－ 



 

 

・研究代表者 前嶋 元（東京立正短期大学） 

  □ 関東ブロック（２） 

・研究テーマ 

保育現場の安全保障とリスクマネジメントに関する研究：コロナ禍における現場と養成校の協働

に基づく実習チェックリスト（評価指標）の開発 

・研究代表者 向笠 京子（洗足こども短期大学） 

□ 中部ブロック（１） 

・研究テーマ 

 保育における身近なメディア情報の活用方法とその評価について Vol 2 

 ～2歳児の保育における活用を通して～ 

・研究代表者 鈴木恒一（名古屋文化学園保育専門学校） 

□ 中部ブロック（２） 

・研究テーマ 

 学外実習先と保育者養成校が協働する実習指導の在り方に関する研究 

 ～学生による学外実習の授業評価に着目して～ 

・研究代表者 水野 恭子（岡崎女子大学） 

□ 近畿ブロック 

・研究テーマ 

 保育現場における音楽プログラムの実態 

 －コロナ後の保育を見据えた実践的な指導プログラムの考案について－ 

・研究代表者 森 麻希子（四條畷学園短期大学） 

□ 中・四国ブロック（１） 

・研究テーマ 

 新型コロナウイルス感染症予防のため中止となった実習の代替えとして実施された学内実習の教

育効果と課題－中国四国９県の事例分析を中心に－ 

・研究代表者 西川 ひろ子（安田女子大学） 

□ 中・四国ブロック（２） 

・研究テーマ 

 幼児の生活における音楽表現環境の育成 

・研究代表者 黒田 宣代(東亜大学)  

□ 九州ブロック 

・研究テーマ 

「総合的な表現」の指導法の研究 －心理学の知見に基づく検討－ 

   ・研究代表者 栗川 直子（尚絅大学短期大学部） 

  

３ 学術研究助成 

令和３年度学術研究助成により実施された研究は、次のとおりである。 

研究成果報告については、令和４年６月発行の『保育士養成研究所報告書』に掲載予定。 

□ ・研究テーマ 

    地域との連携・協働による特別支援教育の現職研修に関する研究  

－継続研究：自己評価シートの活用と研修実施に向けた連携の在り方に関する一考察－ 

・研究代表者 金川 朋子（四條畷学園短期大学） 

  □ ・研究テーマ 

    保育士養成カリキュラムにおける多様性理解に関する調査研究 

   ・研究代表者 大庭 三枝（福山市立大学） 

４ 令和３年度全国保育士養成セミナー 



 

 

期 日：令和３年９月16日(木)・17日(金) 

会 場：オンライン（発信：宮崎学園短期大学） 

テーマ：保育士養成校の存在意義を問う 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン（Zoom）での開催となった。参加者は282

校、714名、詳細報告は『全国保育士養成セミナー報告書』 (令和４年３月)に収載。 

第４ 広報、出版に関する事業 

１「令和３年度全国保育士養成セミナー報告書」（令和４年３月） 

講  演 「行政説明」 保育行政の動向と課題 

講  師 高辻 千恵 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 「児童福祉法改正以降の保育者及び保育者養成校に期待すること」   

講  師 藤林 武史 氏（西日本こども研修センターあかし企画官） 

シンポジウム、分科会の討議内容、保育士養成研究所報告等を収載。 

２「会報 保育士養成」 

第97号（令和３年５月） 

令和２年度全国保育士養成協議会「教職員表彰受賞者」一覧、令和２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98号（令和３年８月） 

総会報告、特別功労者表彰を受けて、新会員校プロフィール、花だより等収載。 

第99号（令和３年12月） 

令和３年度セミナーを終えて（大会長・実行委員長 宗和 太郎）令和３年度全国保育士養成協議

会セミナー報告等、令和３年度ブロック研究助成・学術研究助成対象一覧、花だより等収載。 

３「保育士養成研究所報告書」（令和３年８月） 

研究所研修会報告、保育士養成研究所活動報告、新型コロナウイルス感染症への研究所の対応、保育士

養成倫理綱領ハンドブックについて、実習指導者認定講習について、指定保育士養成施設実態調査報告

、学術研究助成課題研究報告、ブロック研究助成成果報告等収載 。    

第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、令和３年度は508校から申請

があり、508名を表彰した。 

詳細は「会報 保育士養成」第100号(令和４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。令和３年度は28名を表彰した。 

詳細は「会報 保育士養成」第100号 (令和４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 令和３年７月３日（土）13：30～14：30 札幌ガ－デンパレス 

会員校数29校 出席校数27校 

（２）臨時総会 令和４年２月10日（火）15：00～15：20 オンライン開催 

会員校数29校 出席校数26校 

（３）理事会 

（第１回）令和３年５月29日（土）13：30～16：30 オンライン開催 

（第２回）令和３年７月３日（土）10：30～12：00 札幌ガーデンパレス 

（第３回）令和３年12月４日（土）13：30～16：40 札幌ガーデンパレス 



 

 

（第４回）令和４年２月10日（火）13：00～14：40 札幌ガーデンパレス 

（４）臨時理事会 令和４年２月７日（月）18：00～18：40 オンライン開催 

（５）全国セミナー 

（第１回準備委員会）令和３年７月３日（土）14：25～15：30 札幌ガーデンパレス 

（第２回実行委員会）令和４年２月10日（火）15：20～16：00 オンライン開催 

□ 東北ブロック 

（１）総会(理事会) 

（第１回）令和３年４月24日（土）オンライン会議 

会員校42校から38校参加（他に1校オブザーバー参加 参加者総数66名） 

（第２回）令和３年11月27日（土）八戸プラザホテル 

会員校42校から28校参加（参加者総数63名） 

（２）東北ブロックセミナー 

令和３年11月27日（土）、28日（日）八戸プラザホテル 

（３）研究助成事業 

共同研究・特別研究：各１件 

個人研究：３件 

□ 関東ブロック 

（１）総会 学習会（オンライン開催） 

令和３年６月５日（土）13：00～16：10（配信拠点：植草学園大学/植草学園短期大学） 

書面表決 会員校178校（表決時） 回答校数141校 未回答校37校 

（２）理事会 

（第１回）令和３年６月５日（土）10：00～    オンライン開催 

（第２回）令和３年９月25日（土）11：00～12：30 オンライン開催 

（臨 時）令和３年10月30日（土）10：30～13：30 ＴＫＰ東京駅ｾﾝﾄﾗﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

（第３回）令和４年１月22日（土）16：50～    オンライン開催 

（第４回）令和４年２月18日（土）11：40～12：30 オンライン開催 

（臨 時）令和４年３月21日（土）13：00～15：30 オンライン開催 

（３）関東ブロック協議会セミナー（オンラインセミナー） 

令和４年１月22日（土）13：00～16：40（配信拠点：植草学園大学/植草学園短期大学） 

（４）第35回学生研究発表会（講評会）（オンライン開催） 

令和４年２月18日（金）10：00～11：30（配信拠点：植草学園大学/植草学園短期大学） 

発表数 12校  17題 

（５）関東ブロック研究助成 

件数 ３件 

□ 中部ブロック 

（１）総 会（オンライン会議） 

令和３年４月19日（月）13：30～15：30（岡崎女子大学･岡崎女子短期大学発信） 

（２）理事会 

（第１回）令和３年４月19日（月）10：30～ オンライン開催 

（第２回）令和４年３月14日（月）13：15～ オンライン開催 

（３）幹事会 

（第１回）令和３年４月19日（月）11：30～ オンライン開催 

（４）中部ブロック第24回セミナー（オンライン開催） 

令和３年11月27日（土）（岡崎女子大学･岡崎女子短期大学発信） 

（５）令和３年度ブロック研究助成 ２件 

□ 近畿ブロック 



 

 

（１）総 会 ５月（開催中止、議案は書面審議） 

（２）理事会 

（第１回）５月（メール会議） 

（第２回）６月（メール会議） 

（３）教職員研修会（開催中止） 

（４）研究助成 

全国保育士養成協議会ブロック研究助成の選定 １件 

近畿ブロック保育士養成協議会研究費助成金の選定 １件 

□ 中・四国ブロック 

（１）総 会（オンライン開催） 

令和３年４月11日(日) （担当校 川崎医療福祉大学・高知学園短期大学） 

（２）役員会 

（第１回）令和３年４月11日（日）オンライン開催 

（第２回）令和３年４月11日（日）オンライン開催 

（第３回）令和３年12月３日（金）オンライン開催 

（３）第62回 保育学生研究大会(Web 開催) 

期 日 ホームページ開設:令和３年12月３日（金）～ 令和４年１月31日（月） 

Web学生交歓会リアルタイム配信:令和３年12月４日（土） 

当番校 鳥取大学・鳥取短期大学 

参加校数 研究発表15題、養成校紹介動画18校、オンライン交歓会参加６校 

（４）その他 

①中･四国ブロック協議会教職員研究助成：４件 

②全国保育士養成協議会ブロック研究・研究費助成採択：２件 

□ 九州ブロック 

（１）総 会 令和３年４月24日（土）14：00～16：30 オンライン方式 

会員校55校のうち49校（70名）出席 

（２）理事会 

（第１回）令和３年４月23日（金）17：00～19：15 オンライン会議 

（臨 時）令和３年５月24日（月）17：00～19：15 オンライン会議 

（臨 時）令和３年７月１日（木）11：00～12：15 オンライン会議 

（第２回）令和３年８月30日（月）18：00～20：10 オンライン会議 

（臨 時）令和４年１月12日（水）18：30～21：00 オンライン会議 

（第３回）令和４年２月17日（木）11：00～11：45 オンライン会議 

（３）令和３年度全国セミナー（宮崎大会）企画委員会 

（第６回）令和３年６月６日（日）11：15～12：30 オンライン会議 

（第７回）令和３年７月３日（土）15：00～16：30 オンライン会議 

（４）令和３年度全国セミナー（宮崎大会）実行委員会 

（第１回）令和３年６月６日（日） 9：30～11：00 オンライン会議 

（第２回）令和３年７月３日（土）13：30～15：00 オンライン会議 

（第３回）令和３年９月４日（土）10：30～12：30 オンライン会議 

（５）令和３年度ブロック研究・研究費助成の申請・採択（１件） 

（６）令和３年度九州ブロックプロジェクト研究・研究費助成の申請・採択（なし） 

３ 全国保育士養成協議会実習総合補償制度の加入状況 

令和３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52校、会員校賠償責任保険39

校の加入、傷害補償制度9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等をそれぞれ行い、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等をそれぞれ行

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 令和３年保育士試験の実施 

（１）試験日 

令和３年保育士試験は、従前と同様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も実施した。 

① 前期実施分通常試験(筆記)：令和３年４月17日（土）、18日(日) 

② 前期実施分通常試験(実技)：令和３年７月４日（日） 

③ 後期実施分通常試験(筆記)：令和３年10月23日（土）、24日(日) 

④ 後期実施分通常試験(実技)：令和３年12月12日（日） 

⑤ 地域限定試験(筆記)：後期実施分通常試験と同日にて実施（大阪府） 

なお、東京都保育士試験前期１日目のフォーラムエイト会場について、施設への不法侵入者に

よる消火設備への不法行為により電気設備への障害が生じ、照明設備を含む電気系統が使用不能

となる事態が生じたことから中止となったが、この対応として、試験の実施主体である東京都よ

り東京都の特例試験として試験の機会を確保するよう要請があったことから、東京都保育士試験

（会場：フォーラムエイト）の前期筆記試験１日目の受験者を対象として、下記により特例的に

実施した。 

     ① 試験日：令和３年５月２９日(土) 

     ② 試験会場：大正大学 巣鴨キャンパス 

（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81,881名 合格者数18,307名） 

① 通常試験 

47都道府県   受験申請者数 78,234名 

合 格 者 数 15,649名 

② 地域限定試験（大阪府） 

受験申請者数  1,339名 



 

 

合 格 者 数   350名 

③ 全科目免除者   受験申請者数  2,308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 令和４年保育士試験事務の実施に向けての準備 

令和４年も従前と同様に年２回の試験実施を予定している。 

大阪府は、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。なお、本年より、沖縄県についても、大阪府と同様に通常試験(後期)と同日程で地域限定試験を

同時に実施予定である。 

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）：令和４年４月23日（土）、24日（日） 

前期実施分通常試験（実技）：令和４年７月３日（日） 

後期実施分通常試験（筆記）：令和４年10月22日（土）、23日（日） 

後期実施分通常試験（実技）：令和４年12月11日（日） 

注）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 

に代えて保育実技講習会を実施予定である。 

５ 保育士試験における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について 

（１）基本的な対応 

消毒液の設置、試験室の換気、ソーシャルディスタンスの確保等可能な限りの感染防止対策を   

行い試験を実施 

（２）受験手数料の返還 

新型コロナウイイルス感染症に罹患し退院または宿泊療養等の解除が認められてない者や濃厚

接触者に該当し自宅待機の解除が認められていない者等に、特例として受験手数料の返金の取り

扱いを行った。返金者 66名 

６ 保育士資格取得に係るオンライン手続化 

   令和３年度補正予算に計上した４７都道府県からの保育対策総合支援事業費補助金を活用し、保育

士試験の受験申請手続きの簡素化や効率化による受験申請者の利便性の向上を図るためのオンライ

ンによる手続きに必要なシステム構築等を行った。 

第７ 第三者評価事業及び研修事業の実施状況 

１ 児童福祉施設における福祉サービス第三者評価事業 

令和３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、次のとおり研修会及び実習指導者認定講習を開催した。 

（１）研修会 

【第１回研修会】 

   ①テーマ：保育の質の確保・向上に資する養成校の取り組み 

②開催日：令和３年11月７日（日） 

③会 場：オンライン開催 

④講 師：福島猛、小泉裕子、鎭目健太、普光院亜紀、和田明人、小川清美、小原敏郎、齋藤多江子、 

     髙橋貴志、矢藤誠慈郎 

⑤参加者：35名 

 

【第２回研修会】 

①テーマ：保育の質の確保・向上に資する養成校の取り組み 

～学び続けようとする保育士の養成～ 

②開催日：令和４年２月23日（水・祝） 

③会 場：オンライン開催 

④講 師：石井章仁、遠藤純子、北野久美、児嶋雅典、中村千春、汐見稔幸、齋藤多江子 

⑤参加者：46名 

 

（２）実習指導者認定講習 

   ①後 援：厚生労働省 

②開催日：令和４年３月23日（水）/３月24日（木）【２日間】 

   ③会 場：オンライン開催 

   ④講 師：小櫃智子、那須信樹、原孝成、松島京、和田上貴昭、小川清美、小原敏郎、齋藤多江子、

髙橋貴志、矢藤誠慈郎 

⑤認 定：101名（他に講師においても全課程を修了することで修了者とみなすこととしており、10名

を認定）



 

 

事業報告 附属明細書 

 

令和３年度（令和３年４月１日～令和４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。 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 31日 

一般社団法人 全国保育士養成協議会 

 


