
第 67 回 中国地区保育研究大会開催要綱 

 

１ 主  題 

すべての人が子どもと子育てに関わりを持つ社会の実現をめざして 

２ 趣  旨 

with コロナの時代に入りました。この 2 年間、私たちが懸命に日々の「保育」を守り続け 

    てきた結果、「保育」が社会を支え、生活を支える大切な役割（インフラ）であるというこ 

とが明らかになりました。そして保育現場の知恵と工夫により「新しい保育様式」を模索し 

つつ、大切な子どもの「命」と子どもの「育ち」を守ってきたことは私たちの誇りです。 

そんな中、昨年児童虐待の通告件数が 20 万件を超えました。私たちは多様な保育ニーズ 

を抱えた保護者の支援・子ども支援とともに、地域の子育て支援を担う役割もさらに大きく 

なってきています。 

本大会は、with コロナに相応しい保育をみなさんと一緒に考え、また昨今の保育をめぐる 

情勢をふまえつつ、全ての子どもの最善の利益の保障に向けて、研究協議を深め、学び合っ 

ていきたいと思います。このたびの記念講演は、子どもの「育ち」や子どもの「体力」に目 

を向けると保育の中の「あそび」がいかに大切であるかをあらためて認識できる内容です。 

大会を通じて「保育の質」の向上を目指すとともに保育の重要性を社会に発信していくこ 

とを目的として開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

 

３ 主  催   鳥取県子ども家庭育み協会・島根県保育協議会・岡山県保育協議会 

           広島県保育連盟連合会・広島市保育連盟・山口県保育協会 

           島根県保育協議会保育士部会・岡山県保育協議会保育会 

広島県保育連盟連合会保育士会・広島市保育士会 

山口県保育協会保育士部会 

４ 主  管  山口県保育協会 

 

５ 後  援  内閣府・厚生労働省      

社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国保育協議会/全国保育士会 

山口県・下関市・社会福祉法人山口県社会福祉協議会 

６ 期  日  令和４年７月１４日（木）・１５日（金）     

７ 会  場   下関市生涯学習プラザ（主会場） 
           〒750-0016 下関市細江町3-1-1 

           Tel :０８３－２３１－１２３４  Fax:０８３－２４２－６２３４ 

 

           海峡メッセ下関 国際会議場（サブ会場） 

           〒750-0018 下関市豊前田町3-3-1 

           Tel :０８３－２３１－５６００  Fax:０８３－２３１－５５９８ 

 

８ 参 加 者    鳥取県・島根県・岡山県・広島県・広島市・山口県保育関係者 約６００名       

 

９ 参 加 費    会 員１人につき   6,000円 

         非会員1人につき  １０,000円 

tel:０８３－２３１－１２３４
tel:０８３－２３１－１２３４


 

１０ 日  程 

      12：20 13：00  14：10 14：30     1６：３０ 18：30  20：30 

第１日目 

7/14 

（木） 

受付 
開会式 

基調報告 
移動 分 科 会 移動 

情報 

交換会 

 

      9：30 10：00     11：40 12：00 

第 2 日目 

7/15 

(金) 

受付 記念講演 閉会式 

 

１１ 内  容 

 （１）基調報告 

    全国保育協議会 

 

 （２）分科会 

【分科会テーマ】 

 

 

子ども・子育て支援新制度では、「保育の必要性（の認定）」に基づいて、保育が提供

されています。 

また、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけをあわせ持つ新たな幼保連携型認定

こども園が創設され、保育が提供されています。 

保育所は、保育所保育指針にもとづき、児童福祉施設として、各保育所における創意工

夫のもと、保育実践をすすめています。同時に、児童福祉施設ならびに学校である幼保連

携型認定こども園では、保育所保育指針を踏まえた「幼保連携型認定こども園教育・保育

要領」に基づき、保育実践が展開されています。 

本テーマでは上記保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領のもと、子

ども一人ひとりの健やかな育ちを保障し、保育の質を向上していくための手法や、さらに

今後の保育をめぐる動きのなかで大切にすべき保育実践の視点について研究を深めます。 

 

 

 

保育所・認定こども園等における今日的状況として、職員の就業形態や雇用形態の多様

化の進展があげられます。そのため、職員間の連携、チームワークの形成や、職場全体と

してのスキルアップに一層留意する必要があります。 

第１分科会： 新たな時代の保育実践～すべての子どもにむけて～ 

 

第２分科会： 保育者の資質向上を図る 

 



 

また、「保育士等の処遇改善」と関連して、保育士の技能・経験に着目したキャリアア

ップの仕組みが示され、さらなる人材育成への取り組みが求められます。 

本テーマでは、より多くの保育ニーズに応えるため、内外の研修受講や情報共有のあり

方、保育者の自己評価など、職員の資質向上にむけた効果的・具体的な実践とともに、今

後、保育者自身にもとめられる資質向上のあり方について研究を深めます。 

 

 

 

子どものより良い育ちにむけ、乳幼児期を含めた保育所・認定こども園等から小学校さ

らに中学校への連携は、子ども一人ひとりの成長を連続的にとらえる視点として重要です。 

また、新制度では各市町村で策定された「子ども・子育て支援事業計画（都道府県にお

いては子ども・子育て支援事業支援計画）」に基づき事業実施が行われ、各地域の保育施

策の充実化にむけては、保育・子育て支援関係者と各地域の行政機関等との連携や、信頼

関係の構築も一層大切となります。 

さらには、子どもの貧困に起因する課題への対応、児童虐待予防、病児・病後児保育な

ど、保育所・認定こども園等が単体のみならず、地域の関係各機関と連携・協働をもって

すすめるべき取り組みは数多くあります。 

社会福祉法人や社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の子ども・子育て支援に関する

事業者団体、当事者組織等の様々な組織・団体が互いに連携し合い、課題の解決にあたる

共通の土台（プラットフォーム）を起点とし、個々の団体だけでは対応が難しい課題にも、

より大きな力が発揮され、多様なニーズや課題に柔軟かつ迅速に対応することが可能とな

ります。 

本テーマでは、子どものより良い育ちにむけた、多様な機関との連携・協働のすすめ方

や保育所・認定こども園等が果たすべき役割などについて研究を深めます。 

 

 

 

   保育所・認定こども園等には、施設を利用する家庭だけではなく、地域の子育て家庭に 

対しても妊娠期も含めて子育て支援を継続的に行うことが求められており、保育士・保育 

教諭にはそのための知識・技術・手法の習得が必要となっている。 

また、保育所・認定こども園等として、子育て支援に関する地域の関係機関、団体等との 

連携による支援体制の構築も重要であり、状況に応じて制度の狭間を埋めるような支援も 

望まれる。 

本分科会では、保育所・認定こども園等が行う、地域における保護者に対する支援に関す

る研究を深めます。 

 

 

 

 

第３分科会： 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 

 

第４分科会： 地域における子育て支援 

 



 

  【分科会構成】 

分科会テーマ 講評者 司会・提案 
全国 

提案 

１ 新たな時代の保育実践 

  ～すべての子どもに向けて～ 

宇部フロンティア大学 

短期大学部 

准教授 重村 美帆 

島根県 〇 

２ 保育者の資質向上を図る 
神戸松蔭女子学院大学 

教授 寺見 陽子 
広島県 〇 

３ 子どものより良い育ちに向けた 

  関係機関とのネットワーク 

宇部フロンティア大学 

短期大学部 

教授 伊藤 一統 

山口県 

(防府支部) 
〇 

４ 地域における子育て支援 
周南公立大学 

准教授 竹下 徹 

山口県 

(光支部) 
〇 

 

  【協 議 題】 

      協議題は、分科会テーマを中心とする。 

   〔提案発表趣旨〕 

    分科会での提案発表者は、その趣旨を所定様式１０枚以内に題名、施設名、職名、名前を 

明記して、中国各県・広島市保育組織事務局へ５月１０日（火）までに提出してください。 

    中国ブロック各県・広島市保育組織事務局は、提出される原稿を５月１７日（火）までに 

大会事務局に送付してください。 

  【運営方式】 

    提案→質疑応答→休憩→講評（講師による講義）とする。 

  【構 成 員】 

    講評者・提案者・司会者・記録者・幹事をおく。 

  【提案発表時間】 

    １題につき、４０分とする。 

  【討議内容のまとめ】 

    司会者は、提案発表をもとに運営方式に従って進行し、記録者、幹事と討議内容を     

まとめ、後日（8 月末）中国ブロック保育協議会会長に報告する。                                                                         

   

   

 



 

  

（３）記念講演  

    演題 コロナ禍で考える！子どものからだと心 

講師 日本体育大学 教授 野井 真吾（のい しんご） 氏 

 

       1968 年、東京生まれ。日本体育大学・教授。学校保健学、 

   教育発達学、体育学を専門として、子どもたちの“からだ”にこだわった 

研究活動を行っている。主な著書に『からだの“おかしさ”を科学する』 

（かもがわ出版）など多数。 

 

 （４）参加および宿泊等の申し込みについて 
 

     参加及び宿泊等の希望者は、グーグルフォームにて５月１３日（金）までに、近畿日本 

     ツーリスト特約店 (株)ツーリスト山口 下関営業所「第６７回中国地区保育研究大会」係 

     へ申し込んでください。 

  

（５）個人情報の取り扱い 
 

「参加申込書」及びレジュメ等に記載された個人情報は、本大会の運営・管理の目的に 

限って使用します。なお、本大会の申込受付等に関する業務を近畿日本ツーリスト特約店 

(株)ツーリスト山口 下関営業所に委託し実施するため、宿泊手配等のサービス提供を目的 

として共有します。 

 

（６）大会事務局 
 

      一般財団法人山口県保育協会 

〒753-0072 山口県山口市大手町９－６ 山口県社会福祉会館内  

Tel:083-925-2424 Fax:083-925-2212 E-mail: yamahokyo@mist.ocn.ne.jp 

 

 （７）参加および宿泊申込先  
 
     近畿日本ツーリスト特約店 株式会社ツーリスト山口 下関営業所 

        「第６７回中国地区保育研究大会」係 

      Tel:083-223-4891 E-mail：hoiku６７@tourist-shimonoseki.jp 

             

 

 

 

tel:083-925-2424
mailto:yamahokyo@mist.ocn.ne.jp
tel:083-223-4891


第 67 回 中国地区保育研究大会 

【大会参加・情報交換会・ご宿泊・懇親会のご案内】 

ご挨拶 

 謹啓 皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度は「第 67 回中国地区保育研究大会」が下関市にて開催されますことを心よりお祝い

申し上げます。 

ご参加の皆様方が快適に大会参加いただけますよう、私ども、近畿日本ツーリスト「ツーリ

スト山口下関営業所」がご宿泊をはじめ懇親会等をお手伝いさせていただくことになりまし

た。大会の成功に向け、精一杯お手伝いさせていただきます。 

皆様方のご利用を心よりお待ち申し上げております。 

謹白 

 

                              近畿日本ツーリスト 特約店 

㈱ツーリスト山口 下関営業所 

◆日時・会場・参加費 

【日 時】 令和 4 年 7 月 14 日(木)～15 日(金) 

【全体会場】 下関市生涯学習プラザ 

 【分科会場】  下関市生涯学習プラザ、海峡メッセ下関 国際会議場 

【参 加 費】   会員 6,000 円(会員でない方 １０,000 円) 

 ※大会参加費は大会事務局に代わりツーリスト山口下関営業所が代行収受いたします。 

◆お申込み・今後のスケジュール 

 ◉お申込み締切日 令和４年 5 月 13 日(金) 

 ◉別紙旅行条件書をご一読の上、右記 QR コードまたは、 

申込みフォームからお申し込みお願いします。 

 

 ◉お申込受付後、各種参加券とご請求書を 6 月 10 日までに発信いたします。 

  予約内容(ご請求書)確認の上、請求書記載の指定口座へ支払い期日までにご入金をお願

いいたします。(振込手数料はお客様負担とさせて頂きます。) 

 

お申込みお問い合わせは下記までお願いいたします。 

近畿日本ツーリスト特約店 (株)ツーリスト山口下関営業所 第 67 回中国地区保育研究大会 係 

〒750-0006下関市南部町 7-5 電話 083-223-4891 営業時間:平日９:３０～1７:30 (土日曜日・祝日休業) 

  お問合せ・変更・取消は E-mail : hoiku67@tourist-shimonoseki.jp 

にてお願いいたします。 

https://forms.gle/M4mqEjjqihjVVnJZ9


 

 

大会日程 

期  日 会  名 時  間 会  場 

第一日目 

７月14日(木) 

受付 12:20～13:00 下関市生涯学習プラザ 

開会式 基調報告 13:00～14:10 

休憩・移動 14:10～14:30 

分科会 14:30～16:30 

移動 16:30～18:30 

情報交換会 18:30～20:30 下関グランドホテル 

第二日目 

7 月 15日(金) 

受付 9:30～10:00 下関市生涯学習プラザ 

記念講演 10:00～11:40 

閉会式 11:40～12:00 

 

 

情報交換会のご案内 

【設定日】令和４年７月１４日(木) １８時３０分～２０時３０分 

【会 場】下関グランドホテル  メイン会場２階「飛翔の間」、サブ会場４階「芙蓉の間」 

【参加費】 8,000 円(事前申し込みお願いします。当日の追加設定は出来ませんご了承下さい。) 

 

 

分科会のご案内 

分科会名 テ  ー  マ 会  場 

第１分科会 新たな時代の保育実践 ～すべての子どもにむけて～ 最終のご案内

にてご確認 

下さい。 第２分科会 保育者の資質向上を図る 

第３分科会 子供のより良い育ちにむけた関係機関とのネットワーク 

第４分科会 地域における子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ご宿泊のご案内 

【設 定 日】令和４年７月１３日(水)前泊・７月１４日(木)当日泊 

【設定地区】下関市内 

☆ 宿泊料金は、お一人様１泊朝食付き(ｻｰﾋﾞｽ税・消費税込み)・夕食は含まれません。 

☆ お申し込み順にご予約いたします。第一希望、第二希望をご記入ください。 

※この時期下関はﾄｯﾌﾟｼｰｽﾞﾝになり各ホテルともに数に限りがあります。 

☆ ご宿泊ホテル一覧表よりお選びください。申込記号にてお申し込み下さい。 

☆ ツィンルーム希望の方は、同室者名(所属名)をご記入ください。 

 

 申込 

記号 
宿泊ホテル名 

部屋 

ﾀｲﾌﾟ 

宿泊 

料金 

下関駅からの 

距離 

会場(生涯プラザ)へ

の距離 

A-1 

下関グランドホテル 

海側 

ｼﾝｸﾞﾙ 
14,000 円 

駅より３０分 

車１０分 

ホテルより 

徒歩１５分 

車 ７分 

A-2 
海側 

ﾂｲﾝ 
11,000 円 

A-3 
街側 

ｼﾝｸﾞﾙ 
10,000 円 

A-4 
街側 

ﾂｲﾝ 
9,000 円 

B-1 

スマイルホテル下関 

ｼﾝｸﾞﾙ 8,000 円 

駅より徒歩３分 ホテルより徒歩７分 

B-2 ﾂｲﾝ 7,000 円 

C-1 ヴィアイン下関 ｼﾝｸﾞﾙ 8,500 円 駅より徒歩３分 ホテルより徒歩７分 

D-1 東横イン下関 ｼﾝｸﾞﾙ 6,800 円 駅より徒歩６分 ホテルより徒歩６分 

E-1 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ PREMIUM 
ﾀﾞﾌﾞﾙ 

/ｼﾝｸﾞﾙ 
11,500 円 駅より徒歩６分 ホテルより徒歩５分 

F-1 ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙﾌﾟﾚﾐｱ 
ﾀﾞﾌﾞﾙ 

/ｼﾝｸﾞﾙ 
12,500 円 駅より徒歩６分 ホテルより徒歩５分 

G-1 下関ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ ｼﾝｸﾞﾙ 6,000 円 駅より徒歩５分 ホテルより徒歩 8 分 

H-1 
下関駅西口 

ﾜｼﾝﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ 
ｼﾝｸﾞﾙ 7,300 円 駅より徒歩５分 ホテルより徒歩１０分 

I -1 ｽｶｲﾊｰﾄﾎﾃﾙ下関 ｼﾝｸﾞﾙ 6,000 円 駅より徒歩１０分 ホテルより徒歩 8 分 


