
 

 
令和４年度 開催要綱 

富山県保育所（園）・認定こども園マネジメント研修会 
～県指定キャリアアップ研修～ 

 

１．趣  旨 

近年、子どもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育所に求められる役割も多様化・複雑化

する中で、保育士には、より高度な専門性が求められるようになっており、各種の研修機会の

充実によって、その専門性を向上させていくことが重要となっています。 

平成 29年度から「技能・経験に応じた保育士等の処遇改善等」が実施され、副主任保育士・

専門リーダー・職務分野別リーダー等を設けることにより、キャリアパスの仕組みを構築し、

保育士等の処遇改善に取り組む保育園等に対して、キャリアアップによる処遇改善に要する費

用の公定価格加算がされるようになりました。 

   本研修は、キャリアアップ研修の 1分野の「マネジメント」について、主任保育士の下でミ

ドルリーダーの役割を担う立場に求められる役割と知識を理解し、自園の円滑な運営と保育の

質を高めるために必要なマネジメント・リーダーシップの能力を身に付けることを目的に開催

するものです。 

 

２．主  催 

   富山県保育連絡協議会 

    ※本研修は、保育士等（民間）処遇改善におけるキャリアアップ研修の「マネジメント」

分野の研修として、富山県保育連絡協議会が富山県から指定を受け、実施するものです。 

 

３．後  援 

富山市、富山県民間保育連盟、富山市認定こども園協議会、富山県保育士会 

 

４．日  時 

１日目 令和４年９月 ７日(水) 開会挨拶 １３時２０分  ～  １３時３０分 

講  義 １３時３０分  ～  １６時３０分 

２日目 令和４年９月 ８日(木) 講  義  ９時３０分  ～  １６時３０分 

３日目 令和４年９月１２日(月) 講  義  ９時３０分  ～  １６時３０分 

 

５．会  場 

   富山県農協会館 ８階 ホール 

   〒930-0006 富山県富山市新総曲輪 2-21 TEL 076-445-2051 

   ※会場には駐車場がございません。研修会にご出席の際は、公共交通機関をご利用いただき

ますよう、ご理解ご協力をお願い申しあげます。 

     

６．参 加 者  １５０名程度  ※事前課題あり・参加者へ 8月中旬頃メール送信 

 （１）保育園(所)・認定こども園の保育士・保育教諭（原則として経験年数７年以上） 

 （２）県及び市町村保育行政関係者 

 （３）その他保育に関係のある者 

 



 
７．日  程 

 

【9月 7日(水)】 

12：50～13：20 受付 

13：20～13：30 開会・挨拶 

13：30～16：30 

講義１＝人材育成＝ 

 「保育人材確保のポイント！」 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 監事 武居
たけい

 敏
さとし

 氏 

 

 

 【9月 8日(木)】 

 9：00～9：30 受付 

 9：30～12：30 

講義２＝働きやすい環境づくり＝ 

 「保育士が希望する働き方を実現しよう！」 

 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 監事 武居
たけい

 敏
さとし

 氏 

 

12：30～13：30 休憩（昼食） 

13：30～16：30 

講義３＝マネジメントの理解＝ 

 「保育所・認定こども園のマネジメントとは？」 

  ワールドワイド株式会社 代表取締役 池田
いけだ

 東史雄
と し お

 氏 

   

 【9月 12日(月)】 

 9：00～ 9：30 受付 

 9：30～12：30 

講義４＝リーダーシップ＝ 

 「福祉職場のリーダーシップ論」―リーダーを創る方法とは― 

  富山短期大学幼児教育学科 准教授 明柴
あけしば

 聰史
さ と し

 氏 

12：30～13：30 休憩（昼食） 

13：30～16：30 

講義５＝組織目標の設定＝ 

 「法人の事業計画の作成の視点について」 

  ワールドワイド株式会社 代表取締役 池田
いけだ

 東史雄
と し お

 氏 

16：30 閉会 

 

８．参加費   ３,０００円（１名）※会員・非会員共通 

        ※飲料は各自持参してくだい 



 
９．参加申込 

  （１）参加希望者は、下記専用サイトよりお申込みください。 

     申し込み受付期間：令和４年７月１日(金)～令和４年７月３１日(日) 

 

   【参加申込 URL】                      【QR コード】 
    http://www.mwt-mice.com/events/management-toyama2022   

   

 【お申し込みに関する問合せ先】 

    「名鉄観光サービス（株）富山支店」 

     〒930-0004 富山市桜橋通り１－１８ 住友生命ビル１Ｆ 

     TEL０７６－４３１－８０５６  FAX０７６－４３１－２０５６ 

 

  （２）昼食は原則として各自で準備するものとし、弁当（１食 1,000円税込み）を希望する場合

は参加申込サイトからお申込みください。 

 

   （３）参加費の支払いについては、「名鉄観光サービス㈱富山支店」より、参加券・請求書を発

行しますので、指定の振込み口座へ送金ください。（振込手数料は振込者負担） 

 

10．修了書の交付 

   全ての日程を受講した研修修了者には、修了後約１か月後に修了証の交付を予定しています。 

   本研修は、保育所等（民間）処遇改善におけるキャリアアップ研修として実施しますので、

研修修了者の名簿(１※)を作成し、富山県へ提出します。また、研修修了者が富山県以外の都

道府県で勤務することとなる場合は、他の都道府県及び市町村に修了者の名簿記載情報を提供

する場合がありますので、予めご了解願います。 

  １※名簿記載事項：①保育士登録番号（受講希望者が保育士の場合に限る。） ②氏名･生年月

日･住所 ③勤務先施設の名称･所在市町村名（現に保育所等に勤務している者に限る。）

④修了した研修分野 ⑤修了証番号 ⑥修了年月日 

    なお、虚偽又は不正の事実に基づいて修了証の交付を受けた場合等においては、研修の修

了を取り消すことになります。 

  ２※研修会参加にあたっては、名簿作成に必要な、①保育士登録番号（受講希望者が保育士の

場合に限る。）②氏名･生年月日･住所を参加申込サイトから登録していただきます。 

 

11．その他 

会場には駐車場がございません。ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。 

新型コロナウィルス感染症拡大予防のため、会場入場時の検温、手指消毒、マスク着用等に

ご協力ください。 

 

12．個人情報の取り扱い 

参加申込書に記載された情報は、研修会の運営・管理の目的に限って使用し、本会「個人情

報保護要領」に基づいて適切に取り扱います。 

なお、申込受付等に関する業務を「名鉄観光サービス㈱富山支店」に委託し実施するため、

情報を共有します。 

 

13. 事務局 

   富山県保育連絡協議会 担当：中出 

   〒930-0094 富山市安住町 5-21 富山県総合福祉会館（サンシップとやま）3 階 

   TEL.076-431-6727    FAX.076-432-6064   

E‐mail：hoikukyo@room.ocn.ne.jp   ホームページ https://toyama-hokyo.jp/ 

http://www.mwt-mice.com/events/management-toyama2022
mailto:hoikukyo@room.ocn.ne.jp


 

＊＊＊ 講師紹介 ＊＊＊ 
 

講義１、講義２ 

社会福祉法人聖隷福祉事業団 監事 武居
たけい

 敏
さとし

 氏 

主な経歴 

日本社会事業大学卒業後、1972 年社会福祉法人聖隷福祉事業団就職。 

2000年より 2010年まで社会福祉法人聖隷福祉事業団常務理事。 

2010年より 2021年まで社会福祉法人松渓会理事長。（認定こども園 2園、他の設置経営） 

2012、13年度、社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」委員。 

2014年より 2018年社会保障審議会福祉部会臨時委員、同部会福祉人材確保専門委員会委員。 

現在、社会福祉法人聖隷福祉事業団監事(幼保連携型認定こども園 8、保育所 5、他 211施設)。 

聖隷クリストファー大学社会福祉学部非常勤講師及び同大学院社会福祉学研究科非常勤講師。 

最近の著書 

『最新・社会福祉士養成講座 1｢福祉サービスの組織と経営｣』(編著 中央法規) 2021年  

『改訂 2 版 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程テキスト』 (共著 全国社会福祉協議会） 

『社会福祉学習双書 2022第 2巻｢福祉サービスの組織と経営｣』(編著 全国社会福祉協議会） 

『社会福祉施設経営管理論 2022』(共著 全国社会福祉協議会) 

 

講義３、講義５ 

ワールドワイド株式会社 代表取締役 池田
いけだ

 東史雄
と し お

 氏 

 大学卒業後、公務員を経て経営コンサルタントの道に入る。様々な企業の経営戦略指導、財務管

理指導、マーケティング指導、人事制度指導、ＩＳＯ認証取得指導などトータルなコンサルティン

グを展開。得意分野である人事・給与制度指導では独自の理論を展開、全国的にも数多くの実績を

有している。 

 その後、“経営の改善は人の改善、人の改善は人の心と行動の改善にあり”を実感し、「人を育て

る仕事」「人を遺す仕事」「人の心をマネジメントする仕事」に情熱を傾けることを決意。 

 「報徳仕法」の理念のもと、主に福祉分野での人間力向上、心田開墾を通じて経営の改善を図る

活動に専念。 

 現在、ワールドワイド株式会社 代表取締役を務め、全国で人財コンサルティング（人事管理・

労務管理・教育研修・採用支援・組織開発）を展開している。保育園・こども園での指導実績は 100

園を超える。 

 

講義４ 

富山短期大学幼児教育学科 准教授 明柴
あけしば

 聰史
さ と し

 氏 

主な経歴 

 大学卒業後、保育所、児童養護施設での勤務で基幹的職員、家庭支援専門相談員、里親支援専門 

相談員、法人の統括主任を歴任。在職中に大学院で教育学研究科幼児教育学領域修了(教育学修

士)。 

関西福祉科学大学社会福祉学部臨床心理学科講師を経て、2018 年 4 月より富山短期大学幼児教

育 

学科講師。保育所、放課後等デイサービスのアドバイザーを務める。 

 子育て支援講座等の講師、2017 年度から大阪府保育士等キャリアアップ研修（保護者支援・子育

て支援、マネジメント分野）講師。 

最近の著書 

 『保育と社会福祉』、2019、(共著、みらい) 

 『保育実践に求められる子ども家庭支援』、2019、(共著、ミネルヴァ書房) 

 『子どもと共に育ちあうエピソード保育者論』第 2版、2020、(共著、みらい) 

 『障害児の保育・福祉と特別支援教育』、2020、(共著、ミネルヴァ書房) 


