
 

 

 

 

平成 27 年度 

全国子どもの健全育成リーダー養成セミナー 

―子どもの視点から考える地域の居場所づくり― 

 

開催要綱 
 

 

１.事業の目的 

 
子どもの健全な育成を図る中核的な活動拠点である児童館及び放課後児童クラブにおいて、

指導的立場にある者の役割が重要であり、人材の養成が喫緊の課題となっています。本研修

は、社会的問題である児童虐待やいじめの発生予防と早期発見、地域の子育て支援、子ども

の主体性を尊重した活動の支援などの取り組みを進め、地域で子どもの健全な育成や成長・

発達を支えていくことができる人材の育成と専門性の向上を図ることを目的とします。 
 

 
２．主 催  厚生労働省  

 

 

３．対象者  地域で児童健全育成に携わる実践者（及びその指導者）、行政担当者、他 

 

 

４．日程・会場 

各会場定員 200 名（予定） 

日程 会場 申込締切 

平成 28 年 2 月 14 日（日） 
上智大学 10 号館講堂（千代田区） 

東京都千代田区紀尾井町７−１ 2 月 1 日（月） 

先着順 
15 日（月） 東京ビッグサイト 6 階会議室（江東区） 

東京都江東区有明 3-11-1 

                      

 
５．参加費  1,000 円（資料代） 

 

 

  

社会保障審議会児童部会 
第４回遊びのプログラム等に関する専門委員会 参考資料 

３ 平成２８年１月２９日 



６．プログラム 

1 日目 

2 月 14 日（日） 

会場 上智大学 10 号館 講堂 

13:00 オープニング   
「こどもたちからのサウンドメッセージ」こどもの城児童合唱団 
 

13:25 開会式・オリエンテーション 

13:35 行政説明（45 分） 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 
少子化総合対策室 

室長  野村 知司 氏 
14:20 基調講演（45 分） 

東京都 世田谷区長  
保坂 展人 氏 

15:05 休憩 
15:20 パネルディスカッション（100 分） 

 
テーマ：生きづらさを抱える子どもたちの地域での支援 

  
コーディネーター  

明治学院大学社会学部 

副学長 松原 康雄 氏 

 
パネリスト  

東京都 世田谷区長  
保坂 展人 氏 

 
社会福祉法人 興望館 

館長  野原 健治 氏 
  

   特定非営利活動法人 ゆめ・まち・ねっと 
代表  渡部 達也 氏 

 
コメンテーター 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 
少子化総合対策室 

室長  野村 知司 氏 

（17:00 終了） 
17:30 情報交換会（事前受付先着 50 名） 

 

  



2 日目 

2 月 15 日（月） 

会場 東京ビッグサイト 6 階会議室 

09:30 分科会（135 分：途中休憩あり）  
第 1 分科会 
児童虐待の発生予防と早期発見 
  ～子どもたちを見守り・支えるために～ 
コーディネーター 

立正大学 
副学長 大竹 智 氏 

 
話題提供者 

岐阜市 就労継続支援事業所ワークサポートみやこ 

所長  川上 宏二 氏  
 
特定非営利活動法人 りんく・いしかわ代表理事                 

／みどり町児童センター 
所長  山城  康代 氏 

第 2 分科会 
子どもの主体性を尊重した活動の支援 
～子どもの意見・表現・参画を考える～ 
コーディネーター 

埼玉県 草加市立氷川児童センター 
館長  下村 一 氏 

話題提供者 
東京都 八王子市中野児童館 

館長  井垣 利朗 氏  
 

    宮城県 石巻市子どもセンター 
施設長 原  京子 氏 

第 3 分科会 
「遊び」の意義と必要性 
  ～そのエビデンスを探る～ 
 コーディネーター 
         東京都 中野区北原児童館 

館長  千葉  雅人 氏  
話題提供者 

栃木県 上三川町立上三川小学校 
校長  柳澤  邦夫 氏  

コメンテーター 
         一般財団法人 児童健全育成推進財団 

理事長 鈴木 一光 氏 



第 4 分科会 
子ども・子育て支援と健全育成 
  ～自治体施策での位置づけと期待～ 
 コーディネーター 
         京都市北白川児童館 

館長   中川  一良 氏 
話題提供者 

東京都 目黒区子育て支援課 
児童館係長 橋本 栄蔵 氏 

         
他 児童館を推進する自治体 （調整中） 
 

コメンテーター 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

少子化総合対策室室長補佐 
竹中  大剛 氏 

 
第 5 分科会 
指定管理者制度における児童館マネジメント 
  ～運営のポイントと人材育成～ 

   
指定発言者 
        社会福祉協議会・株式会社 
ファシリテーター 

     一般財団法人 児童健全育成推進財団 職員 
 

11:45 休憩・移動 
12:00 全体会（分科会報告・アンケート記入・事務連絡） 

（12:30 終了） 
  
７．申し込み 

（１）申し込み方法 

申込用紙をお送りいただくか、インターネットの 

申込フォームからお申込みください。 

                        申込用 QRコード⇒ 

（２）参加決定 

① 先着順で決定します。締切日後も定員に達していない場合はお受けいたします。 

② 参加決定者には、参加証（参加のご案内、会場アクセス地図）を郵送でお送りします。

参加証は当日お持ちください。 

 

８．問い合わせ先・申込書送付先（受託団体） 

一般財団法人児童健全育成推進財団 研修部 

 TEL 03-3486-5141／FAX 03-3486-5142／Eメール kenshu01@kodomo-next.jp 
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 日本薬学会ビル 7階 

 

※2月 13日（土）午後、2月 14日（日）午前は上智大学にて、児童館・放課後児童クラブの実践報

告会「児童厚生１級特別セミナー」を行っております。どなたでも聴講できますのであわせてご検

討ください。 １級特別セミナー 
 

 



 

平成27年度 全国子どもの健全育成リーダー養成セミナー 

申込書 
 

 申込日：平成   年   月   日 

 
 

ふりがな  

職名 

 

 

   
氏名 

 

所属  

参加証郵送先 
（自宅・勤務先） 

（〒    －    ） 

TEL  FAX  

緊急連絡先（携帯等） 
 

                    ※14 日 情報交換会参加の方は必須。 

E メールアドレス 
                

 

○印 または 記号
をお入れください。 

日程 参加希望 プログラム 

2/14（日） 

 行政説明・記念講演・パネルディスカッション 

 情報交換会（5,000 円程度） 

2/15（月） 

第１ 

希望 
 分科会 

①児童虐待の発生予防と早期発見 

②子どもの主体性を尊重した活動の支援 

③「遊び」の意義と必要性 

④子ども・子育て支援と健全育成 

⑤指定管理者制度における児童館マネジメント 
第２ 

希望 
 

FAX 03-3486-5142 
E メール kenshu01@kodomo-next.jp 

【個人情報の取り扱いについて】個人情報は児童健全育成推進財団が定めるプライバシーポリシーに基づき適切に 
取り扱っています。また、当該事業の円滑な運営を目的として、申込書記載内容の一部を当日資料等に刷り込む 
ことがありますので、不都合な場合は事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。 

都道 
府県 


