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in富山第11回 全国大会子ども･子育て支援
～繋げよう!!子育て・保育を支える多様な対応を今に～

　「第11回 全国大会」がコロナ禍に伴う感染症拡大防止対策により、２回の延期で丸２年間、又、前回の「第10 回 山梨大会」
から３年もの時が過ぎてしまいました。
　社会では、持続可能な開発目標（SDGs）への取り組みや、災害や感染症に対する備えや対策が強く求められています。
　このような状況の中で子どもの環境悪化として、児童虐待や貧困家庭など根深い問題が山積しており、幼児教育・保育や福
祉の多様な対応が求められています。そして、本大会が延期となった期間中には、「コロナのせいで出来なかったこと」「コロ
ナのおかげで学んだこと」等が多く有ったのではないでしょ うか。
　本大会は、「子どものための子育て支援」と「保護者のための子育て支援」の両方を普段の生活や遊び等を通して全ての子
どもが幸せになるために、子育て支援と保育関係者など関心のある方々が一堂に会して、子育てと保育の課題を学び、問題を
共有し、解決策を発信し、今の子育て支援と保育の一助となる様に思いを込めて開催いたします。
　「世界で最も美しい湾クラブ」、「立山黒部ジオパーク」、「鉄道ファン必見」の富山へ、そして、「自然と食の魅力あふれる富山」
においで下さい。お待ちしています。

富山市立奥田中学校
　バスケットボール部 コーチ

坂本　穣治 氏

大阪教育大学 教授小崎　恭弘 氏
武庫川女子大学 教授倉石　哲也 氏
富山短期大学 教授石動　瑞代 氏

井桁　容子 氏 非営利団体コドモノミカタ 代表理事

大阪公立大学 教授山野　則子 氏
オフィスぼん スーパーバイザー久賀谷　洋 氏
富山大学 名誉教授神川　康子 氏
富山国際大学 准教授石倉　卓子 氏

京都大学大学院 教授
明和　政子 氏基調講演

問い合わせ先

分 科 会記念講演

「第11回 子ども・子育て支援全国大会 in 富山」実行委員会

ichiisien@triton.ocn.ne.jp

※基調講演、分科会、記念講演中の録音・録画撮影等はできません。

〒939-8191 富山県富山市布市682-1　TEL: 076-429-6161
 （幼保連携型認定こども園いちい保育園内）いちい子育て支援センター

〇事務局 （野上）

kokonet-toyama@esupport.jp
〒936-0854 富山県滑川市小林69　TEL: 076-475-3837

（中加積保育園内）中加積保育園ちびっ子広場 
〇実行委員長 （柳溪）

（10：00～11：30）
午前

（13：00～14：30）
午後

（五十音順）

第11回

参　加 子育て支援・保育関係者など

参加費 参集参加：16,000円　録画参加：5,000円　交流会参加：9,000円

会場

日時

主　催

後　援 内閣府／厚生労働省／富山県／富山市／日本保育協会／全国保育協議会／全国私立保育園連盟／子育てひろば全国連絡協議会
富山県民間保育連盟／富山県社会福祉協議会／富山市社会福祉協議会／富山県保育連絡協議会／富山県保育士会
富山大学／富山国際大学／富山短期大学／富山福祉短期大学／高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所
ＮＨＫ富山放送局／北日本放送／富山テレビ放送／チューリップテレビ／北日本新聞／富山新聞／読売新聞／北陸中日新聞

日本子ども子育て支援センター連絡協議会（ここネット）

（富山県子育て支援センター連絡協議会／富山県民間保育連盟）
主　管「第11回 子ども・子育て支援全国大会 in 富山」実行委員会

富山国際会議場研修会

交流会

富山県富山市大手町１番２号
TEL：076-424-5931

※参集参加の方も録画が見られます（11/11～11/30）

※参集・録画参加とも複数人での視聴はできず、また録音・録画撮影等はできません。

【依頼中】

ANAクラウンプラザホテル富山

ANAクラウンプラザホテル富山
富山県富山市大手町２番３号　TEL：076-495-1111

令和4年 月11 日 ～4 （金） 日5 （土）

in富山
全国大会子ども･子育て支援

～繋げよう!!子育て・保育を支える多様な対応を今に～

https://www.kokonet.org/

400名程参集参加：

400名程録画参加：

雨晴海岸からの立山連峰

黒部宇奈月トロッコ電車立山黒部ジオパーク

ライトレール海王丸と新湊大橋

ホタルイカ

ぶりしゃぶ

白エビ

ますの寿司

kodomokosodate-toyama11
http://www.mwt-mice.com/events/

子ども・子育て支援全国大会
登録システム

■お問い合わせは
名鉄観光サービス株式会社 富山支店

TEL 076-431-0856

こちらからも
お申込みできます

お申込みはこちら



京都大学大学院 教授
明和 政子 氏

富山国際大学 准教授
石倉 卓子 氏

非営利団体コドモノミカタ
代表理事

井桁 容子 氏

富山短期大学 教授
石動 瑞代 氏

富山大学 名誉教授
神川 康子 氏

武庫川女子大学 教授
倉石 哲也 氏

オフィスぼん スーパーバイザー
久賀谷 洋 氏

大阪公立大学 教授
山野 則子 氏

大阪教育大学 教授
小崎 恭弘 氏

富山市立奥田中学校
バスケットボール部 コーチ

坂本 穣治 氏

分科会　午前の部　10：00～11：30

分科会　午後の部　13：00～14：30

ヒトの育ちを科学の視点で理解する
―ポストコロナ社会に生きる次世代に向けて

子育て、人育ての大切さ

11月4日（金）15：30～17：00 会場：富山国際会議場 3階メインホール

11月5日（土）15：00～16：00 会場：富山国際会議場 3階メインホール

京都大学院教育学研究科博士後期課程修了、博士（教育学）。
京都大学霊長類研究所研究員などを経て、現在、京都大学大学院教育学研究科教授。
文部科学省科学技術学術審議会委員、日本学術会議連携会員、こども家庭庁有識者懇談会委員。
ヒトとヒト以外の霊長類の心のはたらきを胎児期から比較し、ヒト特有の心の発達とその進化的基盤を明らかにする「比較認知発達科学」
という分野を世界にさきがけて開拓した。
著書に『ヒトの発達の謎を解く―胎児期から人類の未来まで（ちくま新書）』『まねが育むヒトの心（岩波ジュニア新書）』『心が芽ばえるとき
（NTT出版）』『なぜ「まね」をするのか（河出書房新社）』など多数。
NHKスペシャル『ママたちが非常事態！?　最新科学で迫るニッポンの子育て1・2（2016年放送）』『ニッポンの家族が非常事態!?～第１集わ
が子がキレる本当のワケ～（2017年放送）』『ジェンダーサイエンス 男X女　性差の真実（2021年放送）等の監修、出演により、現代社会に
生きるヒトが抱える問題を最新科学の知見から理解する活動にも力を注いでいる。

1960年　１月２日生まれ　現在62歳
1975年　奥田中学校卒業
1978年　富山工業高校建築科卒業
高校卒業後東京の建材店、ヤブ原産業にて5年間勤務。その後、家業の坂本吹付工業に勤務。 現在に至る。
バスケットボールは中学校から始める。 高校では県優勝、国体選抜の経験あり。
1992年、小学生対象の富山ジュニアスポーツ教室指導員。同時に奥田中学校バスケットボール部の外部指導
者を委託され、中学生当時の八村塁選手、馬場雄大選手も指導した。
現在も奥田中学校男女バスケットボール部のコーチとして30年間続けている。

富山国際大学子ども育成学部准教授。
これまで、特別支援学校・幼稚園の担任として16年間勤務。
大学の授業では、保育内容（環境）、生活などを担当。
実習・キャリア支援にも携わる。現在は子どもにとっての望ましい園庭のあり方について
チームで研究中。
5人兄弟の紅一点、10人家族の中でやんちゃに育つ。関節リウマチと仲良く付き合いなが
ら、病気の方々にも希望を届けられるような教員目指して奮闘中。
描いた子どもの絵を無料イラストで貢献できないかと日々模索。

子どもの成長発達と睡眠習慣
現在：富山大学名誉教授、エムール睡眠・生活研究所所長、一般社団法人日本睡眠改善協議会・理事、日本眠育協議会・理事、博士（学術）
略歴：奈良女子大学家政学部住居学科卒業、同大学院家政学研究科住環境学専攻修了、1980年富山大学教育学部赴任、2006～2010
年3月附属小学校長兼務、2013年3月31日～人間発達科学部長、2015年4月～2019年3月31日富山大学理事・副学長（教育担当）
専門：睡眠学、住居学、家庭経営学、家族関係学
これまでの社会的活動：富山県教育委員、富山県人事委員、富山県公安委員、他
おもな著書：子どもの思考を育む家庭科の授業（共著、教育図書）、「眠気の科学」（共著、朝倉書店）、応用講座「睡眠改善学」（共
著、ゆまに書房）、「新版 生活主体を育む―探求する力をつける家庭科―」（共著、ドメス出版）、基礎講座「睡眠改善学」第2版（共
著、ゆまに書房）、すいみん・かるた（エムール睡眠・生活研究所）、他

保育士、自閉症スペクトラム支援士EXPERT。オフィスぼんスーパーバイザー／自閉症eサービス全国ネット。
桃山学園外部アドバイザー、元千里金蘭大学講師。
京都市立保育所、京都市児童福祉センター、京都市発達障害者支援センター（兼務）を経て、現在は発達障害のある乳
幼児から成人、その家族への支援に携わり、保育所等訪問支援事業や教育機関・福祉機関へのコンサルテーション、講
演等を実施している。大学は、昨年定年退職。
主な共著：「保育講座　保育実習」「新・保育講座　保育者論の探究」「新・保育講座　乳児保育」「アクティブラーニン
グで学ぶ福祉科教育法」「強度行動障害のある人の『暮らし』を支える」等

子育て支援で大切にしたいこと
～その子らしさを生かす子育てを親とともに～ その支援を考える

家族をつくり・つなぐ父親の子育てと

人口減少社会における子育て支援の役割

子どもの現状と課題～コロナ禍をふまえて～

子育て支援の現況と課題
1976年4月から2018年3月まで保育実践研究施設の東京家政大学ナースリールームに42年間勤務し、東京家政大学非常勤講師
も務め、保育の実践及び保育者養成に関わりながら研究に従事。
2018年4月よりフリーとなり乳幼児教育実践研究家として、「非営利団体コドモノミカタ」代表理事、「保育の根っこを考える
会」主宰などを務める。
保育実践の場から抽出した子どもの本質、質の高い保育の在り方について数多くの実践研究や講演、保育・子育て関係著書多数
を執筆。また保育コンサルティング、ワークショップ、メディアにおいては、NHKEテレ「すくすく子育て」助言者「いないいない
ばあ」監修、そのほか保育DVD制作、子どもと大人向け音楽CDプロデュースするなど、日本の子どもが置かれる環境の質の底上
げのために幅広く活動中。2020年11月に育児雑誌編集長が選ぶ『第13回ペアレンティングアワード』の文化人部門を受賞。

大阪公立大学 現代システム科学研究科 教授。日本学術会議 特任連携会員。
内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議委員、貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データベースの構築等に向けた
研究会座長、デジタル庁国民向けサービスグループこどもに関する各種データの連携に係るガイドライン策定検討委員会委員、
厚生労働省社会保障審議会児童部会委員、文部科学省第９期中央教育審議会委員などを歴任。
現在、大阪府子ども施策審議会会長、大阪市こども子育て支援会議会長。国からの委託を受け（内閣府委託）沖縄子供の貧困緊
急対策事業分析・評価・普及事業、（厚生労働省特別研究）コロナ禍における子どもへの影響と支援方策のための横断的研究な
どを行う。
主な著書に「子どもの貧困調査」（編著 明石書店2019）、「学校プラットフォーム」（単著 有斐閣2018）などがある。

大阪教育大学教育学部学校教育教員養成課程家政教育部門(保育学)教授
大阪教育大学附属天王寺小学校長
1968年生まれ。(兵庫県出身)
97年武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科終了。
09年関西学院大学大学院人間福祉研究科後期博士課程満期退学。
91年西宮市市役所初の男性保母として採用・市役所退職後、神戸常盤大学を
経て、現職。
専門は「保育学」「児童福祉」「子育て支援」「父親支援」

「育児父さんの成長日誌」朝日新聞社。
「男性保育士物語」ミネルヴァ書房。
「家族支援論」相川書房。
「ワークライフバランス入門」ミネルバァ書房。
「パパぢから検定」小学館。
「パパルール」合同出版。
「わが家の子育てパパしだい」「きょうだいの育て方」
「お母さんのためのくじけない男の子の育て方」
「思春期男子の育て方」「家族・働き方・社会を変
える父親への子育て支援 : 少子化対策の切り札（別
冊発達）」など著書多数

子どもを真ん中にした子育て支援を考える
富山短期大学幼児教育学科教授。富山短期大学付属みどり野幼稚園長を兼務。
お茶の水女子大学家政学部児童学科卒業後、富山県職員として児童相談所等に勤務。
その後、人間科学修士を取得し、現職。乳児期の保育や保育カリキュラム、家庭支援等について研究するほか、子ども子
育て会議等の委員として、地域行政に関わっている。
著書に、「保育と子ども家庭支援論」（みらい、共著）、「困ったときの子育てQ＆A」（楓工房、共著）などがある。
また、県内の子育て情報誌『ハッピーママ富山版』で「乳幼児期の子育て相談」を担当するなど、子育て支援活動に参加
している。

武庫川女子大学　文学部心理・社会福祉学科　教授
関西学院大学大学院社会学研究科修士課程修了（社会学修士）
神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士後期課程修了（学術博士）
カリフォルニア大学バークレー校スクール・オブ・ソーシャルワーク客員研
究員（2007～ 2008）
専門は、児童家庭福祉論　

阪神大震災では避難所での子どもの心のケアを西宮市内 10 箇所でボラン
ティアさんと実施。
2001 年より神戸市総合児童センターや拠点児童館で「就学前から思春期ま
での子育て講座」を主宰し、これまで出会った保護者の方は 1000 名あまり。

◇主な社会活動
厚生労働省　社会保障審議会児童部会委員
厚生労働省　社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会委員
厚生労働省　社会保障審議会児童部会地域における保育所・保育士等の在り方
に関する検討会座長
令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業　「保育所等における外国籍
等の子ども・保護者への対応に関する調査研究事業検討委員会」委員長
令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業　「不適切な保育に関する対
応」有識者検討会座長
令和3年度保育所等における保育実践の充実に関する調査」有識者検討会座長
大阪府社会福祉審議会児童措置審査部会委員
兵庫県子どもセンター（児童相談所） 児童虐待総合対応専門員
兵庫県女性センター（婦人相談所）運営委員会会長

記念
講演

基調
講演

分 科 会

分 科 会

分 科 会

分 科 会

分 科 会

分 科 会

分 科 会

分 科 会

子育て支援の環境～カタチからのヒント


