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令和２年９月 11 日
認可保育所、認定こども園、幼稚園（給付対象）
、
小規模保育事業、家庭的保育事業、
横浜保育室、認可外保育施設 設置者・園長・施設長各位
こども青少年局保育・教育運営課
運営指導等担当課長

令和２年度

保育・教育施設長向け組織マネジメント等講習について(ご案内)

日頃より保育・教育行政にご協力いただきありがとうございます。
横浜市において、近年、保育・教育にかかる施設・事業や法人の運営上で大きな問題が発覚し、理
事等経営体制の刷新や、施設の休園といった事態が起こっています。保育・教育を取り巻く環境が急
激に変化する中、保育・教育施設や事業の運営が社会的に注目を集めると共に、法人としてまた施設
運営の責任者として適切な管理がこれまで以上に求められています。
継続して安定的に法人や施設を運営し続けるためには、社会的な責任を有する組織として、求めら
れることを的確に把握し、対応をすることが必要です。
横浜市では平成 30 年度から、各保育・教育施設長を対象とした標記講習を開催しております。今
年度においても、下記のとおり開催いたしますのでご案内いたします。
別紙開催要項をご確認のうえ、下記 URL より参加希望日・参加方法を選択のうえ、お申し込みをお
願いします。追って受講日確定のご連絡をいたします。（10 月上旬予定）
＜講習概要＞
講習内容 ：ガイダンス編、リスクマネジメント編、組織マネジメント編。原則として全項目を受
講してください。受講方法・内容など、詳細は別紙参照
受講対象者：施設長・園長…認可保育所、認定こども園、幼稚園（給付対象）
、
小規模保育事業、家庭的保育事業
横浜保育室、認可外保育施設
※ガイダンス編については、法人管理者の方もご参加できますので、ぜひお申込みく
ださい。
申込締切 ：９月 26 日（土）17 時
なお、先着順で締め切ります。原則、今年度初めて受講する方を優先いたします。
受講日程確定のご連絡：10 月上旬（予定）
申込 URL：下記 URL（または裏面リンクページへの案内を参照）か、二次元コードをご利用のうえ
お申し込みをお願いします。また、横浜市ＨＰ内、
「事業者の皆さまへ 横浜市の通知・
お知らせ」ページにもリンクがございます。
詳しくは開催要項の裏面をご覧ください。
※お申込みの際には受講者本人のメールアドレスの登録が必要になります。なお、
個人情報の取扱いにつきましては、お申込みいただいた研修目的以外には使用い
たしません。
施設長・園長用二次元コード

＜施設長・園長用の申込ＵＲＬ＞
https://www.e-shinsei.city.

（法人管理者等用は次ページ参照）

yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?acs=r2soshikishisetu

＜法人管理者等用の申込 URL＞

※ガイダンス編のみ申込できます。

https://www.e-shinsei.city.
yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?acs=r2somanehoujin

次ページあり

＜リンクページへの案内＞
「横浜市から施設・事業者のみなさまへ」の通知欄に申請ページへのリンクがあります！
横浜市 HP トップページ→事業者向け情報→分野別メニューの「子育て」
→子ども子育て支援新制度移行案内について
→横浜市から施設・事業者のみなさまへ

お知らせの９月 11 日欄に
リンクがあります。

スマートフォンなどから下記の二次元コードでもお申込み
できます！
締切は９月 26 日（土）17 時までです。
なお、先着順で締め切る場合がございます。
法人管理者等用コード
施設長・園長等用コード

(ガイダンス編のみ申込可)

横浜市こども青少年局保育・教育運営課
組織マネジメント等講習担当
TEL：045-671-3564

別 紙

保育・教育施設長向け組織マネジメント等講習開催要項

開 催 方 法
今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、下記の①②のど ち ら か を選択して受講し
ていただけます。それぞれの受講要件については裏面の開催日程を確認してください。
①「講義…web 上で配信する動画」＋「グループワーク…オンラインでの受講」
②「講義…web 上で配信する動画」＋「グループワーク…人数制限をかけた会場にて実施」

Web 講義は休憩をはさみながら
各自受講してください

【参考：受講イメージ】

①講義はweb上で配信する動画、グループワークもオンラインでの受講
講義の
種類

１ガイダンス編

所要時間 2時間15分程度

２リスクマネジ

３組織マネジメ

グループワーク(1ガイダンス編～３組織マネジメ

メント編

ント編

ント編をweb上で受講した方が参加できます)

1時間45分程度

3時間半程度

約4時間程度

web上で配信する動画を閲覧して受講してください。
方法

事前学習課題があります。グループワークを受ける前
に必ず提出をお願いします。

オンライン上で

・Zoom(通話などが可能となるwebアプリ)と
・UMU(アンケートなどを行うアプリ)

を利用し実施します。

②講義はweb上で配信する動画、グループワークのみ人数制限をかけた会場にて実施
講義の
種類

１ガイダンス編

所要時間 2時間15分程度
方法

２リスクマネジ

３組織マネジメ

グループワーク(1ガイダンス編～３組織マネジメ

メント編

ント編

ント編をweb上で受講した方が参加できます)

1時間45分程度

3時間半程度

約4時間程度

web上で配信する動画を閲覧して受講してください。 人数制限をかけたうえで

事前学習課題があります。グループワークを受ける前 横浜市技能文化会館802大研修室にて行います。
に必ず提出をお願いします。

講

師
株式会社フォーサイツコンサルティング

(横浜市中区万代町２丁目４番地７)

代表取締役

浅野

睦（あさの

まこと）氏

リスクマネジメント協会理事。横浜市社会福祉協議会福祉施設責任者向けリスクマネジメント研修
講師（H30 年度）
、キャリアアップ研修マネジメント分野講師(群馬県 H30 年度)他、福祉・保育分
野の研修講師の実績多数あり。ＴＶ番組『ビジネス・ブレークスルー』にてレギュラー出演の実績を
持つ。主な著書：
『現場担当者が考えるべき６８のリスク』（新建新聞社刊）

日 程
受講確定通知と合わせて、講義（web 上にて配信する動画）を閲覧する URL 及び、事前学習
課題の〆切をお伝えします。事前学習課題は講義を受講して作成してください。
動画配信は期間限定です。グループワーク受講日の約 1 か月前から配信（2・3 週間程度）す
る予定です。この期間に必ず受講してください。
講 習 内 容
受講される施設長・園長のみなさまは、原則、裏 面 に 記 載 さ れ た す べ て の 項 目 を 受 講して
ください。
ガイダンス編は法人管理者の方も受講可能ですので、ぜひご参加ください。
次ページあり↓

＜ガイダンス編＞法人管理者の方もぜひご参加ください！

１

ガイダンス編

講義(web 上にて配信する動画)…約 2 時間 15 分

施設長・法人管理者が受講できます。
保育所等に求められるコンプライアンス(最新の保育制度の動向及び社会的要請への対応の必要性)を基盤に
おいた組織づくりやリスクマネジメント等の必要性について学ぶことで、施設長としての役割や責任を再認識
し、今後の施設運営に活かすことを目的としています。
また、法人管理者として、自らが運営している保育・教育施設にどのような役割・責任を求められているか
を改めて確認や理解する場としてご用意しています。

２

リスクマネジメント編

講義(web 上にて配信する動画)…約１時間 45 分

施設長のみが対象です。施設運営の視点から安全対策（事故予防）と事故発生時の対応（保護者対応、マスコ
ミ対応を含む）
、市（区役所・市役所）との連携等についての具体的方策について学びます。危機管理に対して
の施設長としての役割や責任を再認識し、今後の施設運営に活かすことを目的としています。
・リスク管理といわれるが何をどうすればいいのか
・施設の事故予防対策は十分だろうか、職場全体の危機管理意識をどうしたら高められるか
・園内での事故等のリスクに、施設長としてどう対応していくか
・事故発生時に、組織としてどのような対応が必要か、事故発生後の保護者対応で何を意識すべきか
といった施設運営におけるリスクマネジメントに対して、施設長としてどのような役割や責任が求
められるか、運営する施設の現状を振り返り、今後に活かせる具体的な講習です。

３

組織マネジメント編

講義(web 上にて配信する動画)…約３時間半

施設長のみが対象です。施設長として施設における組織運営上の現状を分析し課題を整理し、保育の質を高
めていくための人材育成のあり方や改善に向けての方向性についての具体的方策を学びます。施設長としての
役割や責任を再認識し、今後の施設運営に活かすことを目的としています。
・園の保育方針をどのように全職員に周知していくか
・施設長としてどのように人材育成をすすめていくか（新採用、ベテラン、リーダーなど）
・職員個々の持ち味を発揮できるような組織を作っていきたい…
・保育の質向上のために施設長としてどのようにリーダーシップを発揮していくか
など、組織マネジメントについての施設の現状を振り返り、今後の施設運営に活かす機会としてい
ただきたいです。

４

グループワーク

約４時間（下記日程の AM9 時半～13 時半 or PM14 時半～18 時半）

施設長のみが対象です。１ガイダンス編～３組織マネジメント編までで学んだことについて具体的な取組
方法や事例、意見交換などを行います。
開催日
①Zoom(web
会議アプリ)等
を利用し施設・
自宅等から
オンラインで受講
する場合

②人数制限をか
けた会場で受講
する場合

12 月７日(月)
12 月８日(火)
１月 28 日(木)
２月 15 日(月)

11 月 12 日(木)
11 月 13 日(金)
１月 26 日(火)
２月 25 日(木)

受講するための要件・備考
・1 月 28 日、2 月 15 日は PM の回のみです。
・各回 30 人を上限
・次の(ア)(イ)についてすべて対応できる方が受講できます。
(ア)セキュリティ対策が取れた環境で、
Zoom(web 会議アプリ)が導入できる環境のある方
(イ)QR コードの読み取れるスマートフォンを所持している方
(アンケート用アプリに使用。※事前準備は必要ありません)
会場…横浜市技能文化会館 802 大研修室（横浜市中区万代町 2-4-7）
・各回 28 人を上限とし、4 人グループで行う予定です。
・受付時に、検温、手指先のアルコール消毒を行い、入室していただ
きます。マスク着用しなければ入室できません。体調不良の方は必ず
ご欠席していただきますようお願いします。
・発熱や呼吸器症状等がある場合には、受講をお断りさせていただく
場合がございます。
・欠席の場合は必ず保育・教育運営課に電話連絡をしてください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、当日、急遽研修が中止に
なる場合があります。中止の連絡方法については別途ご案内します。

