
２０１４年５月２６日、国から新制度の公定価格の仮単価が発表されました。今回の公定価
格の仮単価の発表は、幼稚園、そして保育園業界にとっては、非常に重要な出来事です。当
然ながら、今後の自園や自社の行く末、進むべき道を選択するための大切な指標になるのです。
新制度に対応し、これからの園経営を成功させる秘訣を各専門家にお話をして頂きます。奮っ
てご参加頂けましたら幸いでございます。

講師プロフィール・スケジュール・お申込方法は裏面をご覧ください

■対　象　幼稚園・保育園理事長・園長

■日　時　2014 年 10 月 31 日 13 時～ 17 時 15 分（受付 12 時 30 分～）

■会　場　東京都千代田区大手町 2-6-1　朝日生命大手町ビル 27F（大手町サンスカイルーム 「B」）

■受講料　一般 10,000 円　／　主催者顧問先様 5,000 円

■主　催　松田綜合法律事務所　

新制度がいよいよ始まり、幼稚園・保育園経営は今後大きく

変化します。新制度に素早く対応できるかどうかが今後の園

経営に大きな影響を及ぼします。今回の新制度に素早く対応

するためのポイントや具体的な方法、保育業界の今後に関す

る予測等に関してお話を致します。

【ゲスト講師】株式会社船井総合研究所 
                   保育事業コンサルティングチーム 
　　　　　　 チームリーダー 大嶽広展 氏

＜第一講座＞
幼稚園・保育園専門経営コンサルタントが教える

『新制度後の経営で必ず知っておき
たいポイント』

保育園経営においては、地域の方々に愛されることはとても

重要です。しかしながら、騒音等の問題で紛争に発展してし

まうケースは少なくありません。紛争に発展しない保育園を

作る上で重要なポイントは、事前の丁寧な説明や事前の近隣

住民とのコンセンサスです。地域に愛される園づくりの秘訣

をお伝えいたします。また、「補助金をもらうための建物のポ

イント」もお伝え致します。

【ゲスト講師】株式会社コア建築設計工房　
                    代表取締役　須永信一 氏

＜第二講座＞
全国でも保育園の建築数トップクラスの設計事務所

『地域の方に愛される保育園を建築
する秘訣』

新制度後の収益の指標となる公定価格 ( 仮単価 ) について、

定員設定による違い、各種加算の内容を押さえながら、シミュ

レーションを行います。そして、認定こども園へ移行した場

合にどのような変化が生じるのか、徹底的に分析し、解説致

します。

【ゲスト講師】優真税理士法人 代表社員 
                   公認会計士・税理士 片岡雅文 氏

＜第三講座＞
公認会計士・税理士が教える

『公定価格による新制度後の収益
分析の秘訣』

子供の事故、労務管理、個人情報の取り扱い、クレームの対

応など、現代社会を反映し、保育園が潜在的に抱えているト

ラブルは、複雑多岐に亘っています。これらを事前に正確に

認識し対策を打っておくことは、実際にトラブルが発生した

時に、そのトラブルを円滑に解決するためにとても重要です。

関連事例を紹介し、潜在的なトラブルとその対策方法につい

て解説致します。

【講師】松田綜合法律事務所　弁護士　菅原清暁
　　　 松田綜合法律事務所　弁護士　岩月泰頼

＜第四講座＞
弁護士が教える

『園内トラブルを重大なトラブルに
させない秘訣』
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新制度への対応に向けて、幼稚園・保育園実施すべき事柄に関して
各分野の専門家が解説いたします

松田綜合法律事務所
MATSUDA & PARTNERS
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弁護士、会計士、設計士、コンサルタントの 4者コラボセミナー！

幼稚園・保育園事業者向け



第四講座　講師第一講座　講師

第三講座　講師

株式会社船井総合研究所 保育事業コン
サルティングチーム
チームリーダー 大嶽広展 氏

2006 年に船井総研で初めて保育業界のコンサル

ティング領域を確立し、独自の経営理論から事業

の成功を導き出している。特に民間の保育サービ

ス企業に対する経営ノウハウには定評がある。ＮＨＫ「おはよう日本」

や「首都圏ネットワーク」などのＴＶ出演、日経ビジネス、週刊ダイ

アモンド、財界、NEWYORKTIMES、読売新聞、東京新聞取材などの

メディア実績も数多く持つ。著書「保育サービス業界の動向とカラク

リがよ～く分かる本（秀和システム）」等 
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松田綜合法律事務所｜幼稚園・保育園事業者向け 
弁護士、会計士、設計士、コンサルタントの 4者コラボセミナー！

新制度に向けた       経営の秘訣

優真税理士法人　代表社員　
公認会計士・税理士　片岡雅文 氏

愛媛県出身、神戸大学経営学部卒業。『保育園の

経営を支える会計事務所』を理念として優真税理

士法人を設立。多くの保育園の顧問として、税務

会計に留まらず、財務戦略の立案、自治体との折

衝等、多岐に渡り経営をサポート。保育園に精通した数少ない事務所

として確かな信頼と実績を誇る。

松田綜合法律事務所　
弁護士　菅原清暁　

立教大学文学部心理学科卒業。保育現場や教育現
場を取り巻く多様な問題にも積極的に取り組んで
おり、例えば、職員の労務管理（問題社員の対応、
残業問題解消の提案、就業規則等の改訂）、キャ

ラクター使用などの著作権の関わるトラブル対応、情報管理支援（児
童の個人情報漏えい）、クレーム対応（近隣対応・保護者対応）、園内
事故発生後の対応など、従来の弁護士業務の枠にこだわらず、広く総
合的なリーガルサービスの提供に努めている。

松田綜合法律事務所　
弁護士　岩月泰頼　

早稲田大学理工学部応用物理学科卒業。2005 年
から 2013 年までの間、検事として、東京・横浜・
福岡などの各地検に配属され、一般刑事事件の他
に、保育園での幼児死亡事故などの業務上過失致

死傷事件や学校内いじめ自殺事件の捜査・公判に従事。弁護士となっ
てからは、これらの経験を活かし、教育現場や保育現場でのトラブル
の未然防止及び事後対処の支援、さらにはこれらに付随する幅広いリー
ガルサービスの提供に力を入れている。

第二講座　講師

株式会社コア建築設計工房　
代表取締役　須永信一 氏

1959 年神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校卒業（野

球部出身）、1965 年早稲田大学第一理工学部建

築科卒業、1975 年コア建築設計工房創業、保育

園の設計実績は全国でもトップクラス。

大手町サンスカイルーム「B」
（朝日生命大手町ビル 27 階）会場案内

大手町サンスカイルーム B

＜所在地＞

東京都千代田区大手町 2-6-1

朝日生命大手町ビル 27F

＜交通アクセス＞

● 地下鉄各線大手町駅下車

　 B6 出口直結

● JR 東京駅 日本橋口より

　 徒歩 2 分

松田綜合法律事務所
MATSUDA & PARTNERS

〒100-0004

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号

朝日生命大手町ビル 7 階 

電話：03-3272-0101　FAX：03-3272-0102

URL：www.jmatsuda-law.com

E-mail：seminar@jmatsuda-law.com
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▲ FAX でお申込の場合は、必要事項をご記入の上お送り下さい。（FAX : 03-3272-0102）
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講座  講座内容  講師  

第一講座  13：00～ 13：30 新制度後の経営で必ず知っておきたいポイント  株式会社船井総合研究所  チームリーダー 大嶽広展 氏 

第二講座  13：30～ 14：15 地域の方に愛される保育園を建築する秘訣  株式会社コア建築設計工房  代表取締役  須永信一 氏 

休憩  14：15～ 14：30 

第三講座  14：30～ 15：15 公定価格による新制度後の収益分析の秘訣  優真税理士法人  公認会計士  片岡 雅文 氏  

第四講座  15：15～ 16：45 園内トラブルを重大なトラブルにさせない秘訣  松田綜合法律事務所  弁護士  菅原清暁  

松田綜合法律事務所  弁護士  岩月泰頼  

16：45～ 17：15 名刺交換会   

幼稚園
保育園

【申し込み期限：10 月 28 日 17 時／お問い合わせは、中村・福原までご連絡下さい。】

□弊所顧問先


