
令和３年度佐賀県子育て支援員研修募集要項 

」 
 

１ 目的 

 子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応

じて、これらの支援の担い手となる人材を確保するため、子育て支援の仕事に関心を持

ち、従事することを希望する者に対し、必要となる知識や技能等を修得するための研修

を実施し、これらの支援の担い手となる子育て支援員の資質の確保を図ることを目的と

しています。 

 

２ 研修コース・定員等 

 今年度、本研修で実施するコース及び定員は以下のとおりです。なお、基本研修のみ

の受講はできませんので、必ずいずれかのコースを選択した上で申し込みをお願いしま

す。 

（１）地域保育コース  

①地域型保育（小規模・家庭的・事業所内保育事業） 

②一時預かり事業 

（２）地域子育て支援コース 利用者支援事業（基本型） 

  ※ 地域子育て支援コースの「利用者支援事業（特定型）」および「地域子育て支

援拠点事業」の研修は実施しません。 

研修名 分類 科目（時間） 実施形式 定員 

基本研修 8 科目(8時間) e ラーニング形式 95 人 

専 

門 

研 

修 

地
域
保
育
コ
ー
ス 

共通

科目 

心肺蘇生法 1 科目(2時間) 集合型研修 
85 人 

上記以外 10 科目(12 時間) e ラーニング形式 

選択 

科目 

地域型保育 
5 科目(12.5 時間) 

※見学実習代替講義含む 
e ラーニング形式 70 人 

一時預かり事業 
5 科目(12.5 時間) 

※見学実習代替講義含む 
e ラーニング形式 15 人 

地域子育て 

支援コース 

利用者支援事業 

（基本型） 

1 科目(8時間) 事前学習 

10 人 7 科目(8時間) Zoom 形式 

1 科目(8時間) 見学実習 

※ 地域子育て支援コースの「利用者支援事業（基本型）」については、Zoom の 

接続テストを 12/20（月）10 時～11 時に行いますので、必ずご参加ください。 

詳細は受講決定通知書にてお知らせいたします。 



３ 対象者 

（１）佐賀県内在住で、佐賀県内の下記子育て支援分野の各事業等の職務に従事する 

ことを希望する方、及び現に従事する方。 

・家庭的保育事業の家庭的保育補助者 

・小規模保育事業Ｂ型の保育士以外の保育従事者 

・小規模保育事業Ｃ型の家庭的保育補助者 

・事業所内保育事業（利用定員 19 人以下）の保育士以外の保育従事者 

・企業主導型保育事業の保育士以外の保育従事者 

・一時預かり事業の保育士以外の保育従事者 

・利用者支援事業（基本型）の職員 

※ 「地域子育て支援コース 利用者支援事業（基本型）」を受講するためには、相談 

及びコーディネート等の業務内容を必須とする市町村長が認めた事業や業務に 

１年以上の実務経験を予め有していることが条件となりますので、「実務経験証 

明書」（様式１）を施設に作成いただき、郵送してください。 

（２）「１５ ｅラーニング形式及び Zoom 形式 受講の留意点」に掲載する受講環境を

整えることが可能な方。 

 

４ 実施主体等 

 実施主体：佐賀県 

実施機関：一般財団法人 保健福祉振興財団 

 

５ 日程、会場及びカリキュラムについて 

「令和３年度 佐賀県子育て支援員研修 カリキュラム」のとおり。 

 

６ 受講料 

研修の参加費は無料ですが、会場や実習施設への往復交通費及び昼食代、e ラーニン

グ形式等を受講するための動画視聴準備に係る費用（機器購入代金等）や通信費は自己

負担となります。 

また、地域保育コースを選択された方のみ、テキスト代 2,940 円（テキスト代、心肺

蘇生法で使用する消耗品費）の費用がかかります。 

※既にテキスト（福村出版：「地域型保育の基本と実践」）をお持ちの方は、テキスト 

 代を免除しますので Web 申込フォームにてお知らせください。 



７ 受講免除 

（１）基本研修受講免除 

  以下に掲げる各資格又は免許をお持ちの方は、希望により基本研修の受講の免除が

可能となります。免除を希望される方は、資格証等の写しを郵送（氏名変更等により

免許証等の氏名と異なっている方は、戸籍抄本（写しで可）を同封）してください。

なお、③に該当する場合、各施設から日々子どもと関わる業務に携わっていることを

証する「在職証明書」（様式２）の交付を受けたものを郵送してください。 

 ① 保育士 

 ② 社会福祉士 

 ③ 幼稚園教諭免許又は看護師、保健師の資格をお持ちの方で日々子どもと関わる業

務（保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ等）

に携わっている方 

（２）その他の免除 

  佐賀県及び他の都道府県や市町村で実施している子育て支援員研修を修了してい

る方で、今年度、他コースの受講を希望される方は、希望により修了した科目の受講

の免除が可能となります。お手元にある修了証の写しを郵送してください。 

なお、今年度は、ｅラーニング形式等で実施するため、一部科目修了証書をお持ちの

方は、一部修了した科目も含めて全ての科目について、受講が必要です。 

 

８ 受講申込の受付期間及び方法 

（１）申込期間  令和３年１１月５日（金）１７時必着 

（２）申込方法 

① 下記、財団ホームページの Web 申込フォームにてお申込みください。 

https://hokenfukushi.or.jp 

② 有資格者で基本研修免除を希望する方は、資格証等をＡ４サイズの 

用紙にコピーして郵送してください。 

※７（１）③に該当する方は、「在職証明書」（様式２）も合わせて同封してください。 

※「地域子育て支援コース 利用者支援事業（基本型）」受講者は、 

「実務経験証明書」（様式１）も必要となります（３ 対象者 ※参照）。 

 

９ 事前学習（課題提出）及び見学実習について 

（１）事前学習（課題提出） 

地域子育て支援コースについては、事前学習があります。詳細は受講決定通知書 

にてお知らせします。 

※スマートフォン 
からアクセス可  



（２）見学実習 

地域子育て支援コースについては、ご自身で手配した実習先にて、見学実習をして

いただきます。見学実習後は、実施報告書をご提出いただきます。 

 

１０ 研修レポートについて 

  受講後すみやかに、研修レポートをご提出いただきます。 

 

１１ 修了証の発行 

  受講終了および研修レポート、実績報告書の提出により修了認定を行い、修了した

と認めた方には、令和 4年 3月頃に修了証を送付する予定です。 

   

１２ 個人情報の取り扱い 

  受講申込書に記載された個人情報については、適正な管理を行い、本事業の運営以

外の目的に利用することはありません。なお、受講申込書、公的書類・資格証の写

しは返却しませんので、予めご了承ください。 

 

１３ 注意事項 

 （１）「子育て支援員※」とは研修を修了し、子育て支援分野で働く際に必要な知識

や技能を身に着けていると認められている方のことです。（※国家資格ではあり

ません） 

 （２）お申込の内容に関して確認の連絡をする場合があります。申込受付期間中に連

絡が取れない場合は受付ができない場合がありますのでご留意ください。 

 （３）申込期限までに必要な書類の提出がない場合は、受付ができない場合がありま

すのでご留意ください。 

 （４）コースによって、従事できる事業や内容が異なりますのでご確認ください。 

 （５）お申込の内容が事実と異なる場合、受講及び修了の認定が取り消しとなること

があります。 

 

１４ 新型コロナウイルス等の感染拡大防止対策について                                  

  新型コロナウイルス等の感染拡大防止ため、集合型研修では次に記載する項目につ 

いて必ずご確認、ご同意の上で申込みください。 

（１）会場内の窓やドアを開け、可能な限り換気を行いながら研修を実施します。 

窓、出入口付近など座席の場所によって室温の差異が生じることがあります。 

暑さ、寒さに対応できる服装で受講していただくようお願いします。 

（２）研修当日は自宅で検温を行ったうえで、ご参加ください。発熱や呼吸器症状等が 

ある場合は研修参加を自粛するとともに、その旨を事務局までご連絡ください。 



（３）研修当日、受付票にて症状の有無の確認を行います。未提出及び未記入、記載内 

容により受講をお断りする場合があります。 

（４）研修当日はマスクの着用をお願いします。 

   マスクの着用がない場合は、研修への参加をお断りする場合があります。 

（５）会場に入室の際は設置する消毒液等を使用してください。 

（６）新型コロナウイルス等の感染拡大防止にあたり、保健所等からの情報提供の要請 

があった場合には当該機関に個人情報を提供する場合があります。 

（７）新型コロナウイルス等の感染拡大防止の観点から、研修を中止又は延期する場合 

があります。その場合の対応等については、別途、連絡しますので緊急連絡先 

（携帯電話等）を必ず入力してください。 

（８）その他、国・県等からの要請により追加の対策を講じることがあります。 

 

１５ ｅラーニング形式及び Zoom 形式 受講の留意点 

（１）ｅラーニング形式 

①動画は、配信期間内であればいつでも視聴可能です。各自、配信期間内に視聴して 

ください。視聴期間については「令和３年度 佐賀県子育て支援員研修 カリキュ 

ラム」をご確認ください。 

②インターネットに接続できるパソコンまたはタブレット、スマートフォン等の準備

を整えてください。受講するには通信料がかかりますので、通信制限のない環境

（Wi-Fi など）で視聴してください。 

③視聴完了後、研修レポートを提出ください。（詳細は受講決定通知書にてお知らせ

します。） 

④視聴するにあたり、必要となる環境は以下の通りです。必ず、受講可能な環境が整

っているかご確認ください。 

デバイス ＯＳ ブラウザ 

Windows PC Windows 8.1、10 Chrome、Edge 

Mac OS10.13 以降 Safari、Chrome 

タブレット 
iPad iPadOS Safari 

Android Android 8、9、10 Chrome 

スマートフォン 
iPhone iOS 13、14 Safari 

Android Android 8、9、10 Chrome 

 

（２）Zoom によるオンライン形式 

①12 月上旬頃、接続テスト兼本番用のミーティングＩＤ等をメールにて通知します。 

②受講の際は、必要な物をご準備ください。 



○インターネットに接続できるパソコン（通信料が発生します。通信制限のない環

境を整えてください。）  

○Ｗｅｂカメラ（PC 内蔵可） 

○ＵＳＢ接続ヘッドセット（イヤホン及びマイク） 

※タブレット、スマートフォンでの受講はできません。  

 

 １６ 申込先及び問い合わせ先 

  一般財団法人 保健福祉振興財団 熊本支部 佐賀県子育て支援員研修係 

  〒862-0926 熊本市中央区保田窪 1-10-38 

TEL: 096-213-1600 



令和３年度 佐賀県子育て支援員研修 カリキュラム 

 

【基本研修】                      （定員 95 人） 

日時・会場 科目 

11/29(月) 

～12/19(日) 

ｅラーニング

形式 

5 分 オリエンテーション 

講義 60 分 子ども・子育て家庭の現状 

講義 60 分 子ども家庭福祉 

講義 60 分 子どもの発達 

講義 60 分 保育の原理 

講義 60 分 対人援助の価値と倫理 

講義 60 分 児童虐待と社会的養護 

講義 60 分 子どもの障害  

演習 60 分 総合演習 

 

 

【専門研修「地域保育コース」】＜共通科目＞        （定員 85 人） 

日時・会場 科目 

11/27(土) 

集合型研修 
実技 120 分 心肺蘇生法 

12/20(月)～

R4/2/21(月) 

ｅラーニング

形式 

5 分 オリエンテーション 

講義 60 分 乳幼児の生活と遊び 

講義 90 分 乳幼児の発達と心理 

講義 60 分 乳幼児の食事と栄養 

講義 60 分 小児保健Ⅰ 

講義 60 分 小児保健Ⅱ 

講義 60 分 地域保育の環境整備 

講義 60 分 安全の確保とリスクマネジメント 

講義・演習 90 分 保育者の職業倫理と配慮事項 

講義 90 分 特別に配慮を要する子どもへの対応（0 歳～2 歳児） 

演習 90 分 グループ討議 

※11/27（土）の集合型研修は、ゆめぷらっと小城（小城市小城町 253-21）で実施します。 

集合時間等の詳細は、受講決定通知書にてお知らせします。 



【専門研修「地域保育コース」】＜選択科目:地域型保育＞   （定員 70 人） 

日時・会場 科目 

12/20(月)～

R4/2/21(月） 

ｅラーニング

形式 

講義 60 分 地域型保育の概要  

講義・演習 120 分 地域型保育の保育内容 

講義 60 分 地域型保育の運営  

講義・演習 90 分 地域型保育における保護者への対応 

講義・演習 420 分 見学実習（代替講義） 

 

【専門研修「地域保育コース」】＜選択科目:一時預かり事業＞ （定員 15 人） 

日時・会場 科目 

12/20(月)～

R4/2/21(月) 

ｅラーニング

形式 

講義 60 分 一時預かり事業の概要 

講義・演習 120 分 一時預かり事業の保育内容 

講義 60 分 一時預かり事業の運営 

講義・演習 90 分 一時預かり事業における保護者への対応 

講義・演習 420 分 見学実習（代替講義） 

 



【専門研修「地域子育て支援コース」】＜利用者支援事業（基本型）＞  

(定員 10 人) 

日時・会場 時間 科目 

12/20(月) 

Zoom 形式 
10:00～11:00 

Zoom 接続テスト 兼 事前学習オリエンテーシ

ョン 

12/21(火)～ 

R4/1/21(金) 
事前学習 480 分 地域資源の把握 

R4/2/2(水) 

Zoom 形式 

 9:50～10:00 10 分 オリエンテーション 

10:00～11:00 講義 60 分 利用者支援事業の概要 

11:10～12:10 講義 60 分 地域資源の概要 

12:10～13:00 50 分 昼食・休憩 

13:00～14:30 講義 90 分 
利用者支援専門員に求められる基本姿勢と倫

理 

14:40～15:40 
講義・演習 

60 分 
記録の取扱い 

R4/2/4(金) 

Zoom 形式 

10:00～11:30 演習 90 分 
事例分析Ⅰ～ジェノグラムとエコマップを活

用したアセスメント～（基本のみ） 

11:30～12:20 50 分 昼食・休憩 

12:20～13:50 演習 90 分 
事例分析Ⅱ～社会資源の活用とコーディネー

ション～（基本のみ） 

14:00～14:30 講義 30 分 まとめ 

14:40～15:10 30 分 見学実習オリエンテーション 

R4/2/7(月)～ 

2/28(月) 
見学実習 480 分 地域資源の見学 

※12/20（月）の Zoom 接続テスト兼事前学習オリエンテーションの詳細は、受講決定通知書に 

てお知らせします。 

 

 


