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令和元年度「子育て支援員研修【地域保育コース（地域型保育）】」開催要項 

 

１．目的 

 子ども・子育て支援新制度においては、地域の子育て支援の担い手となる多くの

人材が求められており、三重県では、地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、

子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対して、必要とされる知

識や技能等を習得するための全国共通の研修（子育て支援員研修）を実施します。 

 今回、三重県では多様な保育ニーズに対応するため、地域型保育の事業所等での

従事を希望する者を養成するため、地域保育コース（地域型保育）の研修を実施し

ます。 

 

２．実施主体等 

実施主体：三重県 （委託先：学校法人大橋学園ユマニテク短期大学） 

 

３．受講対象者 

地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、以下の子育て分野の事業等の職務

に従事することを希望する方及び現に従事している方。 

（１）家庭的保育事業の家庭的保育補助者 

（２）小規模保育事業 B 型の保育士以外の保育従事者 

（３）小規模保育事業 C 型の家庭的保育補助者 

（４）事業所内保育事業（定員 19 人以下）の保育士以外の保育従事者 

（５）企業主導型保育事業の保育士以外の保育従事者 

（６）保育所・認定こども園の保育士以外の保育従事者 

 

４．定員  ６０名 

 

５．日程  

 ① ９月２１日（土） １０時００分～１５時５０分 （受付９時３０分～） 

② ９月２９日（日） １０時００分～１５時３０分 （受付９時３０分～） 

③１１月 ３日（日）  ９時３０分～１６時００分 （受付９時００分～） 

④１１月１０日（日）  ９時３０分～１６時１０分 （受付９時００分～） 

⑤１１月２４日（日）  ９時３０分～１６時００分 （受付９時００分～） 

⑥１２月 ８日（日）  ９時３０分～１６時３０分 （受付９時００分～） 

 ⑦見学実習 2 日間 

 ※全 8 日間となります。詳細なカリキュラムは別紙記載のとおりとなります。 
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６．会場 

  ユマニテク短期大学 

  住所：四日市市南浜田町 4-21 電話番号：059-356-8170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．参加費用 

受講料は無料ですが、実習費及び交通費等は自己負担となります。 

 

８．受講申込方法 

（１）申込方法 

   添付の「受講申込書」に必要事項を記入の上、ユマニテク短期大学ホームペ

ージからの WEB 申込み（７月２２日（月）から受付予定）、または下記申込み

先までＦＡＸもしくは郵送にてお申込みください。 

学校法人大橋学園 ユマニテク短期大学 教学課 子育て支援員研修係 

〒510-0066 四日市市南浜田町 4-21  

電話：059-356-8170 （月～金 9：00～17：00） 

FAX：059-356-0036 

WEB：https://www.jc-humanitec.ac.jp/ 

メール：itaku@jc-humanitec.ac.jp 

 

（２）申込締切日 

   令和元年８月２３日（金） 

   定員を超える申込があった場合は、既に対象となる事業所において従事して
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いる方及び従事予定の方の受講を優先とします。また、それでも定員を超える

場合は抽選とします。 

（３）受講者への決定通知 

   令和元年９月６日頃までに「受講決定通知書」を送付いたします。 

 

９．受講者の本人確認について 

第１回目（９月２１日）にて、公的機関発行の証明書（住民票、健康保険証、運

転免許証、パスポート等の写し）を提出していただき、本人確認をさせていただき

ます。 

 

10．基本研修科目の免除 

以下に掲げる資格をお持ちの方は、希望により「基本研修」２日間の受講の免除

が可能となります。 

免除を希望される場合、『受講申込書』下段の「基本研修受講免除届」欄に必要事

項をご記入いただき、あわせて、当該資格の免許証等の写しを受講申し込み時にご

提出ください。WEB 申し込みの場合も、申込締切日までに FAX または郵送にてご

提出ください。 

①保育士 

②社会福祉士 

③幼稚園教諭、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。 

 ④子育て支援員研修の他コースの修了証、基本研修修了証をお持ちの方 

 

11．修了証の交付 

基本研修及び専門研修の全科目を修了した方に修了証書を交付します。全国の自

治体において効力を有するものですが、国家資格ではありません。 

※欠席、遅刻、途中退席等の場合には、修了証を発行できませんので、あらかじめ

ご了承ください。 

 

12．研修の中止等について 

原則として、研修当日に三重県四日市市に特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大

雪警報が発令された場合は下記のとおり休講とします。 

また講師が病気等の理由により、研修を中止する場合は、別途連絡します。 

※午前 6 時までに解除されない場合は、その日の研修は休講とします。 

※事前に警報の発令が予想される場合、研修中に発令された場合は、状況によっ
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て判断します。 

 

緊急時の連絡先電話番号： ０８０－３６７６－５１４４ 

 

 ※休講に関する情報は、ユマニテク短期大学ホームページに掲載します。 

 ※休講時の講習については、別途日程(予備日 12 月 22 日(日)を設定し、ご案内

させていただきます。 

 

13．研修辞退(キャンセル)と欠席について 

●キャンセルの場合 

やむを得ない事情により、研修を辞退される場合は、事務局（ユマニテク短

期大学 電話：059-356-8170）まで事前にご連絡くださいますよう、お願い

いたします。 

 ●欠席の場合 

  ・事前に欠席がわかる場合は、事務局（ユマニテク短期大学 電話：059-356-

8170）までご連絡ください。 

   

14．障がいのある受講者の方へ 

障がいがあり、研修上特別な配慮を必要とされる方のために事前相談を行い特別

措置等について協議いたしますので、事務局（ユマニテク短期大学 電話：059-356-

8170）までご相談ください。 

なお、相談の内容によっては対応に時間を要することもありますので、相談を希

望される方は、早い時期に申し出てください。 

 

15．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

以外の目的に使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、あらかじめご了承ください。 

※記載された個人情報等は、研修事業の実施主体である三重県子ども・福祉部少

子化対策課と受託者である学校法人大橋学園ユマニテク短期大学にて共有させ

ていただきます。 

 

16． その他 

・研修は、申込者本人のみとなっております。代理受講はできません。 

・研修当日は、開始前の受付時間内に受付を済ませてください。 
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・研修中の録音・録画および写真撮影はご遠慮ください。 

・貴重品は各自の責任において管理してください。万が一盗難その他の事故があ

りましても、責任を負いかねます。 

・昼食は各自ご用意お願いします。昼食を持参された場合は、指定の場所をご利

用いただけます。 

・会場となるユマニテク短期大学の構内は全館禁煙となります。 

 

17．お問い合わせ先 

学校法人大橋学園 ユマニテク短期大学 教学課 子育て支援員研修係 

〒510-0066 四日市市南浜田町 4-21  

電話：059-356-8170 （月～金 9：00～17：00） 

FAX：059-356-0036 

WEB：https://www.jc-humanitec.ac.jp/  

ホームページよりお問い合わせもできます。 

メール：itaku@jc-humanitec.ac.jp  
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（別紙） 

子育て支援員研修【地域保育コース（地域型保育）】 研修カリキュラム 

① 9 月 21 日(土)   子育て支援員研修－基本研修 

時間 内容 講師 

9：30～ 受付  

10：00～10：15 オリエンテーション  

10：15～11：15（60 分） ②子ども家庭福祉 安藤和彦 

11：15～11：25 休憩  

11：25～12：25（60 分） ⑤対人援助の価値と倫理 安藤和彦 

12：25～13：15 休憩  

13：15～14：15（60 分） ③子どもの発達 堀建治 

14：15～14：25 休憩  

14：25～15：25（60 分） ④保育の原理 堀建治 

15：25～15：50 リフレクションシート・課題記入・

事務連絡 

 

 

② 9 月 29 日(日)   子育て支援員研修－基本研修 

時間 内容 講師 

9：30～ 受付  

10：00～11：00（60 分） ①子ども・子育て家庭の現状 松本亜香里 

11：00～11：10 休憩  

11：10～12：10（60 分） ⑥児童虐待と社会的養護 鈴木聡 

12：10～13：00 休憩  

13：00～14：00（60 分） ⑦子どもの障害 鈴木壽眞子 

14：00～14：10 休憩  

14：10～15：10（60 分） ⑧総合演習 堀建治 

15：10～15：30 リフレクションシート・課題記

入・事務連絡 
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③ 11 月 3 日(日)   地域型保育－共通科目 

時間 内容 講師 

9：00～ 受付  

9：30～11：00（90 分） ⑩特別に配慮を要する子どもへの

対応（0～2 歳児） 

鈴木壽眞子 

11：00～11：10 休憩  

11：10～12：10（60 分） ⑦地域保育の環境整備 鈴木壽眞子 

12：10～13：00 昼食休憩  

13：00～14：00（60 分） ③乳幼児の食事と栄養 井手裕子 

14：00～14：10 休憩  

14：10～15：40（90 分） ②乳幼児の発達と心理 平松喜代江 

15：40～16：00 リフレクションシート・課題記入・

事務連絡 

 

 

④ 11 月 10 日(日)   地域型保育－共通科目 

時間 内容 講師 

9：00～ 受付  

9：30～10：30（60 分） ④小児保健 I 佐野尚子 

10：30～10：40 休憩  

10：40～11：40（60 分） ⑤小児保健Ⅱ 網谷奈央 

11：40～12：40 昼食休憩  

12：40～13：40（60 分） ①乳幼児の生活と遊び 松本亜香里 

13：40～13：50 休憩  

13：50～15：50（120 分） ⑥心肺蘇生法 富内直美 

15：50～16：10 リフレクションシート・課題記入・

事務連絡 
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⑤ 11 月 24 日(日)   地域型保育－専門科目 

時間 内容 講師 

9：00～ 受付  

9：30～10：30（60 分） ⑧安全の確保とリスクマネジメント 山野栄子 

10：30～10：40 休憩  

10：40～12：10（90 分） ⑨保育者の職業倫理と配慮事項 山野栄子 

12：10～13：00 昼食休憩  

13：00～14：00（60 分） 選択①地域型保育の概要 山野栄子 

14：00～14：10 休憩  

14：10～15：40（90 分） グループ討議 堀建治 

15：40～16：00 リフレクションシート・課題記入・

事務連絡 

 

 

⑥ 12 月 8 日(日)    地域型保育－専門科目 

時間 内容 講師 

9：00～ 受付  

9：30～11：30（120 分） 選択②地域型保育の保育内容 藤谷俊文 

11：30～11：40 休憩  

11：40～12：40（60 分） 選択③地域型保育の運営 藤谷俊文 

12：40～13：30 昼食休憩  

13：30～15：00（90 分） 選択④地域型保育における保護者

への対応 

山野栄子 

15：00～15：10 休憩  

15：10～16：10（60 分） 選択⑤見学実習オリエンテーショ

ン 

山野栄子 

山本典子 

16：10～16：30 リフレクションシート・課題記入・

事務連絡 

 

 

 

⑦ 見学実習２日間（上記①－⑥の研修修了後） 地域型保育－専門科目 


