平成２８年度熊本県子育て支援員研修募集要項
１

目的
平成２７年度から「子ども・子育て支援制度」が開始し、小規模保育、家庭的保育等

の地域型保育や、利用者支援事業等の地域子ども・子育て支援事業等の担い手となる人
材の確保が求められています。このため本研修は、保育や子育て支援分野の各事業等に
従事することを希望する方に対し、必要な知識や技能等を修得した「子育て支援員」を
養成することを目的としています。

２

実施コース

今年度、本研修で実施するコース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、必ずどちらかのコースを選択したうえで申し込みをお願いします。
（１）地域保育コース
※

地域型保育

地域保育コースの「一時預かり事業」及び「ファミリー・サポート・センター
事業（提供会員）
」の研修は実施しません。

（２）地域子育て支援コース 利用者支援事業（基本型・特定型）
※

３

地域子育て支援コースの「地域子育て支援拠点事業」の研修は実施しません。

対象者

各コースの対象者は以下のとおりです。
（１）地域保育コース 地域型保育
・熊本県内（熊本市を除く。
）の保育施設等で既に勤務をされている方。
・熊本県内（熊本市を除く。
）在住で、将来的に熊本県内の保育施設で勤務される
ことを希望される方。
（２）地域子育て支援コース 利用者支援事業（基本型・特定型）
・熊本県内で利用者支援員として既に従事されている方。
・熊本県内在住で、将来的に熊本県内の市町村が実施する利用者支援事業や、子育
てに関するコーディネート業務等に従事することを希望される方。
※ 「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、地域子
育て支援拠点事業や保育所における主任保育士等の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
から証明のうえ、申請書と併せてご提出下さい。

４

各コースの定員

（１）地域保育コース 地域型保育：１５０名
（２）地域子育て支援コース 利用者支援事業（基本型・特定型）：５０名
※ 定員を超える申し込みがあった場合、抽選を行います。なお、受講の可否について
は１０月１７日（月）頃までに実施機関（公益財団法人 総合健康推進財団）から通
知します。

５

実施主体等

実施主体：熊本県
実施機関：公益財団法人 総合健康推進財団

６ 日程、会場及びカリキュラムについて
「平成 28 年度 熊本県子育て支援員研修 カリキュラム」のとおり。
７

参加費用

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等は自己負担
となります。また、各専門研修では以下の費用がかかります。
（１）テキスト代 地域保育コース 2,592 円、地域子育て支援コース 1,944 円
（２）保険料

800 円

（３）地域保育コース及び地域子育て支援コース利用者支援事業（基本型）を受講され
る方は、見学実習のための健康診断等の受診費用
※ 場合によっては、１万円前後かかるものもありますので、予めご了承ください。
※ 見学実習のための健康診断等の詳細については、受講決定後にお知らせします。

８

受講免除

（１）基本研修受講免除
以下に掲げる各資格をお持ちの方は、希望により基本研修の受講の免除が可能とな
ります。申込書に免除希望の有無を記入してください。併せて、当該資格の免許証等
の写しを添付（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書類（様式２）の交付を受けたものをご提出
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
（２）一部科目免除
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において基本研修又は専
門研修の一部科目を修了している方は、希望により終了した科目について受講の免除
が可能となります。一部科目免除を希望する場合は、受講証明書等の写しをご提出く
ださい。

９

受講申込の受付期間及び方法

（１）申込期間

平成２８年１０月７日（金曜日）※ 必着

（２）申込方法
① 受講申込書に必要事項を記入してください。
② 本人確認書類として公的書類（運転免許証、健康保険証、パスポート等）をＡ
４サイズの用紙（受講申込書と同じサイズ）にコピーしてください。
③ その他、資格証等が必要な場合な方はＡ４サイズの用紙にコピーしてください。
④ ①～③を１４に掲げる申込先まで郵送にてご提出下さい。
（電子メールやＦＡＸ
での申し込みは不可。
）

１０

事前学習（課題提出）及び見学実習について

（１）講義のほかに事前学習（課題提出）があります。（利用者支援事業基本型の方
のみ。
）詳細については、受講決定の際にお知らせいたします。
（２）講義のほかに見学実習があります。
（利用者支援事業特定型を除く。
）指定され
た事業所で見学実習をしていただきます。日程については後日お知らせいたし
ます。なお、見学実習のための健康診断等を各自受けていただく必要がありま
すので予めご了承ください。

１１

修了証書の発行

受講修了者については、熊本県が子育て支援員研修の終了を認定し、修了証書を発
行します。
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）申込書の記載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）申込書の記入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り
ことがあります。
１４

申込先及び問い合わせ先

公益財団法人 総合健康推進財団 九州支部
〒862-0926 熊本市中央区保田窪 1-10-38
TEL:096-285-7010

子育て支援員研修係

平成 28 年度

熊本県子育て支援員研修

カリキュラム

【基本研修】
(定員 200 人)
日時・会場
11 月 5 日(土)
1

九州ルーテル学
院大学
1406 教室
11 月 6 日(日)

2

時間

科目

9:50～10:00

10 分

10:00～11:00

講義 60 分

子ども・子育て家庭の現状

11:15～12:15

講義 60 分

子ども家庭福祉

12:15～13:15

オリエンテーション

休憩

13:15～14:15

講義 60 分

子どもの発達

14:30～15:30

講義 60 分

保育の原理

10:00～11:00

講義 60 分

子どもの障害

11:15～12:15

講義 60 分

対人援助の価値と倫理

九州ルーテル学

12:15～13:15

休憩

院大学

13:15～14:15

講義 60 分

児童虐待と社会的養護

1406 教室

14:30～15:30

演習 60 分

総合演習

【専門研修「地域保育コース」
】＜共通科目・地域型保育＞
（定員 150 人）
日時・会場

時間
9:50～10:00

11 月 27 日(日)

10:00～11:30

科目
10 分

講義・演習 90 分 保育者の職業倫理と配慮事項

11:30～12:30
1

休憩

九州ルーテル学

12:30～13:30

講義 60 分

地域保育の環境整備

院大学

13:45～14:45

講義 60 分

安全の確保とリスクマネジメント

15:00～16:30

講義 90 分

10:00～11:00

講義 60 分

小児保健Ⅰ

11:15～12:15

講義 60 分

小児保健Ⅱ

1406 教室

12 月 24 日(土)
2

フードパル熊本

（0～2 歳児）

休憩
実技 120 分 心肺蘇生法

15:30～16:30

講義 60 分

自治体の制度について

10:00～11:00

講義 60 分

乳幼児の食事と栄養

12 月 25 日(日)

11:15～12:15

講義 60 分

乳幼児の生活と遊び

フードパル熊本

12:15～13:15

多目的ホール

13:15～14:45

講義 90 分

乳幼児の発達と心理

15:00～16:30

演習 90 分

グループ討議

9:20～10:20

講義 60 分

地域型保育の概要

1 月 14 日(土)
4

12:15～13:15

特別に配慮を要する子どもへの対応

13:15～15:15

多目的ホール

3

オリエンテーション

フードパル熊本
多目的ホール

1 月 16 日(月)
～2 月 24 日(金)

10:35～12:35

休憩

講義・演習 120 分 地域型保育の保育内容

12:35～13:35
13:35～14:35
14:50～16:20

休憩
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

16:30～17:00

演習 30 分

見学実習オリエンテーション

8:30～17:00

実習 2 日間

【見学実習】

【専門研修「地域子育て支援コース」】＜利用者支援事業＞
（定員 50 人）
日時・会場
11 月 7 日(月)
～12 月 9 日(金)

時間

科目

事前学習

演習 480 分

9:50～10:00

10 分

10:00～11:00

講義 60 分

11:10～12:40

講義 90 分

12 月 24 日(土)
1

フードパル熊本
第一会議室

12:40～13:40

【基本型のみ】地域資源の把握
オリエンテーション
利用者支援事業の概要
利用者支援専門員に求められる基本
姿勢と倫理
休憩

13:40～14:40

講義・演習 60 分 記録の取扱い

14:50～16:20

講義・演習 90 分 【特定型のみ】保育資源の概要

9:30～10:30

講義 60 分

【基本型のみ】地域資源の概要
【基本型のみ】事例分析Ⅰ～ジェノ

12 月 25 日(日)
2

フードパル熊本
第一会議室

12 月 26 日(月)
～1 月 31 日(火)

10:40～12:10

演習 90 分

グラムとエコマップを活用したアセ
スメント～

12:10～13:10

休憩

13:10～14:40

演習 90 分

14:50～15:50

講義 60 分

16:00～16:30

30 分

見学実習

演習 480 分

【基本型のみ】事例分析Ⅱ～社会資
源の活用とコーディネーション～
まとめ
【基本型のみ】見学オリエン
【基本型のみ】

