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本募集にかかる子育て支援員研修のコースについて 

 

●本募集にかかる子育て支援員研修のコースは以下のコースです。 

基本研修 

基本研修は、下記の専門研修を受講するために、受講が必須になります。 

但し、要件に該当する資格を持っている、既に受講したという方は、受講申込

書で申請していただくことにより受講免除が可能です。詳細は、本書２ページ

の『基本講習受講免除について』をご覧下さい。 

専門研修 

地域保育コース 

（地域型保育） 

「子ども・子育て支援新制度」によって地域型保育として位置づけられた小規

模保育、家庭的保育（保育ママ）、事業所内保育の保育従事者として勤務する方

向けのコースです。 

専門研修 

地域子育て支援コ

ース 

（利用者支援事

業・基本型） 

利用者支援事業（子育てひろばや子ども家庭支援センター等で利用者支援事業

を実施）で勤務する方向けのコースです。子育て家庭のニーズを把握し、様々

な情報提供や相談等の支援を行うと同時に、地域の関係機関との連携や協働を

行います。 

※但し、相談や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（地域子育て支援拠点事業や保育所における主任保育士業務等）にお

ける 1年以上の実務経験を有している方が対象となります。 

専門研修 

地域子育て支援コ

ース 

（地域子育て支援

拠点事業） 

地域子育て支援拠点事業（公共施設等の身近な場所で子育て中の親子の交流や

育児相談、育児に関する情報提供を行う場）で勤務する方向けのコースです。 

 

●研修体系 

 

基本研修（必須） 

８科目・８時間 

 

 

 

専門研修（選択） 

地域保育コース 

共通科目 11科目・14時間 

地域型保育 6科目・6時間 

その他見学実習 2日間 

 

利用者支援事業・基本型 

事前研修 8時間 

研修 7科目・8時間 

その他見学実習 1日間 

 

地域子育て支援拠点事業 

研修 6科目・6時間 
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１．研修目的 

平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」が始まり，地域の子育て支援の担い手となる

人材の確保が必要となりました。この度，子育て支援の仕事に関心を持ち，子育て支援分野の事業

に従事することを希望する方を対象に，国の子育て支援員制度に基づき，専門的な知識・原理・技

術・倫理等の修得を行うことを目的として「子育て支援員研修」を実施するものとします。 

※雇用先を紹介及び保証するものではありません。 

 

２．実施主体 

 気仙沼市 

※（株）東京リーガルマインドが事業運営の委託を受け，実施します。 

 

３．受講対象者 

気仙沼市にお住まい、又はお勤めをしていて、今後，地域型保育事業及び利用者支援事業・地域

子育て支援拠点事業等の事業に従事することを希望している方 

 

  ※いずれのコースにおいても，１８歳以上（高校生は除く）で，基本研修と専門研修の全日程の

受講が可能な方を対象とします。ただし基本研修を修了している方及び基本研修の受講免除資

格をお持ちの方は，専門研修のみの受講で構いません。 

 

４．研修とスケジュール 

（１）基本研修→スケジュールは、本書６ページをご覧下さい。 

基本研修については、受講免除が可能な方がいらっしゃいます。下記の『基本研修受講免除につい

て』をご確認のうえ、受講申込書にて免除希望の記入を行ってください。 

 

『基本研修受講免除について』 

以下に掲げる各資格をお持ちの方は，受講申込書にて申請により基本研修が受講免除となります。

免除を希望される方は受講申込書に必要事項をご記入いただき，申込の際に当該資格の資格証等の

写しを一緒に提出してください。 

①保育士 

②社会福祉士 

③幼稚園教諭，看護師，准看護師又は保健師の資格をお持ちの方で，日々子どもと関わる業務に１

年以上携わっている方。 

 また、既に基本研修を修了されている方、又は基本研修や専門研修を一部修了されている方で受講

免除を希望される方は、修了証書（又は一部修了証書）の写しを同封のうえ郵送ください。 

 

（２）地域保育コース（地域型保育）→スケジュールは、本書７ページをご覧下さい。 

 

（３）利用者支援事業・基本型→スケジュールは、本書８ページをご覧下さい。  

 

（４）地域子育て支援拠点事業→スケジュールは、本書８ページをご覧下さい。 
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５．受講料・テキストについて 

 受講料は無料です。（研修当日の旅費・交通費等は各自負担となります。） 

 テキストについても、無料です。（気仙沼市の負担になります。） 

テキスト名：子育て支援員研修テキスト（中央法規出版）価格：2,700円（税込）  

また、各科目で当日に使用する研修資料（無料）を、受付にて配布します。 

 

 

 

６．研修受講の流れ 

 

STEP１ 受講申し込み 

 添付の「受講申込書」に必要事項をご記入いただき，下の〈送付物〉①受講申込書（②及び③は該

当者のみ）を同封のうえ，下記送付先まで郵送にてお申し込みください。 

【受講申込期限：平成３０年１１月３０日（金）】当日消印有効 
＜送付先＞ 

 〒164-0001 

 東京都中野区中野 4-11-10 アーバンネット中野ビル（株式会社東京リーガルマインド新規事業本部内） 

 気仙沼市子育て支援員研修事務局 

 担当 桑山 田中 飯田 富田宛 

※問合せ電話番号 03-5913-6225（電話でのお問合せは，平日 9：00～17：30） 

※FAX番号 03-5913-6255 

 ※問合せメールアドレス k-kuwayama@lec-jp.com 

＜送付物＞ 

 ①受講申込書 

 【基本研修の免除を希望する方のみ】 

 ②子育て支援員基本研修を修了した方は「修了証書（又は修了証明書）」の写し 

  ※「修了証書（又は修了証明書）」の写しをご提出いただけない場合は，基本研修修了者と認められない場

合があります。 

③基本研修を免除希望の方は，保有資格（保育士，社会福祉士，幼稚園教諭，看護師，准看護師又は保健師）

の資格証等の写し 

  ※幼稚園教諭，看護師，准看護師又は保健師の資格をお持ちの方は，別途「日々子どもと関わる業務」の従

事経験が１年以上なければ免除対象となりません。 

   受講申込書へ，施設名や経験した当該業務内容を記載のうえ，ご提出ください。 

   （別途免除対象となるか確認させていただきます。） 

  ※提出書類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ることがあります。  
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STEP２ 受講票の受け取り 

 受講者には，受講決定書を封書で順次送付します。なお，ご自分の受講日の 3日前までに受講票が

届かない場合は，問合せ先(TEL：03-5913-6225)まで連絡してください。 

（申込者多数により受講できない場合にも，その旨を受講申込書ご記入の電話番号で通知します。) 

 

STEP３ 研修の受講 

 研修案内をご確認いただき，研修に参加してください。 

 ＜研修初日に持参するもの＞ 

  ①受講決定通知（研修２日目以降にも出席を確認するものとなりますので，忘れずにお持ちく 

ださい。） 

  ②受講者本人の確認書類（受講申込書に記載した証明書の原本。運転免許証，健康保険証，住民 

票等。） 

 ③昼食，飲み物（研修中の飲料は，ペットボトルや水筒など，フタの閉まるものに限ります。） 

  ④筆記用具 

＜研修受講中の託児サービスについて＞ 

 研修受講に際し、受講者のお子様をお預かりする「託児サービス」を実施いたします。人数に限り

があります。託児サービスをご希望の方は、受講申込書の中段「託児サービス利用希望」にて利用希

望有に〇をしていただき、希望日程（研修の期間中になります。）をご記入下さい。 

 

 尚，地域保育コースにおける地域保育事業所等の見学実習・利用者支援事業基本型における地域に

おける社会資源の見学につきましては，気仙沼市（保健福祉部子ども家庭課）が受講者確定後に，別

途日程調整等を行います。 

 

STEP４ 修了証書の交付 

修了証書については，研修修了後に順次交付いたします。 

※ご都合により研修を欠席（１５分以上の遅刻・早退及び離席などを含む。）した科目があった場

合は，修了となりません。 
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ふりがな   性別 男    女 

氏 名   生年月日       年  月  日（   歳）  

住所 

〒   修了証書の発行・送付時に必要になります。番地・部屋番号まで正確にご記入ください。 

宮城県 

電話番号   Ｅメール   
事務局から問い合わせを

することがあります。 
携帯番号   勤務先電話番号   

現在の児童福祉にかか

る就業状況について 

児童福祉にかかわるお仕

事をしている方のみ事業

所名をご記入ください。 

１．就業している   ２．就業していない   ３．就業予定あり 

事業所名： 

所在地： 

受講希望コース及び

日程について 

希望するコースに○

をつけてください。 

受講希望コース 参加を希望するコースの（  ）に〇をつけてください。 

基本研修 第 1回：12/13・12/14（  ） 第 2回：12/17・12/18（  ） 

地域保育コース 1/8・1/9・1/15（  ） 

利用者支援事業・基本型 1/22・1/23（  ） 

地域子育て支援拠点事業 12/27（  ） 

託児サービス利用希望 １．利用希望有（希望日程：            ）  ２．利用希望無 

基本研修の受講免除

について 

免除を希望する方は、

あてはまるものに○

をつけてください。 

１．修了している   ２．免除を希望する   ３．一部修了している 

保有資格：①保育士  ②社会福祉士  ③幼稚園教諭，看護師，准看護師，保健師 

・上記資格を保有し，基本研修受講免除を希望される方については，本申込書と合わせて，上記資格証等の写

しを同封の上郵送してください。また、受講申込書の氏名と資格証の氏名が異なる場合は、（本人であること

を確認するため）申込日 6ヶ月以内の戸籍抄（謄）本の原本を同封して送付ください。 

・③の方は，下記備考欄へ，「日々子どもと関わる業務」の業務内容を記載して下さい。 

・基本研修を修了されている方又は基本研修や専門研修を一部修了していて免除を希望される方は，修了証書

（又は一部修了証書）の写しを同封の上郵送してください。 

「日々子どもと関わ

る業務」の業務内容に

ついて 

施設名や業務内容等，

記載してください。 

施設名   
 

所在地： 
    

  

勤務期間：        年     月 ～        年     月      

業務内容： 
     

受講者本人確認書類 

あてはまるもの１つ

にチェックしてくだ

さい。 

□運転免許証  □健康保険証  □住民票   

□その他（          ） 

※受講の際、受付で確認いたしますので、毎回ご持参ください。 

平成 30年度気仙沼市子育て支援員研修 受講申込書 
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基本研修 1回目：12月 13日（木）12月 14日（金） 

 
 

基本研修 2回目：12月 17日（月）12月 18日（火） 

 

12月13日（木） 時間配分 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目① 子ども・子育て家庭の現状

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～12：10 60分 科目② 子ども家庭福祉

12：10～13：00 50分 昼食

13：00～14：00 60分 科目③ 子どもの発達

14：00～14：10 10分 休憩

14：10～15：10 60分 科目④ 保育の原理

12月14日（金） 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目⑤ 対人援助の価値と倫理

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～12：10 60分 科目⑥ 児童虐待と社会的養護

12：10～13：00 50分 昼食

13：00～14：00 60分 科目⑦ 子どもの障がい

14：00～14：10 10分 休憩

14：10～15：10 60分 科目⑧ 総合演習

基本研修1日目

基本研修2日目

基本研修（定員25名）
市民福祉センターやすらぎ多目的ホール
〒988-0002 気仙沼市錦町一丁目2番1号

（市営鹿折南住宅5号棟1階）

12月17日（月） 時間配分 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目① 子ども・子育て家庭の現状

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～12：10 60分 科目② 子ども家庭福祉

12：10～13：00 50分 昼食

13：00～14：00 60分 科目③ 子どもの発達

14：00～14：10 10分 休憩

14：10～15：10 60分 科目④ 保育の原理

12月18日（火） 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目⑤ 対人援助の価値と倫理

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～12：10 60分 科目⑥ 児童虐待と社会的養護

12：10～13：00 50分 昼食

13：00～14：00 60分 科目⑦ 子どもの障がい

14：00～14：10 10分 休憩

14：10～15：10 60分 科目⑧ 総合演習

基本研修（定員25名）
市民福祉センターやすらぎ多目的ホール
〒988-0002 気仙沼市錦町一丁目2番1号

（市営鹿折南住宅5号棟1階）

基本研修1日目

基本研修2日目

添付：各研修のスケジュール 
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地域保育コース（地域型保育）：1月 8日（火）・1月 9日（水）・1月 15日（火） 

 

1月8日（火） 時間配分 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目① 乳幼児の生活と遊び

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～12：40 90分 科目② 乳幼児の発達と心理

12：40～13：30 50分 昼食

13：30～14：30 60分 科目③ 乳幼児の食事と栄養

14：30～14：40 10分 休憩

14：40～15：40 60分 科目④ 小児保健Ⅰ

15：40～15：50 10分 休憩

15：50～16：50 60分 科目⑤ 小児保健Ⅱ

16：50～17：00 10分 休憩

17：00～18：00 60分 科目⑦ 地域保育の環境整備

1月9日（水） 時間配分 科目 内容

9：00～10：00 60分 科目⑧ 安全の確保とリスクマネジメント

10：00～10：10 10分 休憩

10：10～12：10 120分 科目⑥ 心肺蘇生法

12：10～13：00 50分 昼食

13：00～14：30 90分 科目⑨ 保育者の職業倫理と配慮事項

14：30～14：40 10分 休憩

14：40～16：10 90分 科目⑩ 特別に配慮を要する子どもへの対応

16：10～16：20 10分 休憩

16：20～17：50 90分 科目⑪ グループ討議

1月15日（火） 時間配分 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目① 地域型保育の概要

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～13：10 120分 科目② 地域型保育の保育内容

13：10～14：00 50分 昼食

14：00～15：00 60分 科目③ 地域型保育の運営

15：00～15：10 10分 休憩

15：10～16：40 90分 科目④ 地域型保育における保護者への対応

16：40～16：50 10分 休憩

16：50～17：20 30分 科目⑤ 見学実習オリエンテーション

専門研修地域保育コース共通科目（定員３０名）
地域交流センター（ワン・テン庁舎2階）交流室A・B

〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目1番1号

専門研修地域保育コース（共通科目）　2日目

専門研修地域保育コース地域型保育（定員３０名）
市民福祉センターやすらぎ多目的ホール
〒988-0002 気仙沼市錦町一丁目2番1号

（市営鹿折南住宅5号棟1階）

専門研修地域保育コース（共通科目）　1日目



8 

 

利用者支援事業・基本型：1月 22日（火）・1月 23日（水） 

 

 

地域子育て支援拠点事業：12月 27日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

1月２２日（火） 時間配分 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目② 利用者支援事業の概要

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～12：10 60分 科目③ 地域資源の概要

12：10～13：00 50分 昼食

13：00～14：30 90分 科目④
利用者支援専門員に求められる基本的姿勢と倫
理

14：30～14：40 10分 休憩

14：40～15：40 60分 科目⑤ 記録の取扱い

1月２３日（水） 時間配分 科目 内容

10：00～11：30 90分 科目⑥
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～

11：30～12：20 50分 昼食

12：20～13：50 90分 科目⑦
事例分析Ⅱ～社会資源の活用とコーディネーショ
ン～

13：50～14：00 10分 休憩

14：00～14：30 30分 科目⑧ まとめ

専門研修利用者支援事業基本型　1日目

専門研修利用者支援事業基本型（定員１０名）
地域交流センター（ワン・テン庁舎2階）交流室A・B

〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目1番1号

専門研修利用者支援事業基本型　2日目

12月27日（木） 時間配分 科目 内容

10：00～11：00 60分 科目① 地域子育て支援拠点事業の全体像の理解

11：00～11：10 10分 休憩

11：10～12：10 60分 科目② 利用者の理解

12：10～13：00 50分 昼食

13：00～14：00 60分 科目③ 地域子育て支援拠点の活動

14：00～14：10 10分 休憩

14：10～15：10 60分 科目④ 講習等の企画づくり

15：10～15：20 10分 休憩

15：20～16：20 60分 科目⑤ 事例検討

16：20～16：30 10分 休憩

16：30～17：30 60分 科目⑥ 地域資源の連携づくりと促進

専門研修地域子育て支援拠点事業（定員１０名）
地域交流センター（ワン・テン庁舎2階）交流室A・B

〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目1番1号
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添付：会場案内 

市民福祉センター「やすらぎ」 

多目的ホール 

〒988-0002  

気仙沼市錦町一丁目２番１号

（市営鹿折南住宅５号棟１階） 

地域交流センター 交流室Ａ・Ｂ

（市役所ワン・テン庁舎２階） 

〒988－8501  

気仙沼市八日町一丁目１番１号 


