令和２年度茨城県子育て支援員研修
１

実施要項

目 的
「子ども・子育て支援新制度」がスタートし，小規模保育，家庭的保育等の地域型保育や，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

実施主体
茨城県（株式会社東京リーガルマインドが，茨城県から委託を受けて実施します。
）

３

対象者
以下の（１）～（４）にあてはまる方（ただし，（２），（３）はいずれかに該当する方）を
受講対象とします。

（１）茨城県内に在住，在勤又は在学の方。
（２）地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち，茨城県内において，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，又は従事している方。
（３）茨城県内における認可外の居宅訪問型保育事業又は家庭的保育事業に従事又は従事予定者で
あって，「都道府県が行う保育に従事する者に関する研修」として，専門研修の「地域保育コ
ース」の受講を希望する方。
（４）本研修は，茨城県における保育の担い手確保を目的として実施するものであることから，次の
①②に該当する方を受講対象とします。
①

茨城県福祉人材センター（社会福祉法人茨城県社会福祉協議会無料職業紹介所）及び，い
ばらき保育人材バンク*1（茨城県からマンパワーグループ株式会社へ委託している事業）に
登録することを承諾する方。
＊１保育人材バンクに登録すると，以下の支援が受けられます。
・保育士資格をお持ちで就業していない方→保育施設への就業あっ旋
・保育士資格がなく就業していない方→保育施設への就業あっ旋，保育士資格取得支援
・保育士資格がなく就業している方→保育士資格取得支援

②

研修受講者の個人情報及び受講科目の修了状況について，茨城県内市町村が情報を共有す
ること，並びに研修修了後に実施する「令和２年度茨城県子育て支援員研修受講者現況調査
*2

」に協力をすることを承諾する方。

*2
令和２年度茨城県子育て支援員研修受講者現況調査は，令和３年１月頃実施予定です。
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４

参加定員

（１）基本研修

２０１名（1 回目：60 名／2 回目：66 名／3 回目：75 名）

（２）専門研修

以下のとおり。

地域保育コース（共通科目)

１８６名（1 回目：45名／2 回目：66 名／3 回目：75 名）

地域型保育

１８６名（1 回目：45名／2 回目：66 名／3 回目：75 名）

一時預かり事業

１４１名（1 回目： 75名／2 回目： 66 名）

利用者支援コース（基本型） １５名
５

参加費

（１）研修の参加費用は無料です。
（２）会場への往復の交通費（駐車場代が発生する時は駐車場代も含む）及び昼食代等は自己負担で
す。
（３）見学実習に伴う健康診断の有無等については，地域型保育及び一時預かり事業における「見学
実習オリエンテーション」修了後にお知らせします。健康診断等が必要な場合，健康診断等に要
する費用は自己負担です。
６

研修内容
「子育て支援員研修事業実施要綱（平成 27 年 5 月 21 日雇児発 0521 第 18 号厚生労働省雇用均
等・児童家庭局長通知）
」で定められた子育て支援員基本研修及び子育て支援員専門研修

７

研修日程及び開催会場
次頁にあります子育て支援員研修日程表（3頁）を参照してください。 研修日程表に記載の時
間はオリエンテ ーションの時間を含んでいます。各科目受講の出欠確認を行います。
なお，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，日程等に変更が生じる場合があります。
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子育て支援員研修日程表
研修日程
研修・コース名

基本研修(2日間）
※基本研修は、基本研修免除者
を除き、必ず受講すること。
なお、基本研修と専門研修は
同じ回で受講してください。

地域保育共通科目(3日間)
※地域型保育
一時預かり事業
を受講する方は、
地域保育（共通科目）
の受講は必須です。

専
門
研
修

地
域
保
育
コ
ー
ス
地域型保育
（小規模・家庭的・
事業所内保育事業）
＊1

※天候等により時間や会場が変更なる場合があります。
回(地区) 定員(名)
日程
時間
（１日目）
（１日目）
10月28日(水)
9:20～14:50
第1回
60
（2日目）
（2日目）
10月29日(木)
9:30～15:40
（１日目）
（１日目）
11月2日(月)
9:20～14:50
第2回
66
（2日目）
（2日目）
11月3日(火・祝) 9:30～15:40
（１日目）
（１日目）
12月1日(火)
9:20～14:50
第3回
75
（2日目）
（2日目）
12月2日(水)
9:30～15:40
（１日目）
（１日目）
11月7日(土)
9:30～16:30
（2日目）
（2日目）
第1回
45
11月9日(月)
10:00～15:10
（３日目）
（３日目）
11月11日(水)
9:30～16:20

*1
*2
※
※

みと交流プラザ
水戸市五軒町1丁目2番12号
つくば市役所 コミュニティ棟
会議室1.2.3
つくば市研究学園１-１-１
ザ・ヒロサワ・シティ会館分館
集会室10号
水戸市千波町東久保697番地

茨城県産業会館 研修室
水戸市桜川2丁目2番35号

66

（１日目）
11月8日(日)
（2日目）
11月15日(日)
（３日目）
11月21日(土)

（１日目）
9:30～16:30
（2日目）
10:00～15:10
（３日目）
9:30～16:20

つくば市役所 コミュニティ棟
会議室1.2.3
つくば市研究学園１-１-１

第3回

75

（１日目）
12月7日(月）
（2日目）
12月8日(火)
（３日目）
12月12日(土)

（１日目）
9:30～16:30
（2日目）
10:00～15:10
（３日目）
9:30～16:20

ザ・ヒロサワ・シティ会館分館
集会室10号
水戸市千波町東久保697番地

第1回

45

（１日目）
11月20日(金)

（１日目）
9:30～16:50

茨城県産業会館 研修室
水戸市桜川2丁目2番35号

第2回

66

（１日目）
11月24日(火)

（１日目）
9:30～16:50

つくば市役所 会議室201
つくば市研究学園１-１-１

第3回

75

(１日目）
12月13日(日)

（１日目）
9:30～16:50

第1回

75

（１日目）
1月9日(土)

（１日目）
9:30～16:50

第2回

66

（１日目）
11月25日(水)

（１日目）
9:30～16:50

第2回

一時預かり事業
*1

地域
子育て支援
コース

会場

ザ・ヒロサワ・シティ会館分館
集会室10号
水戸市千波町東久保697番地
ザ・ヒロサワ・シティ会館分館
集会室10号
水戸市千波町東久保697番地
つくば市役所 会議室201
つくば市研究学園１-１-１

（１日目）
（１日目）
ザ・ヒロサワ・シティ会館分館
12月19日(土)
9:30～15:20
15
集会室7号
（2日目）
（2日目）
水戸市千波町東久保697番地
12月20日(日)
9:30～14:10
上記研修日程の外に、別に定める期間において２日間の見学実習が必須です。
見学実習については、受講決定通知書と合わせて同封している資料を確認してください。
上記研修日程の外に、事前学習（演習４８０分）及び事後学習（４８０分）が必須です。
上記日程の時間には、オリエンテーションの時間が含まれています。
利用者支援事業基本型(2日間)
＊2

定員については、現時点での収容人数です。
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、状況によっては変動する可能性があります。
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８
受講申込及び郵送先
（１）今年度受講できるコースは一つのみです。複数のコースを申し込むことはできません。
（２）子育て支援員研修は，基本研修を受けてから，専門研修を受講することができます。今年度
初めて子育て支援員研修を受講される方，及び基本研修一部科目修了者は，必ず基本研修の申し
込みをしてください。※基本研修免除希望者は次頁（１０ 受講免除）を参照してください。
（３）基本研修及び専門研修は，同一回での受講とします。
例：第１回の基本研修及び地域保育コース地域型保育の受講を希望している場合
基本研修第１回

⇒ 地域保育（共通科目）第１回 ⇒ 地域型保育第１回

（４）受講を希望する方は，受講申込書《様式１》に必要事項を記入のうえ，添付書類を下記郵送
先に，簡易書留郵便またはレターパックプラスで郵送してください。
（直接持参，通常郵便，
レターパックライト，メール便，ファクシミリによる申し込みは受け付けません。）
（５）受講申込書等は，研修申込専用ホームページからダウンロードしてください。
https://public.lec-jp.com/kosodate-ibaraki/

【留意事項】
① 専門研修の受講については，基本研修の修了が条件です。
② 「利用者支援事業（基本型）
」を受講される方は，相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする
市町長が認めた業務（例：地域子育て支援拠点事業，保育所における主任保育士業務）に１年以上の実
務経験を有していることが条件です。勤務先で「実務経験証明書《様式２》
（１年以上の実務経験及び
業務内容が記載されている）
」を発行してもらい提出してください。また，事前・事後学習（課題提出
及び見学実習）があります。
③受講に際して，15分以上の遅刻・早退・離席があった場合は原則としてその科目は欠席扱いに
なります。
※公共交通機関の遅延等による遅刻の場合は，遅延証明書を研修受付に提出してください。
その場合でも研修講義の1/2以上（例：基本研修は各科目60分のため，30分以上）講義を受
講していない場合，その科目は欠席扱いになります。
④ 研修日程により，会場が異なります。研修会場までの公共交通機関での乗降場所や近隣の駐車場等につ
いては，各自で調べてください。
⑤ 天候の状況や公共交通機関の遅延等により，研修時刻の変更又は日程の振り替え等を行うことがあるこ
とを予めご了承ください。
【郵送先】
〒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
茨城県子育て支援員研修事務局
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９

受講申込締め切り
令和２年９月２５日（金） 郵送必着

１０

受講免除

※基本研修の受講免除希望
以下に掲げる資格をお持ちの方は，基本研修の免除が可能です。基本研修免除希望者は，免
除対象となる資格証の写し，または基本研修修了証の写しが必要です。氏名変更がある場合は
戸籍抄本の写しを提出してください。
① 保育士
② 社会福祉士
③ 幼稚園教諭，看護師，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，放課後児童クラブなど）に携わっている方。
・資格証の写しに加え，子どもと関わる業務に携わっていることの証明書類（社員証の写し，在
勤証明書等）
④ 子育て支援員研修（基本研修）修了者
※一部科目受講済みによる受講免除希望
茨城県及び他の都道府県等で実施している「令和元年度子育て支援員研修」において，基本
研修及び専門研修の一部科目を修了している方は，一部科目修了証書の写しを添付することに
より，修了している科目についての受講の免除が可能です。

１１

見学実習

（１）地域保育コース（地域型保育・一時預かり事業）及び利用者支援事業（基本型）は見学実習が必
須で，研修時間は地域保育コース２日間，利用者支援事業（基本型）１日間です。
地域保育コースにおける見学実習先は，株式会社東京リーガルマインドが指定する保育所等と
します。実習受入先からの指定された日程での実習となることを予めご了承ください。
なお，実習先及び見学実習に伴う健康診断の有無等については，地域型保育及び一時預かり事
業における「見学実習オリエンテーション」修了後にお知らせします。
（２）既に保育所又は子育て広場等に勤務している方についても，見学実習は必須です。その場
合，従事している法人（事業所）とは別の法人（事業所）で実施していただきます。

１２ 受講者の決定
受講申込者が定員を超過した場合，就業状況及び受講動機等を勘案した上で受講者を決定する
ことを予めご了承ください。
受講決定通知書の送付は，各研修初日の２週間前頃を予定しています。
１３ 修了証の発行
茨城県（知事）が子育て支援員研修の修了を認定し，修了証を発行します。なお，修了証は株
式会社東京リーガルマインドから令和３年３月末頃，受講申込書に記載された修了者の自宅住所
に郵送いたします。
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１４ 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，本実施要項「３対象者」に記載のとおり，未就業者について
は，茨城県福祉人材センター及びいばらき保育人材バンクへの登録を行うとともに，全ての研
修受講者の個人情報及び受講科目の修了状況について，茨城県を通じて市町村が情報共有いたし
ます。

１５

注意事項

（１）
「子育て支援員*3」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つ
けていると認められる方のことです。＊3国家資格ではありません
（２）受講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
れない場合は受け付けができないことがあります。
（３）申込期限までに必要書類の提出がない場合は，受け付けできないことがあります。
（４）市町村によっては，本研修の対象となる事業が行われていない場合がありますので各自で確認
してください。
（５）受講するコースによって，従事できる事業や内容が異なりますのでご留意ください。
（６）本研修の一部コースにおいては，活動する市町村の地域の子育て支援に関する資源の調査が
含まれます。株式会社東京リーガルマインドでは研修時間中の保育ルーム等は設けませんので
，託児が必要な受講者は各自が地域の資源等を活用し手配をしてください（費用は自己負担で
す）。
（７）本研修は，あくまでも受講者を「子育て支援員」として認定するものであり，修了後の雇用先
を紹介及び保証するものではありません。
（８）本研修全ての過程において，講義及びレポート等の作成は日本語で行います。
（９）申込書は，必ず受講する本人が記入してください。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消となることがあります。
（10）新型コロナウイルス感染症対策のため，研修受講の際には，マスクの着用等をお願いします。

１６

その他
令和２年度に茨城県が実施する「いばらき保育人材バンク事業」については，
茨城県保健福祉部子ども政策局 子ども未来課保育担当 ＴＥＬ：029-301-3243
に問い合わせてください。

１７

本研修についての問い合わせ先
株式会社東京リーガルマインド 新規事業本部
茨城県子育て支援員研修事務局

担当 瀬野

ＴＥＬ：03-5913-6225（平日：月曜日～金曜日・祝日を除く 9:00～17:00）
※お問い合わせの際は，必ず「茨城県子育て支援員研修の件」とお伝えください。
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