受講無料

令和 4 年 5 月作成

令和 4 年度

第1期

千葉県子育て支援員研修 受講のご案内
地域子育て支援コース<利用者支援事業・特定型>

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じ、実施します。
【今後の状況によって、予定を変更する場合があります】

1．目的
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方や、
すでに子育て支援の担い手として従事されている方に対して、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、子育て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。
千葉県では、7 月から翌年 1 月まで 2 期に分けて基本研修及び専門研修を県内各地で実施します。研修修
了者には「子育て支援員」として全国で共通の修了証書を交付します。
当研修は、株式会社ポピンズプロフェッショナルが千葉県から委託を受けて運営・実施します。

2. 対象者
千葉県内に在住または在勤（保育など子育て支援関係）の方で、千葉県内において保育や子育て支援分野
の下記事業の職務に現に従事する方、及び従事することを希望する方。
（1） 利用者支援事業の専任職員
利用者支援事業（基本型）の受講に当たっては、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（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等）
に 1 年以上の実務経験を予め有していることも受講条件となります。
お申し込み時に申込書と併せて「実務経験証明書」をご提出ください。

（2） 地域子育て支援拠点事業の専任職員

3. 研修申し込みから認定までの流れ
令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、多くのコースでインターネット経由で
の録画講義の視聴（以下、ｅラーニング受講）を含むカリキュラムとなります。

①ｅラーニング受講を含むコース
利用者支援事業・特定型の
e ラーニング受講を含むコー
スの開催はありません。
②のコースをご検討ください。

②全日程 研修会場で実施するコース
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4. 研修スケジュール
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、予定が変更になることがありますので、最新の情報は研修
ホームページでご確認ください
◆ 地域子育て支援コース＜利用者支援事業・基本型＞

第1期 全2回

ｅラーニング受講と集合研修で開催されるコース
申込み
コース

日 程

研修種別

基本研修

e
ンラ
ー
グ
ニ

HKC4-2211
(定員20名)
専門研修

集
合

受付時間

全8科目(8時間) 視聴期間

講義時間

会場/実施方法

2022年09月14日(水)

～

2022年09月27日(火)

※期間内に視聴が終了していない場合は集合研修にご参加いただけません。
日程

受付時間

講義時間

2022年09月29日(木)

9時30分～

10時00分～15時55分

2022年10月06日(木)

9時30分～

会場

募集期間/
受講決定通知
予定時期
募集期間
2022年05月18日(水)
10:00から
2022年06月13日(月)
15:00まで

千葉市文化センター セミナー室（5階）

受講決定通知
2022年7月4日(月)
発送予定

会場/実施方法

募集期間/
受講決定通知
予定時期

10時00分～15時05分

全ての日程が集合研修で開催されるコース
申込み
コース

研修種別

日 程

受付時間

講義時間

1

2022年09月02日(金)

9時30分～

10時00分～15時45分

基C2209

2

2022年09月05日(月)

9時30分～

10時00分～15時45分

(定員10名)

1

2022年09月29日(木)

9時30分～

10時00分～15時55分

2

2022年10月06日(木)

9時30分～

10時00分～15時05分

基本研修
千葉市文化センター セミナー室（5階）

募集期間
2022年05月18日(水)
10:00から
2022年06月13日(月)
15:00まで
受講決定通知
2022年7月4日(月)
発送予定

専門研修

※各日程の時間割・会場の詳細につきましては、各コース「開催要項」をご参照ください。
※第 2 期のご案内・申込受付は 8 月下旬頃に公開いたします。

◆ 地域子育て支援コース＜利用者支援事業・特定型＞

全1回

※令和 4 年度は下記 1 回のみの開催です。

全ての日程が集合研修で開催されるコース
申込み
コース

特C2210

研修種別

日 程

受付時間

講義時間

1

2022年09月02日(金)

9時30分～

10時00分～15時45分

2

2022年09月05日(月)

9時30分～

10時00分～15時45分

1

2022年09月30日(金)

9時30分～

10時00分～17時05分

会場/実施方法

基本研修
千葉市文化センター セミナー室（5階）

募集期間/
受講決定通知
予定時期
募集期間
2022年05月18日(水)
10:00から
2022年06月13日(月)
15:00まで

(定員20名)
専門研修

※各日程の時間割・会場の詳細につきましては、各コース「開催要項」をご参照ください。
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受講決定通知
2022年7月4日(月)
発送予定

◆ 地域子育て支援コース＜地域子育て支援拠点事業＞

第1期 全3回

ｅラーニング受講と集合研修で開催されるコース
申込み
コース

日 程

研修種別

基本研修

e
ラ
ー
グ
ニ
ン

専門研修

集
合

HKC5-2212
(定員40名)

受付時間

全8科目(8時間) 視聴期間

講義時間

2022年08月29日(月)

会場/実施方法

～

2022年09月11日(日)

※期間内に視聴が終了していない場合は集合研修にご参加いただけません。

日程

受付時間

講義時間

会場

2022年09月13日(火)

9時30分～

10時00分～17時45分

千葉商工会議所 第1ホール(14階)

募集期間/
受講決定通知
予定時期
募集期間
2022年05月18日(水)
10:00から
2022年06月13日(月)
15:00まで
受講決定通知
2022年7月4日(月)
発送予定

全ての日程が集合研修で開催されるコース
申込み
コース

研修種別

拠C2211

基本研修

日 程

受付時間

講義時間

1

2022年07月19日(火)

9時30分～

10時00分～15時45分

2

2022年07月25日(月)

9時30分～

10時00分～15時45分

1

2022年09月13日(火)

9時30分～

10時00分～17時45分

1

2022年08月25日(木)

9時30分～

10時00分～15時45分

2

2022年08月31日(水)

9時30分～

10時00分～15時45分

1

2022年09月13日(火)

9時30分～

10時00分～17時45分

会場/実施方法

千葉商工会議所 第1ホール(14階)

(定員10名)
専門研修

拠C2212
(定員10名)

基本研修
専門研修

千葉商工会議所 第1ホール(14階)

※各日程の時間割・会場の詳細につきましては、各コース「開催要項」をご参照ください。
※第 2 期のご案内・申込受付は 8 月下旬頃に公開いたします。

【ｅラーニング受講について】
 千葉県子育て支援員研修における e ラーニング受講とは、指定された受講期間中の
ご都合のよい時間に、お持ちのパソコン・タブレット・スマートフォン等で専用 WEB
ページへアクセスし、録画された講義を視聴（受講）いただく受講方法です。
 具体的な受講方法については、受講確定後にご案内いたします。
 ご本人が受講されているかの確認として、「顔認証システム」を採用しております。
視聴される端末はカメラ機能が必要となります。
 必須ではございませんが、スムーズな受講をしていただくため Wi-Fi 利用可能な環
境を推奨いたします。
 期間内に定められた科目の視聴を完了していない場合、その後の集合研修・見学実
習等に参加いただくことができません。一部科目修了については視聴の進捗状況を
確認し、それにより科目の修了可否の判断をいたします(提出物等も含む)。

e ラーニングの動作環境はこちらからご確認いただけます。
https://poppins-education.jp/elearning/
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募集期間/
受講決定通知
予定時期
募集期間
2022年05月18日(水)
10:00から
2022年06月13日(月)
15:00まで
受講決定通知
2022年7月4日(月)
発送予定

5. 申込方法
募集期間中に、各コースの専用申込みフォームよりお申込みください。
全日程集合研修のコースのみ、受講申込書に必要事項をご記入の上、FAX、郵送での申込も可能です。

申込みフォーム
・e ラーニング受講を含むコース（コース No.が「HKC」からはじまるコース）の受講を希
望する方は、申込みフォームからお申込みください（第 3 希望まで選択可能です）。
・申込みフォームからは全てのコースを受付けております。
・免除科目がある場合は、申込みフォームに必要書類をデータ（PDF または写真）添付して
ください。
申込みフォームは研修ホームページからアクセスできます。
研修ホームページ https://poppins-education.jp/kosodateshien_chiba/
または 令和 4 年度千葉県子育て支援員研修

FAX/郵送申込み (全日程集合研修のコースのみ対応)
申込用紙は申込期間内に上記ホームページからダウンロードして郵送または FAX
にてお送りください。
【FAX 宛先(FAX 番号)】

03-6704-5060

【郵送宛先】〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-6-6 広尾プラザ 6F
株式会社ポピンズプロフェッショナル 企画営業部
千葉県子育て支援員研修係宛て

ｅラーニング受講を含むコースについては FAX/郵送はお受けできません。

◆ 定員を超えた場合は、抽選となります。
抽選の結果は以下の発送をもってかえさせていただきます。
【受講が確定された方】
集合研修の受講票、研修参加への同意書、e ラーニング受講に必要なテキスト、
テキスト代お振込みのご案内等をご自宅へ郵送いたします。
【落選された方】
ハガキにてお知らせいたします。

2022 年 7 月 4 日(月) 発送予定
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【申込みに関する注意事項】
◆

今年度申込み可能なコースは 1 つのみです。同じコースであれば第 3 希望までお受けしております。

◆

基本研修の受講免除について

以下①～③に該当する方は基本研修の免除が可能です。申込時に保有資格をご記入の上、その資格を証明
する書類の写しを提出してください。氏名変更がある場合は戸籍抄本の写しも併せてご提出ください。
なお、下記の③に該当する場合、従事先、従事期間についてもご記入ください。
①保育士 ②社会福祉士
③幼稚園教諭、看護師、保健師の資格を有し、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 1 年以上の業務経験を有する方。
◆ 一部科目受講済みによる受講免除について
全国で実施している子育て支援員研修において基本研修または専門研修の一部科目を修了している方は、
修了している科目についての受講の免除が可能です。申込時に一部科目受講免除希望の旨明記の上、修了証
書、一部科目修了証書または基本研修修了証明書の写しを提出してください。氏名変更がある場合は、戸籍
抄本の写しも併せてご提出ください。
◆ 申込時にお預かりした情報について
申込時のご入力・ご記載内容に関してご従事先やご連絡先へ確認の連絡をする場合があります。
(株式会社ポピンズプロフェッショナル 企画営業部 千葉県県子育て支援員担当 TEL：03-3447-5826）
申込受付期間中に連絡が取れない場合は受付ができず、申込みを無効とさせていただく場合があります。
また、申込時に受領した個人情報については、適正な管理を行い、同意いただいた目的以外に利用すること
はありません。なお、申込時にいただいた書類（申込書、資格証の写し・戸籍抄本の写し等）は返却しませ
んので、予めご了承ください。
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6. 利用者支援事業・基本型

事前学習について

専門研修の講義受講前に、事前学習（地域資源の把握）を実施していただきます。
事前学習の課題用紙は受講票送付時に同封し、専門研修 1 日目に提出していただきます。

7. 利用者支援事業・基本型

見学実習について

＜対象＞
基本研修および専門研修がすべて修了している方。
＜目的＞
地域資源の実際を見学により学ぶとともに、担当者との関係を構築することで、今後の業務の
円滑な実施につなげる。
＜実習先について＞
専門研修当日に千葉県内の地域子育て支援拠点の一覧を配布します。
それをもとに、ご自身で実習先と日程等を調整し、実習を実施します。
＜実習後の流れ＞
実習修了

実習記録記入
（指定様式有）

実習先よりサイン･コメント受領

修了証交付

8. 研修費用
研修受講料は無料です。ただし、以下についての費用は自己負担となります。





テキスト代（基本研修 500 円・専門研修 1000 円）は自己負担になります。受講確定時に郵送する
書面にて振込先をご案内します(振込手数料は受講者様の負担となります）
。研修当日の現金支払い
はお受けできません。また、振込後の返金にはご対応できません。あらかじめご了承ください。
会場までの交通費および昼食代等の実費は自己負担となります。
ｅラーニング受講時のインターネットを使用する際に通信費等が発生する場合の費用は自己負担とな
ります。

【利用者支援事業・基本型をご受講の方】
専門研修当日に配布するテキスト(上記自己負担分)とは別に以下の書籍を使用します。
専門研修当日までにご用意ください。（会場での販売等は行いません）

『地域子育て支援拠点で取り組む利用者支援事業のための実践ガイド』
中央法規出版

1,980 円（税込）

【地域子育て支援拠点事業 ご受講の方】
『地域子育て支援拠点で取り組む利用者支援事業のための実践ガイド』の内容は、講義で使用するレジュ
メに抜粋してご説明します。参考テキストとして講義内でご紹介いたします。

地域子育て支援コース
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9. 集合研修に出席される際の注意点








15 分以上の遅刻、離席、早退された科目は修了と認められませんので、ご注意ください。
自然災害発生時、または発生が予想される場合は、県または研修ホームページ（新着情報）
に変更等を掲載しますので、ご確認ください。
会場内での飲食が可能です。※ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。
公共交通機関でお越しください。
冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため、必要に応じて上着等を持参ください。
忘れ物は弊社で年度末まで保管しますが、それ以降は処分いたしますのでご了承下さい。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更する場合があります。また、以下のよ
うな取り組みを行っており、皆様に取り組みへのご理解をいただき、申込時に同意の確認を
お願いしております。
【新型コロナウイルス感染症感染防止への取り組み】
会場での研修受講時には常時マスクの着用をお願いいたします。集合研修は会場の定員数
の半数以下とし、受付での手指の消毒の実施、非接触型体温計での体温測定を行っており
ます。また、受講者同士の着席間隔を広く取る等の措置を取りますが、研修カリキュラム
の性質上、他の受講生と対面しての演習が含まれます。ご理解の上お申込み、ご参加をお
願いいたします。また、集合研修に出席される日にいつもと体調が異なる、周囲に新型コ
ロナウイルス感染症含む感染症に罹患した方がいた場合、受講を見合わせていただくよう
お願いいたします。

【お問い合わせ先】

株式会社 ポピンズプロフェッショナル
企画営業部 千葉県子育て支援員研修係
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5－6－6
研修ホームページ

広尾プラザ 6Ｆ

：https://poppins-education.jp/kosodateshien_chiba/

問い合わせフォーム : https://poppins-education.jp/kosodateshien_chiba_contact/
TEL： 03-3447-5826（平日 9:00～17:00）

FAX：03-6704-5060

※当事業は、株式会社ポピンズプロフェッショナルが千葉県より受託し運営いたします

地域子育て支援コース
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令和4年度

千葉県子育て支援員研修

地域子育て支援コース<利用者支援事業

特定型>

開催要項

【申込みコース：特Ｃ2210】

【日時・会場】
研修種別

日程

受付時間

講義時間

1

2022年09月02日(金)

9時30分～

10時00分～15時45分

2

2022年09月05日(月)

9時30分～

10時00分～15時45分

1

2022年09月30日(金)

9時30分～

10時00分～17時05分

会場

基本研修

専門研修

千葉市文化センター セミナー室（5
階）

【研修スケジュール】
研修種別

日程

1

2022年09月02日(金)

時間（分）

科目名

10時00分～11時00分

60

子ども・子育て家庭の現状

11時10分～12時10分

60

子ども家庭福祉

13時10分～14時10分

60

児童虐待と社会的養護

14時20分～15時20分

60

子どもの障害

15時30分～15時45分

15

修了確認テスト

10時00分～11時00分

60

子どもの発達

11時10分～12時10分

60

保育の原理

13時10分～14時10分

60

対人援助の価値と倫理

14時20分～15時20分

60

総合演習

15時30分～15時45分

15

修了確認テスト

10時00分～11時00分

60

利用者支援事業の概要

11時10分～12時10分

60

利用者支援専門員に求められる
基本姿勢と倫理

13時00分～14時30分

90

保育資源の概要

14時40分～15時40分

60

記録の取扱い

15時50分～16時50分

60

まとめ

16時50分～17時05分

15

修了確認テスト

基本研修

2

専門研修

1

2022年09月05日(月)

2022年09月30日(金)

特C2210

【会場アクセス】
会場名
住所

千葉市文化センター

セミナー室（5階）

千葉県千葉市中央区中央2-5-1

・JR総武線
・京成線

千葉駅より

千葉中央駅より

千葉中央ツインビル2号館

徒歩10分
徒歩8分

アクセス
・千葉都市モノレール

葭川公園駅より

徒歩3分

・「千葉銀行中央支店」バス停下車徒歩１分

【問い合わせ先】

株式会社ポピンズプロフェッショナル
企画営業部 千葉県子育て支援員研修係
TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00) FAX: 03-6704-5060
研修ホームページ
： https://poppins-education.jp/kosodateshien_chiba/
お問い合わせフォーム： https://poppins-education.jp/kosodateshien_chiba_contact/
＊本研修は、株式会社ポピンズプロフェッショナルが千葉県より委託を受けて実施します

特C2210

