令和 4 年度 埼玉県子育て支援員研修
受講のご案内

受講無料

地域保育コース
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
方に対し、子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を修得するための子育て支援員研修を実施
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。
受講修了者には「子育て支援員」として全国で有効な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埼玉県から委託を受けて運営・実施します。
2. 対象者
埼玉県内に在住または在勤（保育など子育て支援関係）の方で、埼玉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。
◆地域型保育・・・小規模保育の保育従事者（保育士以外）
家庭的保育の家庭的保育補助者
事業所内保育の保育従事者(保育士以外)
◆一時預かり事業・・・一時預かり事業の保育従事者(保育士以外)
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3. 研修申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①インターネット
経由での録画講義の視聴（以下、オンデマンド配信）
、②インターネット経由での講義のライブ受講（以
下、ライブ配信）を含むカリキュラム(オンライン受講を含むコース)となります。

① ．地域型保育（オンラインを含むコース・保 S2207 以外）
・一時預かり事業

② ．地域型保育（全日程研修会場で実施するコース・保 S2207）
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4. 研修日程・会場
※オンライン受講を含むコース（保 S2207 以外）は、お持ちのパソコン・タブレット等で、インターネ
ット経由での受講が可能な方のみお申込みください。
※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
〇地域型保育【定員】各回 50 名
申込み
コース

研修種別

日 程

受付時間

講義時間

会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年07月06日(水)

9時40分～

10時00分～13時00分

埼玉建産連研修センター

基本研修
保S2201
(さいたま・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞
専門研修
＜共通科目＞
基本研修
保S2202
(さいたま・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞
専門研修
＜共通科目＞
基本研修
保S2203
(川越・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞
専門研修
＜共通科目＞
基本研修
保S2204
(川越・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

【オンライン受講・オンデマンド配信 】 全8科目/8時間
2022年07月06日(水)

～

2022年07月19日(火)

2022年07月22日(金)

9時20分～

09時40分～15時10分

2022年07月26日(火)

9時20分～

09時55分～14時30分

2022年07月30日(土)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年08月03日(水)

9時20分～

09時55分～16時40分

募集期間/
受講決定通知
予定時期

オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

見学実習(2日間)
2022年07月06日(水)

13時40分～

14時00分～17時00分

【オンライン受講・オンデマンド配信 】 全8科目/8時間
2022年07月06日(水)

～

2022年07月19日(火)

2022年07月25日(月)

9時20分～

09時40分～15時10分

2022年07月28日(木)

9時20分～

09時55分～14時30分

2022年08月02日(火)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年08月04日(木)

9時20分～

09時55分～16時40分

埼玉建産連研修センター
オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

＜募集期間＞
2022年05月19日(木)10:00
～2022年06月08日(水)15:00

見学実習(2日間)
2022年08月01日(月)

9時40分～

10時00分～13時00分

【オンライン受講・オンデマンド配信 】 全8科目/8時間
2022年08月01日(月)

～

2022年08月14日(日)

2022年08月18日(木)

9時20分～

09時40分～15時10分

2022年08月24日(水)

9時20分～

09時55分～14時30分

2022年08月26日(金)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年08月31日(水)

9時20分～

09時55分～16時40分

ウェスタ川越
オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

見学実習(2日間)
2022年08月01日(月)

13時40分～

14時00分～17時00分

【オンライン受講・オンデマンド配信 】 全8科目/8時間
2022年08月01日(月)

～

2022年08月14日(日)

2022年08月19日(金)

9時20分～

09時40分～15時10分

2022年08月25日(木)

9時20分～

09時55分～14時30分

2022年08月30日(火)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年09月03日(土)

9時20分～

09時55分～16時40分
見学実習(2日間)
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ウェスタ川越
オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

＜受講決定通知予定時期＞
2022年06月15日(水)

申込み
コース

研修種別
専門研修
＜共通科目＞
基本研修

保S2205
(越谷・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞
専門研修
＜共通科目＞
基本研修
保S2206
(越谷・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

基本研修

保S2207
(川口)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

日

程

2022年10月04日(火)

受付時間

講義時間

会場/実施方法

9時40分～

10時00分～13時00分

越谷コミュニティセンター
ポルティコホール

【オンライン受講・オンデマンド配信 】
2022年10月04日(火)

～

全8科目/8時間

2022年10月17日(月)

2022年10月20日(木)

9時20分～

09時40分～15時10分

2022年10月25日(火)

9時20分～

09時55分～14時30分

2022年10月27日(木)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年11月01日(火)

9時20分～

09時55分～16時40分

募集期間/
受講決定通知
予定時期

オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

見学実習(2日間)
2022年10月04日(火)

13時40分～

【オンライン受講・オンデマンド配信 】
2022年10月04日(火)

～

14時00分～17時00分
全8科目/8時間

2022年10月17日(月)

2022年10月21日(金)

9時20分～

09時40分～15時10分

2022年10月26日(水)

9時20分～

09時55分～14時30分

2022年10月31日(月)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年11月04日(金)

9時20分～

09時55分～16時40分

越谷コミュニティセンター
ポルティコホール
オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

＜募集期間＞
2022年08月10日(水)10:00
～2022年08月30日(火)15:00
＜受講決定通知予定時期＞
2022年09月09日(金)

見学実習(2日間)
2022年10月24日(月)

10時10分～

10時25分～15時55分

2022年10月25日(火)

10時10分～

10時30分～15時55分

2022年10月26日(水)

9時40分～

9時55分～16時25分

2022年11月03日(木・祝)

9時40分～

10時00分～15時55分

2022年11月04日(金)

9時40分～

10時00分～15時45分

2022年11月12日(土)

9時40分～

10時00分～17時35分

川口総合文化センター
リリア

見学実習(2日間)

〇一時預かり事業【定員】各回 30 名
申込み
コース

研修種別
専門研修
＜共通科目＞
基本研修

一時S2208
(さいたま・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞
専門研修
＜共通科目＞
基本研修
一時S2209
(川越・
オンライン)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

日

程

2022年09月06日(火)

受付時間

講義時間

会場/実施方法

12時40分～

13時00分～16時00分

JA共済埼玉ビル

【オンライン受講・オンデマンド配信 】
2022年09月06日(火)

～

全8科目/8時間

2022年09月19日（月・祝）

2022年09月22日(木)

9時20分～

09時40分～14時30分

2022年09月27日(火)

9時20分～

09時55分～15時10分

2022年09月30日(金)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年10月01日(土)

9時20分～

09時55分～16時40分

オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

募集期間/
受講決定通知
予定時期

＜募集期間＞
2022年05月19日(木)10:00
～2022年06月08日(水)15:00
＜受講決定通知予定時期＞
2022年07月15日(金)

見学実習(2日間)
2022年10月02日(日)

12時40分～

【オンライン受講・オンデマンド配信 】
2022年10月02日(日)

～

13時00分～16時00分
全8科目/8時間

2022年10月15日(土)

2022年10月18日(火)

9時20分～

09時40分～14時30分

2022年10月19日(水)

9時20分～

09時55分～15時10分

2022年10月24日(月)

9時20分～

09時55分～15時30分

2022年10月28日(金)

9時20分～

09時55分～16時40分

ウェスタ川越
オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

＜募集期間＞
2022年08月10日(水)10:00
～2022年08月30日(火)15:00
＜受講決定通知予定時期＞
2022年09月09日(金)

見学実習(2日間)

※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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【オンライン受講・オンデマンド配信（基本研修）について】
・オンライン受講を含むコース（保 S2207 以外）の基本研修は、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・タブレット等（以下デバイス）で、インターネット経由で講義を視聴
（受講）いただく方法（以下オンデマンド受講）での実施となります。
・視聴期間内に基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講する必要があります。未修了科目が
ある場合、専門研修に進むことができません。
・具体的な受講方法については、集合研修の初日オリエンテーションにてご案内いたします。
（集合研修初日が免除の方については、受講決定通知送付時にご案内いたします。）
【オンライン受講・ライブ配信（専門研修）について】
・オンライン受講を含むコース（保 S2207 以外）の専門研修（心肺蘇生法・見学実習オリエンテーショ
ン・見学実習除く）は、指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で講義を受講
いただく方法（以下ライブ配信）での実施となります。ライブ配信には、オンライン会議システム
「Zoom」を使用します。
・研修中に、何度かグループワークを実施します。画面上にご自身のお顔を映しての参加が必要です。
カメラが内蔵されていないデバイスで受講する場合は、別途 Web カメラを接続する必要があります。
・研修への参加 URL は事前にメールでお送りします。
・研修日までに接続テストの日を数日（参加任意）設けます。また、Zoom の操作方法は各コースのライ
ブ配信研修 1 日目のオリエンテーションで詳しくご案内いたします。
・各日程の研修終了後、当日中にオンラインで修了確認テスト・アンケート（アンケートは最終日の
み）を実施していただきます。修了確認テストの所要時間は約１５分です。
修了確認テスト、アンケートの提出がない場合、出席扱いとはなりませんのでご注意ください。
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5. 申込方法

募集期間中に、研修ホームページ内「申込みフォーム」よりお申し込みください。
全日程集合研修の保 S2207 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
・オンライン受講を含むコース（保 S2207 以外のすべてのコース）の受講を希望する方は、
こちらの申込みフォームからお申込みください（地域型保育コースは第 3 希望まで選択
可能です）
。
・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。
URL: https://poppins-education.jp/kosodateshien_saitama/
または 埼玉県子育て支援員研修

FAX/郵送申込み (保 S2207 のみ)
【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
株式会社ポピンズプロフェッショナル 企画営業部 埼玉県子育て支援員研修係宛て
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【申込みに関する注意事項】
※受講者は募集期間終了後、抽選にて決定いたします。受講の可否は受講決定通知予定時期の期間に
Web 申込みの方にはメールで、FAX・郵送申し込み（保 S2207 のみ）の方には郵送にて通知します。そ
の後、受講決定者には必要書類を郵送にてお送りいたします。
※募集定員に達しなかった場合、コース開始日の 1 週間前まで募集を受付けます。
ただし定員に達し次第募集終了となります。
（先着順）
募集期間後の空き状況につきましては、研修ホームページをご確認ください。

※基本研修の受講免除について
以下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。
※申込時のご入力内容に関して
申込時のご入力・ご記載内容に関して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 埼玉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。
また、内容について従事先等に確認させていただく場合があります。
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6. 見学実習について
＜対象者＞
基本研修および共通科目・選択科目がすべて修了している方。
＜目的＞
講義で学んだ環境整備や保育内容、安全確保など、実際に見学・観察を通して理解するとともに、保育に
取り組むに際して、具体的に参考になることについて理解する機会とする。
＜実習先対象施設＞
地域型保育：小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、認可保育所、認定こども園（保育所
型・幼保連携型）
一時預かり事業：一時預かり事業の認可を受けた施設、認可保育所
（次年度に上記施設に移行予定の施設を含む）
※認可外保育所（企業主導型保育事業含む）は実習先として認められません。
＜実習先について＞
1）従事先、従事予定先が見学実習対象施設の方
従事先、従事予定先にて実習を実施
※受講申込時に従事先名称、住所、電話番号を必ずご記入ください。
2）実習先の目処が立っている方
該当施設にて実習を実施
※受講申込時に実習先施設名、住所、電話番号を必ずご記入ください。
3）上記 1),2)に該当しない方
ご希望にあわせて、県内の受入れ可能施設よりコーディネートします。
※見学実習先により、検査等［細菌検査(検便)、結核検査(胸部 X 線)、麻疹・予防接種や抗体検査
等]を求められる場合があります。検査等は各自で受けていただき、検査費用も自己負担となり
ますのでご了承ください。
＜見学実習後の流れ＞
見学実習修了

見学実習先よりサイン受領

見学実習報告書記入

修了証書交付

＜見学実習スケジュール＞

日程

内容

1 日目

9:00～17:00
（予定）

保育の 1 日の流れを見る
子どもの受入れから帰宅まで 1 日の流れを観察し 理解を深める。

2 日目

9:00～17:00
（予定）

保育の記録・計画、保育環境、安全対策、保護者対応等について学ぶ
実際の記録・計画等を見てどのように記録をするか学ぶ。
また保育見学を通じて環境整備・ 安全管理、保護者対応を学ぶ。

※実施時間等につきましては見学実習先の園により変更する場合があります
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7. 研修費用
研修受講料は無料となりますが、会場までの交通費および昼食代等の実費、見学実習のコーディネート
を希望する場合に、見学実習先が求める検査や予防接種などの費用、また、オンライン受講時のインター
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。
8. その他
【受講にあたっての注意事項】
①（オンライン受講・オンデマンド配信（基本研修））
視聴期間内に最後まで受講が完了しなかった科目は修了と認められません。
②

①以外
15 分以上の遅刻、離席、早退をされた科目は修了と認められません。

【会場での研修実施について】
・自然災害発生時、または発生が予想される場合の研修の開催の有無については、研修ホームページにて
ご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症感染防止のため、今年度は、会場での研修受講時には、マスクの着用をお願
いいたします。コースの会場定員の半分以下とし、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、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等が含まれます。ご理解の上のお申込み、研修へのご参加をお願いいたします。
また、集合研修時に、いつもと体調が異なったり、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。

■研修申込先・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 埼玉県子育て支援員研修係
〇研修ホームページ： https://poppins-education.jp/kosodateshien_saitama/
〇問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_saitama_contact/
〇TEL： 03-3447-5826（平日 9:00～17:00）

研修ホームページ

お問い合わせフォーム

＊本研修は、埼玉県より株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します
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