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

地域子育て支援コース
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。
(1) 利用者支援事業の専任職員
※利用者支援事業（基本型）の受講にあたっては、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が受講条件となります。お申込み時
に申込フォームより「実務経験証明書」を添付してください。
(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、※2 「事前学習」
「見学実習」は利用者支援事業（基本型）のみとなります。
※3 拠 S2212 では研修会場での実施となります。
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4. 研修日程・会場
※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
〇利用者支援事業（基本型）
【定員】40 名
申込み
コース

研修種別

基本研修

日 程

講義時間

【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23日(火)

基S2210
(オンライン)

受付時間

～

2022年09月05日(月)

2022年09月08日(木)

9時20分～

09時40分～15時40分

2022年09月16日(金)

9時20分～

09時55分～15時00分

専門研修

会場/実施方法

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)

〇地域子育て支援拠点事業
【定員】拠 S2211(オンライン)・・・80 名、拠 S2212(さいたま・オンライン)・・・40 名
申込み
コース

研修種別

基本研修

専門研修

基本研修

2022年09月28日(水)

講義時間

～

2022年09月22日(木)

9時20分～

09時40分～17時30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11月15日(火)

専門研修

受付時間

【オンライン受講・オンデマンド配信 】 全8科目/8時間
2022年09月09日(金)

拠S2211
(オンライン)

拠S2212
(さいたま・
オンライン)

日 程

2022年12月01日(木)

～

2022年11月28日(月)

9時40分～

09時55分～17時45分

会場/実施方法

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

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

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07月15日(金)

オンライン受講・
オンデマンド配信

＜募集期間＞
2022年08月10日(水)10:00
～2022年08月30日(火)15:00

埼玉建産連研修センター

＜受講決定通知予定時期＞
2022年09月09日(金)

※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、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】※拠 S2212 以外
・拠 S2212 以外の専門研修は、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「申込フォーム」よりお申込みください。
URL: https://poppins-education.jp/kosodateshien_saitama/
または 埼玉県子育て支援員研修

【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
メールで通知します。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
る書類をデータ添付（PDF または写真）を添付してください。氏名変更がある場合は戸籍抄本のデー
タ（もしくは写し・コピー）を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データ（PDF または写真）を提出
してください。氏名変更がある場合は、戸籍抄本のデータ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、申込時にご入
力され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、実務経験証明書、本人確認書類・資格証の写し）は
返却しませんので、予めご了承ください。
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. 事前実習について(利用者支援事業（基本型）のみ)
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決定通知送付時に同封し、専門研修１日目に提出していただきます。
7. 見学実習について(利用者支援事業（基本型）のみ)
＜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＞
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
◆利用者支援事業（基本型）
研修受講料は無料となりますが、テキスト代、会場までの交通費および昼食代等の実費、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。
【テキストについて】
専門研修時に指定テキスト（
『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）
）を使用します。
ご自身でのご購入が難しい方は事前にテキスト代をお振込み頂いたうえで、弊社がご用意し受講
日までに郵送でお送りいたします。詳細は受講決定通知書にてご案内します。
◆地域子育て支援拠点事業
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、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。詳しくは研修案
内をご確認ください。
『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
（税込）
）はこちらの研修では必要ありません。
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1,980 円

9. 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。

【会場研修の実施について（拠 S2212・専門研修のみ）
】
①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。
②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。コースの定員を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・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/
〇お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_saitama_contact/
〇TEL. 03-3447-5826 (受付：9:00～17:00)
＊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。

研修ホームページ
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お問い合わせフォーム

