


受講決定

「子育て支援員」研修について

なぜ子育て支援員が必要なの？

子育て支援員って何？

子育て支援員になるには？

都道府県または市町村が実施する研修（「基本研修」および「専門研修」）を修了し、保育や子育て支援分野
の各事業等に従事する上で、必要な知識や技術等を修得したと認められる方のことです。

（公財）徳島県勤労者福祉ネットワークでは、徳島県より委託を受けて「徳島県子育て支援員研修」を実施

し、徳島県が本研修の修了者を、全国で通用する「子育て支援員」として認定します。

平成２７年４月から、「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を確保する必要性が増しています。

そこで、地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、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、または従事している方を対象として、必要な知識や技能等を修得した
「子育て支援員」を養成する研修を実施することになりました。

子育ての経験を活かし
地域で保育や子育て支援の
仕事がしたい

子育て支援の
仕事に興味がある

受講申込書の提出

基本研修の受講

実施主体
徳島県

子育て支援に関する
基礎的な知識等の修得や
自覚の醸成

● 修了証書の交付は徳島県
　知事名で行う

専門研修の受講

修了証書の交付

子育て支援員

子育て支援分野の各事業等
に従事するために必要な
専門的な知識・技能等の修得

地域保育コース

地域子育て支援コース

放課後児童コース

社会的養護コース

●保育士、社会福祉士の資格をお持ちの方は
　ご希望に応じて、基本研修の免除が可能です。

（全国共通）

● 修了証書はコース別に
  交付



どんなコースがあるの？

放課後児童
コース

社会的養護
コース

「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や家庭的保育（保育
ママ）、事業所内保育、一時預かりの保育従事者等や、ファミリー・サポート・センターで提供会員と
して勤務する方向けのコースです。このほか、認定外保育施設の保育従事者や保育所の補助的職員等として
勤務する方にもおすすめのコースです。

●コースの種類と概要

●研修の体系

地域保育
コース

地域子育て支援
コース

放課後児童
コース

社会的養護
コース

地域保育
コース

地域子育て支援
コース

地域子育て支援拠点（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）や、利用者支援事業（市町村窓口等で利用者支援を実施）で勤務する方向けのコースです。

放課後児童クラブ（保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後等に適切な遊びや生活の場
を提供する場）に従事する放課後児童支援員の補助者として、勤務する方向けのコースです。

社会的養護（保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に
養育・保護し、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと）における補助的な支援者として、
児童養護施設等で勤務する方向けのコースです。

分野 事業内容

小規模保育事業
（保育従事者）

定員６～１９人の少人数の子どもを対象に、家庭的な雰囲気の
もとで、きめ細やかな保育を行う事業です。

保育者の居宅やその他の場所等において、少人数（定員５人以下）を
対象に、より家庭的な雰囲気のもとで、きめ細やかな保育を行う
事業です。

会社の事業所の保育施設等で、その会社の従業員の子どもや地域の
子どもの保育を行う事業です。

家族において保育を受けることが一時的に困難になった子どもに
ついて、保育施設等において一時的に預かり、必要な保護を行う
事業です。

子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける
ことを希望する方と、その援助を行うことを希望する方とを結び
つける事業です。

子育て家庭のニーズを把握し、さまざまな情報提供や、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恊働の体制づくり
を行う事業です。

子育て家庭のニーズを把握し、地域の保育施設の情報提供や、相談
等の支援を行う事業です。

公共施設等の身近な場所で、子育てについての相談や情報提供、
その他の援助を行ったり、親子の交流の場を設けたりすることで、
地域の子育て支援機能の充実を図る事業です。

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後等に
適切な遊びや生活の場を提供する事業です。

保護者のいない児童や 、保護者に監護させることが適当でない児童を、
公的責任で社会的に養育・保護し、養育に大きな困難を抱える家庭へ
の支援を行います。

家庭的保育事業
（家庭的保育補助者）

事業所内保育事業
（保育従事者）

一時預かり事業
（保育従事者）

ファミリー・サポート・センター
（提供会員）

利用者支援事業・基本型
（専任職員）

利用者支援事業・特定型
（専任職員）

地域子育て支援拠点事業
（専任職員）

放課後児童クラブ
（補助員）

乳児院・児童擁護施設等
（補助的職員）

基本研修 専門研修

８科目・
８時間

（共通科目）
 １１科目・
 １４時間

６科目・
６時間
＋２日

６科目・
６時間
＋２日

５科目・
５．５時間

６科目・
６時間

６科目・
９時間

９科目・
１１時間

９科目・
１６時間
＋１日

４科目・
６．５時間

注１）　　　　は研修が従事要件となっている事業。　　　　は研修の受講が推奨されている事業。上記は主な従事先であり、従事できる事業・施設はこれらに限られません。
注２）専門研修の「＋２日」および「＋１日」とは、見学実習の日数を表しています。
注３）利用者支援事業・基本型の専門研修には、事前学習（８時間相当）が含まれています。



子育て支援員 &

県内に在住または在勤（保育や子育て支援分野）の方などで、地域において保育や子育て支援等の仕事に

関心を持ち、県内において保育や子育て支援等の分野で従事することを希望する方が対象となります。

研修への参加費用は無料です。ただし、会場への交通費及び昼食代は自己負担となります。なお、コースに

よってはテキスト代がかかります。詳しくは（公財）徳島県勤労者福祉ネットワークまでお問合せください。

保育士、社会福祉士の資格をお持ちの方は基本研修の免除が可能です。

雇用については徳島県が斡旋等を行うことはできません。市町村の広報誌などに掲載された求人情報や

ハローワーク、徳島県福祉人材センター（アイネット）などの無料職業紹介所で確認してください。なお、

基本研修の最終日に、徳島県福祉人材センター（アイネット）から求職登録についての説明を行う予定です。

● 子育てが一段落して、保育や子育て支援の現場で育児経験を活かしたいと思っている方
● 保育や子育て支援の現場で働いていて、スキルアップをしたい方
● 保育や子育て支援分野に興味のある方

などなど…

自らの子育て経験や職業経験などを持っている
地域のみなさまの受講をお待ちしています！

お問合せ先

ぜひご検討ください！

誰でも研修を受けられるの？

費用はどのくらいかかるの？

保育士の資格を持っているが、すべての研修を受けなければならないの？

研修修了後の働き先はどう探すの？

経験あなたの経験を活かしてみませんか！

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

子育て支援員研修の受講希望者に対し、各コースの内容などの詳細について、９月１８日（金）に事前説明会

を実施します。説明会への参加は任意ですが、子育て支援員研修について興味がある方は、是非ご参加くだ

さい（要事前申込）。どのコースを選べばいいか分からず、受講申込書を書きづらい方も、説明会への参加申込

により、研修受講の仮申込扱いとしますので、説明を聞いた後に受講申込書の記載が可能です。

各コースの内容など、もっと詳しく知りたいのですが。Ｑ

Ａ

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
〒770-0942 徳島市昭和町３丁目35-1　わーくぴあ徳島４Ｆ

TEL. 088-655-2940　FAX. 088-611-3323
ホームページＵＲＬ   http://toku-nw.com

勤 労 者 福 祉 ネ ッ ト ワ ー ク 検索



研修日程
基 本 研 修

専 門 研 修

基本研修Ａ

基本研修Ｂ

基本研修Ｃ

研修名　　　　　　　　　　日　程　　　　　時　間　　　定員　　　　 場　所

10 月 31 日（土）　　　10:00 ～ 15:10　　　　　 徳島県立図書館集会室 1　　

11 月 1日（日）　　　10:00 ～ 15:30　　　　　 徳島県立図書館集会室 1

11 月 6日（金）　　　10:00 ～ 15:10　　　　　　　アスティとくしま第 2会議室

11 月 9日（月）　　　10:00 ～ 15:30　　　　　　アスティとくしま第 3会議室

11 月 25 日（水）　　　10:00 ～ 15:10　　　　　　フレアとくしま研修室１・2

11 月 30 日（月）　　　10:00 ～ 15:30　　　　　　フレアとくしま研修室１・2

75

75

75

研修名　　　　　　　　　　日　程　　　　　時　間　　　定員　　　　 場　所

共　通　Ａ

共　通　Ｂ

地域型保育Ａ

地域型保育Ｂ

一時預かり
事業Ａ

一時預かり
事業Ｂ

ファミサポ
事業Ａ

ファミサポ
事業Ｂ

ファミサポ
事業Ｃ

地域保育
コース

選択

　　
11月 18 日（水）　　　9:30 ～ 15:10　　　　　 　アスティとくしま第 5会議室　

11月 19 日（木）　　　9:30 ～ 15:00　　　　　　 アスティとくしま第 5会議室

11 月 24 日（火）　　　9:30 ～ 15:40　　　　　　 フレアとくしま研修室 1・2

  1 月 20 日（水）　　　9:30 ～ 15:10　　　　　　 フレアとくしま研修室 1・2

  1 月 21 日（木）　　　9:30 ～ 15:00　　　　　　 フレアとくしま研修室 1・2

  1 月 25 日（月）　　　9:30 ～ 15:40　　　　　　 ふれあい健康館第 2会議室

12 月 2日（水）　　　9:15 ～ 16:30　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

12/3･4，12/7･8　　　 2日間（終日）　　　　　　 実習（各保育園）

  1 月 27 日（水）　　　9:15 ～ 16:30　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

1/28･29，2/1･2　　　　2日間（終日）　　　　　　 実習（各保育園）

12月 1日（火）　　　9:15 ～ 16:40　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

12/2･3，12/4･7　　　　2日間（終日）　　　　　　実習（各保育園）

  1 月 26 日（火）　　　9:15 ～ 16:40　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

1/27･28,1/29･2/1　　　2日間（終日）　　　　　　実習（各保育園）

11月 5日（木）　　　10:00 ～ 12:00　　　　　　 アエルワ（阿波市）

11月 13 日（金）　　　9:30 ～ 15:00　　　　　　 アエルワ（阿波市）

12月 21 日（月）　　　10:00 ～ 15:40　　　　　　 中央テクノスクール訓練棟

12月 22 日（火）　　　10:00 ～ 12:00　　　　　　 中央テクノスクール訓練棟

2月 8日（月）　　 10:00 ～ 12:00　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

2月 9日（火）　　　9:30 ～ 15:00　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

11 月 4日（水）　　　9:30 ～ 16:30　　　　　　 中央テクノスクール訓練棟

12月 7日（月）　　　10:00 ～ 15:40　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

12 月 8日（火）　　 10:00 ～ 15:10　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

12 月 14 日（月）　　　9:15 ～ 16:20　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

11 月 15 日（日）　　　9:15 ～ 16:20　　　　　　 （公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク大会議室

11 月 16 日（月）　　　9:15 ～ 12:25　　　　　　 アスティとくしま第 2会議室

  1 月 24 日（日）　　　9:15 ～ 16:20　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

  1 月 25 日（月）　　　9:15 ～ 12:25　　　　　　 ふれあい健康館第 4会議室

11 月 11 日（水）　　　9:30 ～ 16:20　　　　　　 フレアとくしま研修室 1

11 月 13 日（金）　　　9:30 ～ 16:00　　　　　　 アスティとくしま第 2会議室

地域子育て
支援コース

利用者支援事業・特定型

利用者支援事業・基本型

地域子育て支援拠点事業

放課後児童コースＡ

放課後児童コースＢ

社会的養護コース

65

65

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

30

30

30

※地域保育コース（共通）については、A・B いずれかの日程でやむを得ず受講できなかった方に対して、一部補講があります。
※地域保育コース（地域型保育および一時預かり事業）は講義のほかに見学実習があります。各自指定された事業所（保育所等）
　で 2日間（8:30 ～ 17:00）実施します。また、すでに保育所等で勤務されている方に関しても見学実習は必要となります。その場合、
　従事している事業所とは別の事業所で実施します。
　なお、見学実習前に健康診断等を各自で受けていただき、結果報告書の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
※地域子育て支援コース（利用者支援事業・基本型）は事前調査として課題があります。



平成 27 年度
徳島県子育て支援員研修
受 講 申 込 書

申込締切日　　　10月 16 日（金）
ふりがな

氏　　名

生年月日 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳）

性　別

男　・　女

修了証書の発行等に必要です。
正確にご記入ください。

住　　所

〒　　      -
徳島県 受講票及び修了証書の宛先に

なるので、番地まで正確にご
記入ください。

電話番号 事務局から日中に問い合わせ
ることがあります。

基本研修 （　　）基本研修Ａ（10/31・11/1）     （　　）基本研修Ｂ（11/6・11/9）
（　　）基本研修Ｃ（11/25・11/30）   （　　）基本研修免除（※注 1）

専門研修
コ ー ス
希望コース
に○をお付
け下さい

地域保育コース

共通コース A・B を選
んだ後、各コースを
お選びください。

共通コース　　　　（　　）Ａ　　　・　　（　　）Ｂ

（　　）地域型保育Ａ 　　　　　　　（　　）地域型保育Ｂ

（　　）一時預かり事業Ａ 　　 　（　　）一時預かり事業Ｂ

（　　）ファミリー・サポート・センターＡ 　　（　　）ファミリー・サポート・センターＢ

（　　）ファミリー・サポート・センターＣ

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・特定型

（　　）地域子育て支援拠点事業

（　　）放課後児童コースＡ

（　　）社会的養護コース

備考欄
保有資格など

※注意事項
　（１）基本研修は、A・B・C のうちいずれかを選んでください。（保育士・社会福祉士の有資格者は免除が可能です。）
　　　 ※免除希望者は備考欄に保有資格を記入の上、その資格を証明する書類の写しを提出してください。
　（２）専門研修は、基本研修を修了した方が対象となります。
　（３）専門研修は、日程が重複しない限り、複数の受講が可能です。（基本研修は 1 回）
　（４）定員を超過した場合は先着順となり、受講できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
　（５）受講決定後に、受講票と受講の手引き等を郵送します。研修に関する詳細はその書類をご覧ください。
　（６）申し込みは、郵送またはファクシミリにてお願いします。
　（７）「利用者支援事業・基本型」の受講には、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で１年
　　　　以上の実務経験が必要です。受講希望者はこれを証明する書類（在勤証明書等）を提出してください。

（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク　子育て支援員研修事務局
　　〒770-0942　徳島市昭和町 3 丁目 35-1（月～金 9:00 ～ 17:00）
　　　■TEL ：088-655-2940　  ■FAX ：088-611-3323     ■メール  nw@toku-nw.com
　　　■ホームページから｢受講申込書｣をダウンロードいただけます ⇒ http://toku-nw.com

 お問合わせ・お申込み先

（　　）放課後児童コースＢ


