
平成３１年度保護者支援・子育て支援研修開催要領

１ 目 的

保護者支援・子育て支援に関する理解を深め、適切な支援を行うことができる力を養い、他の保

育士等に保護者支援・子育て支援に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に

付ける。   【キャリアアップ研修「保護者支援・子育て支援」対象】

２ 対 象 者 県認可の保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業所職員

３ 実施主体 山口県

４ 実施機関 社会福祉法人山口県社会福祉協議会

５ 定 員 各回１５０名

６  日程、科目及び講師

第

１

回

開催日 時 間 科目・講師

７
月
２６
日
(金)

8:20～ 8:50 受 付

8:50～ 9:00 開講・オリエンテーション

9:00～17:30【講義・演習】

「現場で使える保育ソーシャルワーク」

講師 親と子のメンタルヘルス研究所

        所長 岸本 元気

（昼食・休憩は12:00～13:00を予定）

７
月
２９
日
(月)

8:50～ 9:00 オリエンテーション

9:00～12:00【講義・演習】

「地域子育て支援の必要性」

講師 勝山保育園

園長 中川 浩一

12:00～13:00 昼食・休憩

13:00～17:30【講義・演習】

「虐待からこどもを守るために

保育現場でできること」

講師 山口県こども・子育て応援局

こども家庭課児童環境班

           主査 多田 基哉

17:30～17:45 アンケート記入・閉講



第

２

回

開催日 時 間 科目・講師

８
月
２２
日
(木)

8:20～ 8:50 受 付

8:50～ 9:00 開講・オリエンテーション

9:00～12:00【講義・演習】

「地域子育て支援の必要性」

講師 勝山保育園

園長 中川 浩一

12:00～13:00 昼食・休憩

13:00～17:30【講義・演習】

「虐待からこどもを守るために

保育現場でできること」

講師 山口県こども・子育て応援局

こども家庭課児童環境班

         

主査 多田 基哉

８
月
２３
日
(金)

8:50～ 9:00 オリエンテーション

9:00～17:30【講義・演習】

「現場で使える保育ソーシャルワーク」

講師 親と子のメンタルヘルス研究所

        

所長 岸本 元気

        （昼食・休憩は12:00～13:00を予定）

17:30～17:45 アンケート記入・閉講

７ 会 場

第１回 １日目(7/26)：山口県セミナーパーク 社会福祉研修棟 社会福祉研修室

２日目(7/29)：山口県セミナーパーク 一般研修棟   大研修室

第２回 山口県セミナーパーク 社会福祉研修棟 社会福祉研修室



８ 申込方法及び期限

(1) 申込方法

別紙１「受講申込書」と別紙２「岸本元気講師事前アンケート」を添付し、 必ず郵

送でお申し込みください。（メール・ＦＡＸ不可）

※１ 原則として２日とも参加できる方をお願いします。

※２ １施設２名まで申込可能ですが、各回１名ずつとしてください。

(2)  申込期限 令和元年５月２９日（水）必着

※消印日が下記期間以外のものは、原則として受付できませんので、ご留意くださ

い。必ず５月２４日以降に投函してください。

消印日有効期間 令和元年５月２４日（金）～２８日（火）

９ 申込書類等

(1) 受講申込書（別紙１）

(2) 事前アンケート（別紙２）※該当者のみ

(3) 返信用封筒

※ 長３封筒に８２円切手１枚貼付したものを１施設１枚用意してください。

        なお、２名とも受講可能の場合は、こちらから送付する書類が多くなるため郵送

料金が不足します。その際には、受講決定通知書到着時に不足分をお支払いいただ

くこととなりますので、ご了承ください。

※ 送付先（所属施設）の住所及び所属長氏名を記入(「○○様」と記入してくださ

い。)

※ 上記(1)、(3)が同封されていない場合や記入漏れがある場合は、書類不備として

申し込みを受け付けることができませんので、留意してください。

10 受講決定

(1) 受講の可否については、返信用封筒により郵送でお知らせします。

なお、研修開講日の２週間前になっても記載の住所に届かない場合は、必ず連絡し

てください。（受講可、受講不可いずれの場合もお知らせします。）

(2) 申込みが定員を超過した場合は、選考の上受講者を決定します。

11 受講料 ５００円

研修初日の受付でお支払いください。(おつりのいらないようお願いします。)

12 宿泊

(1)  下記のとおり宿泊を斡旋します。宿泊を希望される方は、「受講申込書」の該当欄

に記入してください。

料 金 利用形態 備 考

1,500円/１泊 ツインルーム(相部屋) 食事代を含まない。

1,800円/１泊 ツインルームのシングルユース（個室利用）

(2) 宿泊をキャンセルされる場合は、開催前日8/21（水）の１７時までに御連絡くださ

い。１７時以降のキャンセルは、宿泊料を請求しますので、予めご了承ください。

(3) シングルユースができない場合は、７月２６日（金）までに連絡します。

   



13  個人情報の取扱い

「受講申込書」に記載された個人情報は、研修会の運営管理のみに使用します。

14  その他

(1) 昼食は各自で準備するか併設の食堂を利用してください。

(2) 地震や台風等の自然災害によりやむを得ず研修を中止又は延期する場合は、前日の

午後３時までにホームページに記載しますので、前日に必ずホームページを御覧くだ

さい。

(3) 欠席や遅刻をされる場合は、必ず連絡してください。

15 研修会場案内

別添「研修会場案内図」を参照ください。

＜申込先・問合せ先＞

〒７５４－０８９３ 山口市秋穂二島１０６２（山口県セミナーパーク内）

  社会福祉法人山口県社会福祉協議会 福祉研修センター

  ＴＥＬ ０８３－９８７－０１２３ ＨＰ http://yg-fkc.com

  

＜研修制度に関する問合せ先＞

  山口県健康福祉部こども・子育て応援局こども政策課 保育・母子保健班

    ＴＥＬ ０８３－９３３－２９４７



 

 
 

 

 

1967年 3月生まれ （52歳） 

保育ソーシャルワーカー（保育士・精神保健福祉士） 

親と子のメンタルヘルス研究所所長 ・合同会社ソシアルプラン代表 

 

「ソーシャルワーク」を活かした保護者支援を行う「保育相談支援」の専門家。 

 

メンタル不調（うつ病、パニック障害など）を持つ保護者の子育て支援に特化し、『メンタル不調時

の子育て支援の専門家』として、九州県外からの保護者からの問合せも多く、常に５０名以上のサ

ポートを行なっている。また発達障がいを持つこどもたちの生活サポートも実施。こどもと保護者に

寄り添う支援を行っている。保育者研修では、「言葉がけ」や「保育ソーシャルワーク」「保育相談支

援」「気になる子の対応」などをテーマに全国で研修、講演活動を行なっている。リピート依頼が圧

倒的に多く、年間研修120本の90％以上がリピートで、１年以上前からの事前予約も多い。 

現在、保育者の職場環境改善と抱える問題をサポートするオリジナルの「保育者向けストレスチ

ェック」が好評を得て、ストレスチェック後の園内研修の実施を全国で行っている。 

これまで、児童養護施設指導員、保育士、学童保育指導員、精神科ソーシャルワーカー、スクー

ルソーシャルワーカー・スーパーバイザーなど保育士としての活動だけでなく、医療現場、学校現

場など幅広い分野でソーシャルワーカーとしての活動経験を持つ。 

 

 

 

・ﾁｬｲﾙﾄﾞ社 「月間保育プラン」にて 

    『元気さんの親と子のこころをつなぐ 24の方法』連載 （2003年） 

・明治図書出版  若手保育者の指導力アップ１ 

    『こどもがすくすく成長する 0・1・2歳児の魔法の言葉がけ』 （明治図書出版） 

・ベネッセ ひよこクラブ 2010年 4月号 

    『やさしい心が育つにこにこ遊び始めよっつ』 読み聞かせ・遊び指導 

・ゆめのはこ 2011年 6月号（25号） 

    『こんなとき、どうする？ママの話し方・聞き方、コミュニケーション術』 

・明治図書出版 

      『こどものこころをグッとつかむ魔法のお話』 （明治図書出版）       

・医療情報研究所  

      『保育・教育の現場で働く人のメンタル不調予防法』 （ＤＶＤ教材） 

      『園長・主任のための退職者を０にする方法』（ＤＶＤ教材２枚組） 

・風鳴舎 

      『保育士・幼稚園教諭のための保護者支援』  永野典詞・岸本元気      

 

  

 

 

『親と子のメンタルヘルス研究所』 

http://www.kotobagake.com/ 

 



《交通の御案内》

       注：四辻駅からセミナーパークまでの公共交通機関はありません。

《会場の御案内》

・ＪＲ利用の場合：山陽新幹線 新山口駅から約１０㎞（タクシー約２０分）
　　　　　　　　　　 ：山陽本線 四辻駅から約３㎞

保護者支援・子育て支援研修会場 （セミナーパーク）案内図

・車の場合：山陽自動車道山口南インターチェンジから約５分

【開催日　第１回：７月２６日、２９日　第２回：８月２２日・２３日　】
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