
令和２年度保護者支援・子育て支援研修開催要項

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。           【キャリアアップ該当研修】

２ 実施主体 山口県

３ 実施機関 社会福祉法人山口県社会福祉協議会

４  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

５ 定 員  各回１５０人

６  日程、内容、演題及び講師
日 程 時 間 内 容 演題・講師

第
１
回

８
月
６
日

（木）

8:20～ 8:50 受 付
8:50～ 9:00 開講・オリエンテーション
9:00～17:30・保護者支援・

子育て支援の
意義

・保護者に対す
る相談援助

・地域における
子育て支援

【講義・演習】
「保護者支援の意義と面接技法」
      
講師 九州大谷短期大学幼児教育学科

准教授 岡田 健一

（12:00～13:00 昼食・休憩）

８
月
７
日

（金）

8:20～ 8:50 受 付

8:50～ 9:00 オリエンテーション
9:00～12:00・地域における

子育て支援
【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・虐待予防

・関係機関との
連携、地域資
源の活用

【講義・演習】
「子どもの命を守るために」
～早期発見・対応と関係機関との連携～

      
講師 なかべこども家庭支援センター

「紙風船」

センター長 畑村 泰至

17:30～17:45 アンケート記入・閉講



日 程 時 間 内 容 演題・講師

第
２
回

８
月
２４
日

（月）

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・地域における

子育て支援
【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・虐待予防

・関係機関との
連携、地域資
源の活用

【講義・演習】
「子どもの命を守るために」
～早期発見・対応と関係機関との連携～

      
講師 なかべこども家庭支援センター

「紙風船」

センター長 畑村 泰至

８
月
３１
日

（月）

8:20～ 8:50 受 付

8:50～ 9:00 オリエンテーション
9:00～17:30・保護者支援・

子育て支援の
意義

・保護者に対す
る相談援助

・地域における
子育て支援

【講義・演習】
「保護者支援の意義と面接技法」
      

講師 九州大谷短期大学幼児教育学科

准教授 岡田 健一

（12:00～13:00 昼食・休憩）

17:30～17:45 アンケート記入・閉講

７ 会場
第１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
第２回 山口県セミナーパーク 一般研修棟   大研修室

８ 申込手続

(1) 申込方法

別紙１「受講申込書」と別紙２－１・２－２「事前アンケート」を記入の上、必ず

郵送でお申し込みください。(メール・ＦＡＸ不可)

※１ ２日間受講できる者

※２ 各回１人

(2)  申込受付期間（消印日有効期間）

  令和２年６月１５日（月）～６月１８日（木）

※１ 消印日が有効期間以外は、受付できません。

※２ 消印日有効期間内に郵送しても６月１９日（金）に必着しない場合は、受付で

きません。



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２－１・２－２）

(3) 返信用封筒１枚（定形封筒の場合は、８４円切手を貼付）

      ２人の受講可能になった場合は、書類が多くなるため郵送料金が不足する場合があ

りますが、その場合は、施設側で決定通知書到着時に不足分をお支払いただくようお

願いします。

※ 送付先（所属施設）の住所及び所属長氏名を記入してください。

   （「〇〇保育園 園長〇〇 様」）

10 受講決定

(1) 受講の可否については、返信用封筒によりお知らせします。研修開講日の２週間前

になっても受講決定通知が届かない場合は、担当者までに連絡してください。

（受講可、受講不可のいずれの場合にもお知らせします。）

(2) 定員を超過した場合は、選考を行います。

11 研修経費(おつりのいらないようお願いします。)

(1) 受講料 ５００円

(2) 宿泊料 1,５２０円（原則 1室２人）

※宿泊をキャンセルする場合は、研修前日の午後５時までにお願いします。それ以降

のキャンセルは、宿泊料を請求します。

12  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。

13  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) 地震や台風等のやむを得ない事由により研修を開催できない場合は、前日の午後３

時までにホームページ（http://yg-fkc.com）に記載しますので、前日に必ずホームペ

ージを確認してください。

(3) 欠席や遅刻をされる場合は、必ず連絡してください。

【新型コロナ感染拡大防止への御協力のお願い】

〇 研修当日、発熱(37.5°C以上)や咳、強い倦怠感など、体調に不安がある場合は、

決して無理をされずに、研修への参加を見合わせていただきますようお願いします。

※ご欠席される場合は、早めに福祉研修センターにご連絡ください。

〇研修当日は、各自でマスクをご持参ください。



14 申込・問合せ先                      

社会福祉法人山口県社会福祉協議会 福祉研修部福祉研修センター

〒754-0893 山口市秋穂二島１０６２（山口県セミナーパーク内）

担当：井上（いのうえ）

ＴＥＬ：083-987-0123 ＦＡＸ：083-987-0124

  

15 修了書に関する問合せ先

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：083-933-2747 ＦＡＸ：083-933-2759

16 会場周辺図

＜山口県セミナーパーク＞

  所在地：〒754-0893 山口市秋穂二島1062

・中国自動車道小郡I.C.から約１３ｋｍ

・山陽自動車道山口南I.C.から約５ｋｍ

・新山口駅から車で約15分（約１０ｋｍ）

・四辻駅から車で約5分（約３ｋｍ）



㎜…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

略歴

　児童相談所や公立小中学校で、子育てに関する様々な心

理相談業務に従事。精神科クリニックやひきこもり地域支

援センターでも働く中で、育ちの中で受けてきたこころの

傷の影響の大きさや、発達の偏りが周囲の人々に理解され

ない生きづらさを実感する。

　2015年より、乳幼児期の親子関係をサポートできる保

育者、他の子とは違う発達のニーズを持つ子どもに対応で

きる保行者の養成を目指し、短期大学での保育者・保育心

理士養成に携わるようになる。

　現在は、保育者養成と並行し、子どもの声を周囲の大人

に届ける「子どもアドボケイト」の養成や、現場の保護者

や保育者の相談を受ける認可保育所での心理カウンセラー

業務を行っている。

資格

　　臨床心理上／公認心理師/Focusing Oriented TheraPist

　　/保育心理上

大切にしている

３つのキーワード

保護者支援

支え合いの地域社会が失われ

ていく中、保護者も一生懸命

子育てをしようとしていま

す。保育者には、専門職とし

て保護者を支える知識と技術

が必要とされています。

子ども理解

子どもはそれぞれ、成長に必

要なニーズを持っています。

他の子と違うニーズを持つ子

は、他の子と違う行動をしま

す。「排除」ではなくニーズ

の理解が求められています。

保育者支援

日々の保育を支えているのは

保育者です。保育者が安心し

て保育に取り組める職場環境

づくりや、保育者としての成

長を実感できる職員研修プロ

グラムが求められています。


	Copied Bookmark
	page1


