
令和4年度 鹿児島県

募集要項

子育て支援員とは？

都道府県又は市町村が実施する研修（基本研修・専門研修）を修了し、
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習得し
たと認められる方のことです。受講修了者は、全国共通の子育て支援員と
して認定されます（国家資格ではありません）。

～地域型保育コース・地域子育て支援コース・放課後児童コース～

研修期間 令和4年11月1日（火）～12月31日（土）

申込期間
令和4年

9月12日（月）12時

～
9月30日（金）12時

※締切
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コースの種類と研修体系

地域保育
コース

小規模保育事業
（保育従事者）

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・
センター事業
（提供会員）

少人数の子どもを対象に家庭的
な雰囲気で保育を行う事業

保育者の居宅やその他の場所等
におけるより家庭的な保育事業

事業所内の施設等で従業員の子
どもや地域の子どもの保育を行
う事業

家庭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
を一時的に預かり必要な保育を
行う事業

援助を希望する方とそれを行
う希望のある方とを結びつけ
る事業

〈従事できる主な事業所〉 〈基本研修〉 〈 専 門 研 修 〉

８科目
（８時間）

（e-ラーニング）

地域子育て
支援コース

利用者支援事業・
基本型（専任職員）

地域子育て支援拠点事業
（専任職員）

子育て家庭のニーズを把握し情報提供
や相談支援を行いながら地域の関係機
関との連携づくりなどを行う事業

公共施設などにおいて地域の子
育て支援の充実を図る事業

放課後児童
コース

放課後児童クラブ
（補助員）

保護者が就労などで昼間家庭にい
ない児童に対し、放課後等に生活
の場を提供等する事業

共通
１１科目

（14時間）

４科目
（5.5時間）

+
実習
（座学）

４科目
（5.5時間）

+
実習

（座学）

４科目
（6.5時間）

９科目
（16時間）+実習1日

６科目
（6時間）

６科目
（9時間）

地
域
型
保
育

〈定員〉

２か月
コース
250名

受講について

・オンライン方式での受講です。（配信の講義に自宅等から参加）

・「e-ラーニング」を使用します。（受講期間内24時間いつでも受講が可能です）

・受講に必要な機材、インターネット環境は受講者各自でご用意ください。

・研修実施前に通信テストを行いますが、鹿児島県並びに弊社（ニチイ学館）はそれ以外の接続や設定のサ

ポートは致しかねます。

・放課後児童コース及び一部実技を伴う実習講義は集合型（対面式）にて実施します。

また、実習講義については新型コロナウイルス感染症対策の為、複数グループに分けて行います。

受講決定時に指定された日時にてご参加いただけるよう、予めスケジュールをご確認の上お申込みください。
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１か月
コース
200名

集合型

（実技/
心肺蘇生
法含む）

8科目
（8時間）

（集合型）



「子ども・子育て支援新制度」において実施される小規模保育、ファミリーサポートセンター、一時預か

り、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等にて支援の担い手となる人材を育成します。認定こども園

や保育所の保育補助としても就業可能です。

子育て支援員研修について

対象者

県内にお住まいで、育児や就労などの多様な経験があり、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。または県内で、既に保育や子育て支援分野の各事業等に従事している方。

※地域子育て支援コースの「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有している必要があります。

450名（１か月コース200名・２か月コース250名）

※申込み過多の場合は従事されている方、従事予定の方を優先させて頂きます。

無料（ただしテキスト代2,750円と送料390円及び振り込み手数料は実費負担となります。）

使用テキスト：「子育て支援員研修テキスト第２版：中央法規」

※既にお持ちの方は購入不要です。

※オンライン講義使用のための物品費用及び通信費用は自己負担です。

また、実習会場への往復交通費、昼食代等も自己負担になります。

定員

受講料

令和4年11月1日（火）～12月31日（土）（e-ラーニング受講期間）

詳細は5ページ目の「研修日程」をご覧ください。

開催期間

申込み方法

「ニチイキッズ」ホームページからの申込み

https://kensyu-moshikomi.nichiikids.net/

※本申込みに入力頂いた情報は、子育て支援員研修に関することの他、自治体間の

相互の情報提供の為に使用することがありますので、同意の上、お申込みください。

＜添付書類が必要な場合があります＞

①基本研修の全科目免除を希望する方。

②現在、保育所等の施設で勤務されている方にあたっては、従事証明書（様式1）を提出してください。

③「利用者支援事業・基本型」の受講にあたっては、実務経験証明書（様式２）を提出してください。

④基本研修や専門研修の一部科目を修了している方は子育て支援員研修一部科目修了証書。

⑤提出する証明書類の氏名に変更がある方は、運転免許証両面の写し、又は戸籍抄本等氏名の変更が確認できる書類（原本）。

※添付書類が必要な場合はニチイ学館（５ページ参照）に郵送してください。

様式１，２についてはURLよりダウンロードしてください。

申込みページ
QRコード
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② 受講決定

受講決定通知書
をお届けします

（注1）

③ 受講

オンライン
実技のみ集合型

④ 課題提出

理解度を確認する
レポートを提出

⑤ 研修終了

⑥ 修了証書発行
未受講の科目があった受講者か
ら一部科目修了証書の申請が
あった場合は一部科目修了証書
を鹿児島県が交付します。

注1：申込み過多で抽選の場合、落選の方には落選通知をお送りします。

令和4年9月12日（月）12：00～令和４年9月30日（金）12：00

申込み期間・受講の流れ

① 申込み

ホームページより
申込み

※添付書類については
ニチイ学館へ郵送で提出

注意事項

【新型コロナウイルス感染症予防対策等につきまして（集合型（対面式）の場合）】
●長時間室内での研修となります。可能な限り対策は致しますが、不安に思われる方はお申し込みをご遠慮ください。
●研修時は受講中も必ずマスクをご着用ください。また当日風邪等の症状がある方、熱が37.5度以上ある方は入場出来ま
せん。受講出来なくなった場合においても、受講に要した費用は負担いたしません。
●受講日は37.0度以上熱がある方は受講出来ません。
●入口にて非接触型体温感知器による自動検温の実施等予定しております。
●座席は隣との間隔を必ず１席以上空けて着席ください。座席の希望はお受けできませんのであらかじめご了承ください。
●研修会場内ではグループ討論（実施の場合は距離をとって実施）がある場合を除き、私語をなるべくお控えください。
●新型コロナウイルス感染症対策として、グループワーク等を行わずレポート提出にて代替する場合がございます。あ
らかじめご了承ください。
●休憩等で入退出する際はアルコール消毒（数ヶ所設置）を必ず行ってください。
●新型コロナウイルス感染症対策として、地域型保育及び一時預かり事業における保育施設等での見学実習を行わず、座
学にて代替を予定しております。ただし、利用者支援事業（基本型）は座学での代替が不可のため、実地による見学実
習が必須となります。

【その他の注意事項】
●トラブル防止のためにも、この募集要項は「受講者」の方は必ずご一読お願い致します。
●e-ラーニング受講時の途中退席は休憩時間を除き、認めません。AIによる顔認証システムにより受講が一時停止します
のでご注意ください。
●集合型研修時の遅刻者については、原則受講できません。ただし当日の天候状況等によっては講義開始から15分以内で
あれば受講を認めます。その場合、各交通機関等の遅延証明が必要となる場合がございます。
●会場によっては劇場型となり、テーブルの設置が無い会場もございます。あらかじめバインダー等のご準備をお願い
します。
●集合型研修及び放課後児童コースの詳しい時間帯等は、受講決定通知書（メール）にてお知らせします。
●従事できる主な事業所の詳細等は各市町村にお問い合わせください。
●交通アクセス、駐車場の詳細等につきましては各機関（施設）にお問い合わせください。
●各科目の空き状況の問い合わせはご遠慮ください。
●受講決定の可否につきましてはメールでお知らせ致します。お電話でのお問い合わせはできませんので、あらかじめご
了承ください。

※必ずご一読ください※

本研修について

実施主体：鹿児島県
※株式会社ニチイ学館が、鹿児島県より委託を受けて実施します。

その他

研修に関わる必要事項についてはこの『募集要項』を必ずお読みの上、お申込みください。
募集要項は県のホームページやニチイキッズホームページの研修申込みページからもダウンロード
していただけます。 -4-



研修日程

応募締切：9月30日（金）12：00

本研修のお問い合わせ

ニチイ学館 九州第二支部 保育事業部

子育て支援員研修 係

〒860-0806
熊本県熊本市中央区花畑町1-7  MY熊本ビル5F

TEL：096-322-3227（月～金 9:00～17:15）
※電話での受講申込みは承っておりません。

★放課後児童コース（基本研修・専門研修）は集合型で実施いたします。
★実技（心肺蘇生法）・見学実習代替講義は集合型で、複数グループに分かれて実施いたします。
（日程は受講決定時に通知）
★実技（心肺蘇生法）・見学実習代替講義の日程は予定です。講師の都合により変更になる可能性があります。
★新型コロナウイルス感染症の感染状況により、実技・見学実習代替講義の日程延期もしくは実施方法変更等の
可能性もあります。

募集要項
受講申込みは
こちらから
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日時 実施形態・会場

基本研修
地域保育コース
地域子育て支援コース受講者

8時間 11月1日(火)～12月31日(土)
※上記日程でID有効期間に合わせて受講

e-ラーニング受講

共通科目＜専門研修＞
地域保育コース受講者

12時間 11月1日(火)～12月31日(土)
※専門研修受講資格は基本研修修了者

e-ラーニング受講

地域型保育＜専門研修＞ 5.5時間 11月1日(火)～12月31日(土)
※専門研修受講資格は基本研修修了者

e-ラーニング受講

一時預かり事業＜専門研修＞
5.5時間 11月1日(火)～12月31日(土)

※専門研修受講資格は基本研修修了者
e-ラーニング受講

ファミリー・サポート・
センター事業＜専門研修＞

6.5時間 11月1日(火)～12月31日(土)
※専門研修受講資格は基本研修修了者

e-ラーニング受講

実技＜心肺蘇生法＞
地域保育コース受講者 3時間

11月～1月予定
鹿児島市・鹿屋市・川内市・霧島市を予定
（各エリア消防署と協議後日程確定）

各エリア消防署

見学実習代替講義
地域保育コース
(地域型保育・一時預かり事業)受講者

6時間
11月～1月予定

鹿児島市・鹿屋市・川内市を予定

各エリア会場
※新型コロナウイルス感染状況次第
では、オンライン受講に変更。

地域子育て支援コース
利用者支援事業（基本型）受講者

8時間 11月1日(火)～11月30日(水)
※専門研修受講資格は基本研修修了者

e-ラーニング受講

※自己学習/地域資源の把握、地域資源の見学（各８時間相当）を含めた9科目24時間となります。

地域子育て支援コース
地域子育て支援拠点事業受講者

6時間 11月1日(火)～11月30日(水)
※専門研修受講資格は基本研修修了者

e-ラーニング受講

放課後児童コース
※４日間全て集合型研修となります。

8時間 11月16日(水)、17日(木) かごしま県民交流センター

9時間 1月11日(水)、12日(木) かごしま県民交流センター



添付書類について

受講免除者（該当者で希望がある時のみ）
(1)【基本研修】の受講免除
①以下の資格をお持ちの方は、【基本研修】の受講免除が可能です。
＜対象資格＞
a. 保育士
b.社会福祉士
c.幼稚園教諭（更新講習修了者が対象）、看護師、保健師
※cについては現在保育所・幼稚園・認定こども園・地域子育て支
援拠点・放課後児童クラブ等保育の現場で日々子どもと関わる業務
に就いている方
※看護師や保健師で小児病棟等の医療現場での勤務の場合は免除希
望の対象外です。

②対象の方で、基本研修免除を希望される場合は申込み時に各種免
許証の写し等をご提出ください。
（対象資格cの方は、従事証明書も合わせてご提出ください。）
提出がない場合、一部科目の修了が認められず、受講免除は受けら
れませんのでご注意ください。

※受講免除が認められる免許証写し等とは、保育士証・社会福祉士
登録証・幼稚園教諭免許状・看護師免許証・保健師免許証です。
氏名変更等により免許証等の氏名と異なっている方は、運転免許証
（裏書があるもの）両面の写し、又は戸籍抄本等氏名の変更が確認
できる書類（原本）を、各種免許証に同封の上ご送付ください。

(2)一部科目の受講免除
これまでに鹿児島県子育て支援員研修、他の道府県や市区町村で実
施した子育て支援員研修において一部科目を修了した方は、令和3
年度内に修了した科目について受講が免除になります。「子育て支
援員研修一部科目修了証書」の提出がない場合、一部科目の修了が
認められず、免除は受けられませんのでご注意ください。

※氏名変更等で修了証書の氏名と異なっている方は、運転免許証
（裏書があるもの）両面の写し、又は戸籍抄本等氏名の変更が確認
できる書類（原本）を、修了証に同封の上ご送付ください。


