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                            一般財団法人 保健福祉振興財団   

                          保育士等キャリアアップ研修係 
  
  

令和4年度 保育士等キャリアアップ研修の実施について 
  
 
 日頃より当財団の活動について、御理解ご協力をいただきまして大変感謝しております。 
 さて、この度、埼玉県より指定を受けて別添「令和4年度 保育士等キャリアアップ研修 開催
要項」（以下「開催要項」）に基づき研修を実施する予定でございます。研修日程一覧を十分ご
確認いただきまして、参加のご検討をお願いいたします。 
 つきましては、開催要項に記載の手順に沿って申し込みいただきますようお願い申し上げます。 
  
  

記 
  
  
＊ 送付書類 
  
            令和4年度 保育士等キャリアアップ研修開催要項（本紙裏面） 
  
                                        以上 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

問合せ先 
  
一般財団法人 保健福祉振興財団 
  保育士等キャリアアップ研修係 
 
〒102-0093 
東京都千代田区平河町二丁目4番5号 
TEL:03-6261-0307（平日9時から17時） 
FAX:03-6261-0308 





【主催】 一般財団法人 保健福祉振興財団 
  

TEL：03-6261-0307／ FAX：03-6261-0308 
MAIL : hk-saitama@hokenfukushi.or.jp   

〒102-0093 
東京都千代田区平河町二丁目4番5号 平河町Kビル3F  

https://hokenfukushi.or.jp/ 
二次元バーコードはこちら → → → 保健福祉振興財団  

保育士等 
キャリアアップ研修 

令和4年度 





◆保育士等キャリアアップ研修◆ 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知「 保育士等キャリアアップ研修の実施について（平成29年4月1
日付け雇児保発0401第１号）」 に基づき、実施する研修です。保育現場において技能・経験を積んだ保育士等に
対する処遇改善等加算Ⅱの要件となる研修に位置づけられています。 

   県指定研修 

令和4年度 
保育士等キャリアアップ研修 

  

開催要項 

◎対象者 埼玉県内の保育所等（*）で勤務している者とし、各研修の受講要件は以下の通りです。 
 

          【１】専門分野別研修 
             保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野（乳児保育、幼児教育、障害児保育、 
              食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援）に関してリーダー的な 
                         役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 
 
          【２】マネジメント研修 
                【1】の分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任保育士の下でミドルリーダー 
              の役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 
 

          * 申し込み時点で埼玉県内に所在する私立の保育所、認定こども園及び小規模保育事業、家庭的 
           保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業に勤務する保育士等が対象となります。             
 

          ※ 公立保育所の勤務者並びに他県所在保育所等、上記条件に当てはまらない場合は   
                     受講対象となっておりません。ご注意ください。 

実施機関 一般財団法人 保健福祉振興財団 

◎受講料 無料 （研修資料代として750円かかります。） 
          ※受講料有料の研修は行っておりません。 
 
  

◎研修時間   1コース15時間         当財団の修了認定には各コース内の全研修15時間を受講する必要が 
  

                             あります。他のコースと合わせて15時間は認められませんので、ご注意 
                                                       ください。同一の講師であっても、違うコースの研修等と受講時間を                               
                                                      合算することはできません。                                              
  

                                                       
  

◎研修形式、日時、会場、定員は研修によって異なります。詳細は次面をご確認ください。 

（2日間 あるいは 3日間） 

  
 本研修は受講対象者の方に、埼玉県指定研修の補助金を活用した受講料無料の研修です。 
 ※埼玉県外の保育所等に勤務する方は有料となります。 
 
 本研修は修了者を埼玉県に報告するものです。本件にあたり申込内容など虚偽が判明した場合は、 
 今後の研修受講などに影響する場合がありますので、 内容をよく確認の上ご受講ください。 
 何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
 不明な点のある方は必ず事前に当財団の本研修担当までお問合せください。 

6月中旬募集開始予定  



開催日時 会場 講師 

乳児保育 

 
定員45名 

 8月10日（水） 
（10:00～16:20） 

埼玉建産連研修センター 
埼玉県さいたま市南区鹿手
袋４丁目１−７ 
 
JR「中浦和駅」から徒歩約8
分 
JR「武蔵浦和駅」から徒歩
約10分 

200会議室 
川口短期大学こども学科 
准教授 
関根 久美氏 

 8月17日（水） 
（10:00～16:20） 

200会議室 
埼玉純真短期大学こども学科  
実習指導部長 准教授 
加藤 房江氏 

 9月8日（木） 
（10:00～16:20） 

200会議室 
和洋女子大学こども発達学科 
准教授 
小山 朝子氏 

幼児教育 
A日程 

 
定員45名 

 

8月1日（月） 
（10:00～16:20） 

埼玉建産連研修センター 
埼玉県さいたま市南区鹿手
袋４丁目１−７ 
 
JR「中浦和駅」から徒歩約8
分 
JR「武蔵浦和駅」から徒歩
約10分 

200会議室 

秋草学園短期大学幼児教育学科 
准教授 
浅井 拓久也氏 

8月9日（火） 
（10:00～16:20） 

200会議室 

8月22日（月） 
（10:00～16:20） 

200会議室 
十文字学園女子大学教育人文学部 
幼児教育学科 准教授 
横井 紘子氏 

幼児教育 
B日程 

 
定員45名 

 

10月22日（土） 
（10:00～16:20） 

JA共済埼玉ビル 
さいたま市大宮区土手町1
丁目2番地 
 
東武野田線「北大宮駅」か
ら徒歩約5分 
JR「大宮駅」から徒歩約13
分 
 

第3会議室 

秋草学園短期大学幼児教育学科 
准教授 
浅井 拓久也氏 

10月30日（日） 
（10:00～16:20） 

大宮ソニックシティ 

さいたま市大宮区桜木町
１丁目７−５ 
JR「大宮駅」西口から徒歩
約3分 

第５展示室 

11月4日（金） 
（10:00～16:20） 

JA共済埼玉ビル 
さいたま市大宮区土手町1
丁目2番地 

第3会議室 
十文字学園女子大学教育人文学部 
幼児教育学科 准教授 
横井 紘子氏 

※全ての日程ともに厚生労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。 

令和4年度 保育士等キャリアアップ研修 開催日程  [当財団実施分］ 
  

※日程・会場・講師などは変更になる場合がございます。 



開催日時 会場 講師 

障害児保育 
A日程 

 
定員63名 

 8月26日（金） 
（9:30～16:00） 

ZOOMによるオンライン研修 

秋草学園短期大学幼児教育学
科 
講師 
関 維子氏 

 8月31日（水） 
（9:30～16:00） 

育英短期大学保育学科 
教授 
栗山宣夫氏 

 9月5日（月） 
（9:30～16:00） 

埼玉東萌短期大学幼児保育学
科 
准教授 
八田 清果氏 

障害児保育 
B日程 

 
定員63名 

11月23日（祝・水） 
（9:30～16:00） 

ZOOMによるオンライン研修 

秋草学園短期大学幼児教育学
科 
講師 
関 維子氏 

11月30日（水） 
（9:30～16:00） 

育英短期大学保育学科 
教授 
栗山宣夫氏 

 12月20日（火） 
（9:30～16:00） 

埼玉東萌短期大学幼児保育学
科 
准教授 
八田 清果氏 

食育・アレル
ギー対応 

 
定員45名 

 8月29日（月） 
（9:40～18:30） 

JA共済埼玉ビル 
さいたま市大宮区土
手町1丁目2番地 
 
東武野田線「北大宮
駅」から徒歩約5分 
JR「大宮駅」から徒歩
約13分 

3階 第3会議室 

さいたま市民医療センター 
看護師 小児アレルギーエデュケー
ター 
森茂 亮一氏 

 9月9日（金） 
（9:40～18:30） 

3階 第1会議室 

東洋大学ライフデザイン学部生活
支援学科子ども支援学専攻 
非常勤講師 
太田 百合子氏 

令和4年度 保育士等キャリアアップ研修 開催日程  [当財団実施分］ 
  

※日程・会場・講師などは変更になる場合がございます。 



開催日時 会場 講師 

保健衛生・ 
安全対策 
A日程 

 
定員63名 

9月15日（木） 
（9:30～16:00） 

ZOOMによるオンライン研修 

保育の安全研究・教育ｾﾝﾀｰ 代表理事 
掛札 逸美氏  

9月22日（木） 
（9:30～16:00） 

保育の安全研究・教育ｾﾝﾀｰ 代表理事 
掛札 逸美氏  
聖学院大学人文学部児童学科  
非常勤講師 
並木 由美江氏 

9月29日（木） 
（9:30～16:00） 

聖学院大学人文学部児童学科  
非常勤講師 
並木 由美江氏 

保健衛生・ 
安全対策 
B日程 

 
定員63名 

12月8日（木） 
（9:30～16:00） 

ZOOMによるオンライン研修 

保育の安全研究・教育ｾﾝﾀｰ 代表理事 
掛札 逸美氏  

保育の安全研究・教育ｾﾝﾀｰ 代表理事 
掛札 逸美氏  
聖学院大学人文学部児童学科  
非常勤講師 
並木 由美江氏 

12月15日（木） 
（9:30～16:00） 

12月22日（木） 
（9:30～16:00） 

聖学院大学人文学部児童学科  
非常勤講師 
並木 由美江氏 

保護者支
援・子育て支

援 

 
定員45名 

 8月30日（火） 
（10:00～17:20） 

JA共済埼玉ビル 
さいたま市大宮区土手
町1丁目2番地 
 
東武野田線「北大宮
駅」から徒歩約5分 
JR「大宮駅」から徒歩
約13分 

3階第3会議室 
秋草学園短期大学地域保育学科  
准教授 
秋山 展子氏 

 9月10日（土） 
（14:10～17:20） 

地下G会議室 

特定非営利活動法人 10代・20代妊娠
SOS新宿- キッズ＆ファミリー 
理事長 
佐藤 初美氏 

 9月20日（火） 
（10:00～17:20） 

3階第1会議室 
一般社団法人 日本保育者支援協会 
巡回員・保育アドバイザー 
岡本 京子氏 

マネジメント 

 
定員63名 

 8月5日（金） 
（9:30～16:00） 

ZOOMによるオンライン研修 
株式会社フォーサイツ・コンサルティング 
代表取締役社長 
浅野 睦氏 

 8月12日（金） 
（9:30～16:00） 

 8月19日（金） 
（9:30～16:00） 

令和4年度 保育士等キャリアアップ研修 開催日程  [当財団実施分］ 
  

※日程・会場・講師などは変更になる場合がございます。 



 

オンライン研修について 
 
（1）受講対象者 
・基本的条件（集合型研修と同様の受講資格）のほか、勤め先の施設または自宅等に安定し 
 たインターネット接続環境（長時間のため定額制をお勧め）があること。                                                                                              
・カメラ・マイク付きのパソコンからの視聴が可能な方。スマートフォンでの参加（視聴）は長時間 
 に及ぶことと、操作性に難が生じる可能性が高いためお勧めできません。 
 
・個室や自室での視聴、イヤホンマイク等で参加など、周囲の雑音が入りにくい環境で視聴出来 
 ること。 
  
(2)申込み～研修当日までの流れ 
・集合研修と同様の手順で申し込んでください。 
・受講決定者には研修日の10日前までに、テキスト等の資料一式を施設宛てに郵送します。 
・その後、施設宛てにオンライン研修の事前受付についての案内メールを送付しますので、必ず、 
 オンラインでの「事前受付」を行ってください。オンライン研修の参加に必要なZoomのＩＤ・パス 
 パスワードは、同メールにてお知らせします。 
 
 (3)留意事項 
・研修受講料は無料ですが、テキスト代、オンライン研修に係る費用（機材、通信費等）は受 
 講者負担となります。 
・申込時の受講者本人以外の受講は認められません。 
・研修当日は、実会場同様にオンラインによる出席確認を行います。出席確認ができない場合は、 
 出席と認められませんのでご注意ください。 
・受講者の入替えによる受講は不正行為と見なされ、受講資格が取消しになります。 
・通信障害等で計１５時間の研修受講（視聴・参加）ができなかった場合は、修了と認められ 
 ない場合があります。 
・休憩時間以外で長時間の離席（不在・不参加）は修了と認められません。 
・オンライン研修の修了レポートの提出方法の詳細は、事前の資料送付にてご案内します。 
・オンライン研修の受講状況は県への報告事項となります。 
・オンライン研修中に講師の許可なく録音・録画・スクリーンショットは認められませんので、ご注意く 
 ださい。 
 
※実施方法については変更となる場合があります。 

令和4年度 保育士等キャリアアップ研修 オンライン研修について 
  

 



埼玉県保育士等キャリアアップ研修 

保育・子育てに関する研修 

◎申込方法 当財団ホームページにて必要事項をご入力いただきお申込みください。  
  

          ホームページＵＲＬ https://hokenfukushi.or.jp/ 
                         二次元バーコード   → → → → 
 
           
                ①保健福祉振興財団のホームページにアクセスして トップページから「保育・子育てに関する研修」を 
         クリックし、 移動したページの「埼玉県保育士等キャリアアップ研修」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                      
         ②研修概要、開催要項をお読みいただき、開催日程表からご希望の研修のコースをお選びいただいて 
          「申込」をクリックして必要事項を漏れの無いようにご入力いただき、お申込みください。 

埼玉県保育士等キャリアアップ研修 

            ③お申し込みいただくとすぐに  hk-saitama@hokenfukushi.or.jp  より 申込内容を確認 
            するメールが登録されたメールアドレスに届きます。             
            このメールは受講決定メールではありません。 メールが届いていない場合は申込が成立していな 
            い場合がありますので必ず申し込み後の確認メールが届いたかご確認いただき、登録内容を確 
            認してください。 

            定員超過による落選の場合は、申込〆切後、ご登録していただいたメールアドレスに連絡 
            します。当方での登録内容確認後、改めて受講決定通知をお送りします。 

          ＊受講決定は先着順となります。申込内容に不備がある場合は受講決定できない場合があります。 

 ＊受講枠の確保等の理由で、過大な受講申込みやキャンセルをすることはご遠慮ください。 

          ＊申し込み後に他のコースに変更することはできません。誤って申込をした場合は、まず申込の取り消し 
            についてすぐに事務局までご連絡いただき、改めてご希望のコースを最初からお申込みください。 

          ＊申込者が同一の研修分野に２コース以上申込をした場合、または同一のコースに2回以上申込    
            をした場合は、自動的にいずれかが申込取り消しされ一つに絞られます。一度に複数申し込んでから 
            ご希望のコースをお聞きして決定することはできません。ご了承ください。  

          ＊申込は、事業所（保育所等）からのお申込みとなります。離職中の方はお申込みできません。 

          ＊申込後のキャンセルはやむを得ない事情がある場合のみお受けします。 

          ＊申込が上手くいかない等の不都合がある場合は、問合せ先まで事前に必ずご連絡をお願いします。 

                    ◆申込締め切り日は、各コースとも開催の「概ね2週間前」または「定員となり次第」締切とさせて 
            いただきます。詳細は開催日程一覧からご確認ください。 
 

お申込みの流れ 

 

https://hokenfukushi.or.jp/
https://hokenfukushi.or.jp/
https://hokenfukushi.or.jp/
https://hokenfukushi.or.jp/
https://hokenfukushi.or.jp/
https://hokenfukushi.or.jp/
https://hokenfukushi.or.jp/


◎受講決定   申込締め切り後、申込内容を確認した上で受講決定者には決定通知をご所属の事業所宛に 
          お送りします。会場地図や研修資料代の振込案内等も併せてお送りしますのでご確認ください。 
 
          受講決定通知が届いていない方は研修の受講ができません。受講決定について不明な点のある方は、 
          早めにお問い合わせください。  
 
◎修 了 証    本研修は修了試験はございませんが、研修終了時に研修レポートをご提出いただきます。 
         （研修レポート記入の時間は研修時間に含まれません。） 
  
          各コース内の全研修15時間を受講し、受講後の研修レポートの提出と内容を確認した上で 
          受講状況を勘案し、修了認定を行い埼玉県に報告します。修了者には分野ごとの修了証を、 
          研修終了の1か月後を目安にご所属の事業所宛に送付します。 
 
          本人都合による修了証の再発行につきましては、再発行手数料（2,200円）が必要となります。 
 
   

                   ＊本研修の修了認定は、各分野ともに15時間を受講していることが要件であり、研修レポートの 
          正しい提出がない場合や欠席、遅刻、途中退席等で受講時間が15時間に満たなかった場合、 
          研修資料代等の未納、必要情報等の不足がみられる場合には修了証を発行できませんので 
          予めご了承ください。 
 

 
◎衛生管理   受講決定通知と同封の受講票には、事前の健康状態に関する問診項目がございます。 
          必ずご記入の上、発熱や咳など健康状態に不安のある方は、研修のご受講をお控えください。問診 
          項目の記載内容によっては研修のご受講をお断りさせていただく場合がございます。 
 
           受講にあたっては、原則、会場内ではマスク着用をお願いいたします。また、入場前のスタッフによる検温、 
          手指消毒などの感染対策にご協力お願いします。ご協力いただけない場合は研修のご受講をお断り 
          させていただく場合がございます。 
 
 自園やご家族等関係者で新型コロナウイルス感染症の陽性者及び濃厚接触者が発覚した場合は、 
          すぐに当財団事務局までご連絡のほど宜しくお願い申し上げます。 
 
 保健所等からの情報提供の要請があった場合には、保健所や行政など当該機関に個人情報を提供する 
 場合がありますのでご了承ください。 
 
 当財団職員は全員マスクを着用し、手指の消毒、手洗いを随時行います。 
 
 当財団職員の検温・風邪症状等の有無を確認しています。 検温にて発熱および風邪症状のある者は 
          自宅待機とし、健康管理を徹底しています。 
 
 座席、テーブル、使用備品、その他ドアノブなど教室内の触れやすい所は研修実施前と実施後にすべて 
 消毒いたします。その他使用物品については適宜消毒します。  
 
 座席は前後左右を空けた配置をしております。 
 
 換気扇の常時使用や会場入り口のドア等の定期開放で、室内換気に努めます。換気の関係上、座席 
          によっては寒暖の差が発生します。ブランケットや衣服などでご調整くださいますようお願いします。 
 
 教室入り口周辺と各座席には手指消毒液を設置いたします。ご利用いただき、手指消毒をお願いします。 
 
 

研修実施にあたっての衛生管理、その他注意事項 
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◎注意事項   受講申込書に記載された個人情報については、当財団の個人情報管理規定に則り適正な管理を行い、 
          本事業の運営以外の目的に利用することはございません。なお、受講申込書、公的書類・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、研修終了後、埼玉県以外の都道府県及び市町村に         
          研修修了者の情報を提供する場合があります。同意される方のみお申込みください。 
 
                    申込書の記載内容が事実と異なる場合、受講及び修了の認定が取り消しとなることがあります。 
 
 新型コロナウイルス感染拡大時や地震、台風などの自然災害発生時、または発生が予想される場合、 
          研修の開催を変更、延期、中止する場合がございます。その場合は、当財団のホームページにて情報を 
          掲載しますのでご確認ください。 
 
 
 
 
  
  
 
 
           
 
           
 

保健福祉振興財団  

本案内や受講決定通知等に記載の事項をお守りいただき、新型コロナウイルス感染予防並びにスムーズな 
研修運営にご協力下さい。お守りいただけない場合は研修のご受講をお断りさせていただく場合があります。 
ご了承いただける方のみご参加下さい。 

TEL：03-6261-0307／ FAX：03-6261-0308 
MAIL : hk-saitama@hokenfukushi.or.jp   

https://hokenfukushi.or.jp/ 
二次元バーコードはこちら → → → 


