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令和４年度 宮崎県保育士等キャリアアップ研修開催要綱 

 

１ 目的                                     

保育現場におけるリーダー的職員の育成に関する研修を実施し、職務内容に応じた専

門性の向上等を図ることを目的とします。 

 

２ 実施主体・実施機関                              

本研修の実施主体は「宮崎県」となりますが、研修実施については、宮崎県から委託

された「一般財団法人 保健福祉振興財団 熊本支部（以下「財団」）」が行います。 

 

３ 研修内容                                   

「保育士等キャリアアップ研修の実施について（令和元年 6月 24日付け子保発 0624第

3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）」の別紙「保育士等キャリアアップ

研修ガイドライン」（以下「ガイドライン」）に基づき、以下の（１）～（３）について

の研修を実施します。 

  （１）専門分野別研修（６分野） 

     ① 乳児保育 ② 幼児教育 ③ 障害児保育 ④ 食育・アレルギー対応 

     ⑤ 保健衛生・安全対策   ⑥ 保護者支援・子育て支援 

（２）マネジメント研修（１分野） 

（３）保育実践研修（１分野） 

 

４ 受講対象者                                         

受講対象者は、宮崎県内の認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び認定こ

ども園への移行を予定している保育施設（移行希望年度を市町村が把握しているなど、

確実な移行予定保育施設に限る。）等を対象とします。 

（１）専門分野別研修 

保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者又は

それが見込まれる者 

（２）マネジメント研修 

上記（１）の各分野において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又はそれが見込まれる者 

（３）保育実践研修 

保育所等の保育現場における実習経験の少ない者（例：保育士試験合格者等）又

は長期間、保育所等の保育現場において保育を行っていない者（例：潜在保育士等） 
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５ 開催回数等・受講定員・受講者の決定                            

各分野の研修実施回数を以下のとおりとし、合計１５回のうち eラーニング研修を７コ

ース、宮崎地区・都城地区の 2地区にて集合型研修を８コース実施します。集合型研修は、

基本的に２日間（合計１５時間）とします。 

分野等 eラーニング研修(７コース) 集合型研修(８コース) 

①  乳児保育 

各１回 
各１回 

②  幼児教育 

③  障害児保育 

④  食育・アレルギー対応 

⑤  保健衛生・安全対策 

⑥  保護者支援・子育て支援 

⑦  マネジメント 

⑧  保育実践  

定員 各分野 200人～350人程度 各分野 50人～70人程度 

※集合型研修、eラーニング研修のどちらを受講しても共通の修了証を発行します。 

 

６ 定員を超える申込があった場合の受講者の決定                   

定員を超える申込があった場合、宮崎県と協議の上、受講申込者の施設規模や同一受講

申込者の受講希望分野数により調整を行います。 

 

７ 受講料                                    

無料 

※集合型研修：テキスト代、研修会場までの交通費や駐車場代は自己負担となります。

※eラーニング研修：講義資料代は無料。研修を受講するための通信費や動画視聴準備    

に係る費用のみ自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

８ 研修実施スケジュール                              

本研修は、下記のとおり実施します。開催期間の詳細については、「別紙 令和４年度 

宮崎県保育士等キャリアアップ研修一覧」をご参照ください。 

募集期間 受講決定通知 開催期間 修了証交付 

令和４年６月１０日 

      ～７月 １日 

令和４年 

７月中旬 

【集  合  型】令和４年 ８月中旬  

～１０月下旬  令和５年 

３月中旬 【eラーニング】令和４年１０月上旬 

～令和５年 １月下旬 

※募集締切後、定員に余裕があるコースについては、追加募集を行います。追加募集 

を実施する場合は、財団ホームページに情報を掲載しますのでご確認ください。 

 

９ テキスト                                    

（１）集合型研修 

集合型研修は、講師作成資料及び「保育士等キャリアアップ研修テキスト」（中央

法規出版）を使用します。 

テキストをお持ちでない方は事前に購入してください。研修当日の販売等は行いま

せん。なお、事前の購入方法については別紙の「テキストのご案内兼申込用紙」を

ご確認の上、必要事項を記入し、ご注文ください。財団ホームページに様式を掲載

しております。 

 

第１巻 乳児保育          第２巻 幼児教育  

第３巻 障害児保育          ★第４巻 食育・アレルギー対応（第３版） 

第５巻 保健衛生・安全対策    ★第６巻 保護者支援・子育て支援（第２版） 

★第７巻 マネジメント（第２版）    別巻  保育実践 

※★がついている分野のテキストは、「第２版」もしくは「第３版」が発行されてい

るため、必ず、「最新版」をご持参ください。 

 

（２）eラーニング研修 

e ラーニング研修は講師が作成した資料を使用します。中央法規のテキストは研

修の振り返りのための購入を推奨しております。 

 

 

 



4 

１０ 受講申込・決定通知                                    

 （１）申込方法 

財団ホームページの「宮崎県保育士等キャリアアップ 

研修」申込フォームの各項目に必要事項を入力の上、 

財団に送信してください。１人につき、２コースまで 

申込が可能です。 

    なお、パソコンやインターネット環境が無い場合のみ、 

専用の受講申込書に必要事項を記載の上、ＦＡＸにて 

申込をすることが可能です。 

 ＨＰアドレス ： https://hokenfukushi.or.jp 

 申 込 締 切 ： 令和４年７月１日（金）１７時 

 

（２）受講決定通知書 

申込者へ７月中旬に、受講決定通知書もしくは申込多数により受講をお断りさ

せていただく方には、その旨をＦＡＸまたは郵送で通知します。 

 

１１ 緊急時対応                                  

○ 自然災害や特別警報の発令等で研修の延期や中止等を決定した場合、その旨を研修 

前日の１７時までに所属する保育所等に(個人申込の方は、個別に)連絡します。  

なお、当日までの気象状況等の急変により開催が危ぶまれる事態が発生した場合、 

財団ホームページに情報を掲載しますので、そちらもご確認ください。 

○ 研修の開催日に中止が決定していない場合で、悪天候による通行止めや公共交通機 

  関の遅延・運休等の交通事情等により遅刻や欠席せざるを得ない場合は、財団へ 

ご連絡ください。 

また、土日祝日に実施する研修の場合は「受講決定通知書」に記載する連絡先ま

でご連絡ください。なお、自然災害等で受講できなかった場合、ｅラーニング研修

での振替受講により可能な限り対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

こちらの二次元バーコードより 
ホームページへ移動できます。 

https://hokenfukushi.or.jp/
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１２ 修了評価・修了証交付                                    

研修終了後、ガイドラインに基づき受講者の修了評価を行い、修了と認められた方には、

令和５年３月中旬に修了証を送付する予定です。 

（１）集合型研修 

２日間（１５時間）の研修を受講し、研修終了後に研修レポートを提出したうえ

でガイドラインに基づき受講者の修了評価を行います。欠席、遅刻、早退及び途中 

離席等の場合には、修了証を発行できませんので予めご了承ください。 

（２）eラーニング研修 

eラーニング受講システムにより１５時間の研修受講（視聴）と研修レポートを 

提出したうえで、ガイドラインに基づき受講者の修了評価を行います。一部受 

 講等は、修了とみなされませんのでご注意ください。 

なお、研修終了時に提出を求める研修レポートにおいて、下記事項に触れる場合は、 

再提出を求める場合がございます。 

  ＜再提出の判断基準＞ 

   ○全部、または一部の項目に対して、空欄で提出 

   ○指定の文字数に対して、８割以下の記述で提出 

   ○具体的キーワード等講義内容が盛り込まれておらず、研修に出席してもしなくも

記載ができる内容で提出 

   ○その他、修了評価基準を満たさないと判断される場合 

再提出を求められたにも関わらず、期限までに再提出に応じない場合は修了者と認めな

い可能性がございます。 

 

１３ 個人情報の取扱い                               

本研修にて得た個人情報については、適正な管理を行い、本研修に関わる事項以外の目

的に利用することはありません。 

また、研修修了者が県外で勤務する場合、他都道府県等と研修修了に係る情報を共有す

ることで確認が円滑になること等から本研修を修了された方の以下の①～⑥の情報につい

て、国、他都道府県及び市町村に提供します。 

  ① 保育士登録番号（受講希望者が保育士資格を所有している場合のみ） 

  ② 氏名・生年月日・住所 

  ③ 勤務施設の名称・所在市町村（現に保育所等に勤務している方のみ） 

  ④ 修了した研修分野  ⑤ 修了証番号  ⑥ 修了年月日 

当該情報の提供に同意される方のみ各分野に申込ください。 

なお、受講申込と同時に受講申込者本人から同意を得たものとみなします。 
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１４ 注意事項                                    

（１）全コース共通 

〇 受講申込の内容に関して事前確認をする場合があります。申込受付期間中に連絡 

  が取れない場合は、受講不可となる場合があります。 

〇 受講申込の内容が事実と異なる場合、受講・修了認定を取り消すことがあります。 

〇 受講枠の確保等の理由で、過大な受講申込をすることはご遠慮ください。 

なお、多数の受講決定を受けたにもかかわらず、同一保育所等で欠席が著しく多 

い場合等については、受講決定の一部又は全部を取り消すことがあります。 

〇 著作権等保護の為、講義内容の録音・録画は禁止とします。 

 

（２）集合型研修 

〇 著作権等保護の観点から研修当日は研修時間中に限り、録音・録画防止の観点か

らパソコン・タブレット・携帯電話等のご利用は禁止とします。ご了承のうえ、

申込ください。 

〇 研修当日は、駐車場の混雑や公共交通機関遅延の可能性がありますので、時間に 

  余裕を持ってお越しください。 

〇 新型コロナウイルス等の感染拡大防止ため、次に記載する項目について必ず確認、 

同意の上で申込ください。 

① 会場内の窓やドアを開け、可能な限り換気を行いながら研修を実施します。 

窓、出入口付近など座席の場所によって室温の差異が生じることがあります。 

暑さ、寒さに対応できる服装でお越しいただくようお願いします。 

② 研修当日は自宅で検温を行ったうえで、ご参加ください。発熱や呼吸器症状等 

  がある場合は研修参加を自粛するとともに、その旨を事務局まで連絡ください。 

③ 研修当日、受付票にて症状の有無の確認を行います。未提出及び未記入、また 

  は記載内容により受講をお断りする場合があります。 

④ 研修当日はマスクの着用をお願いします。 

    マスクの着用がない場合は、研修への参加をお断りする場合があります。 

⑤ 会場に入室の際は設置する消毒液等を使用してください。 

⑥ 新型コロナウイルス等の感染拡大防止にあたり、保健所等からの情報提供の要 

  請があった場合には当該機関に個人情報を提供する場合があります。 

⑦ 新型コロナウイルス等の感染拡大防止の観点から、研修を中止又は延期する場 

  合があります。その場合の対応等については、別途、連絡しますので緊急連絡 

先（携帯電話等）を必ず入力してください。 

   ⑧ その他、国・県等からの要請により追加の対策を講じることがあります。 
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（３）eラーニング研修 

〇 動画配信型のｅラーニングで行います。（日時を指定する双方向型ではありません） 

インターネットに接続できるパソコン又はタブレット、スマートフォンが必要で 

す。 

〇 受講するには通信料がかかりますので、個人負担のないようになるべく園の端末

で受講ができるよう配慮をして下さい。有線 LANもしくは Wi-Fi等のある環境で 

の視聴を推奨します。 

〇 受講するにあたり、必要となる環境は以下の通りです。必ず、受講可能な環境が 

  整っているかご確認ください。 

 

デバイス ＯＳ ブラウザ 

Windows PC Windows 8.1、10 Chrome、Edge 

Mac OS10.13以降 Safari、Chrome 

タブレット 
iPad iPadOS 14、15 Safari 

Android Android 9、10、11 Chrome 

スマートフォン 
iPhone iOS 14、15 Safari 

Android Android 9、10、11 Chrome 

〇 eラーニング研修の講義資料は、各分野配信開始の２週間前に各受講者の所属す 

る保育所等宛てに送付します。 

〇 受講者は、受講日ごとに講義資料と合わせて送付する「受講の記録」に受講状況 

を記録し、所属する保育所等の施設長等に受講状況を報告してください。施設長 

等は、内容等確認のうえ、押印し、受講管理をお願いします。記録の内容が事実 

と異なる場合や不正と疑われる行為があった場合には、修了とみなされません。 

 

１５ 申込・問合せ先                                

一般財団法人 保健福祉振興財団 熊本支部 宮崎県保育士等キャリアアップ研修係 

〒862-0926 熊本県熊本市中央区保田窪 1-10-38 

TEL： 096-213-1600    FAX： 096-213-1601 

URL： https://hokenfukushi.or.jp 

※宮崎県庁では、申込・受付の対応はできません。 

tel:096-285-7010

