
受講料無料
（テキスト代のみ）

※コロナウイルス感染症拡大状況等により予定している日程、内容が一部変更になる可能性があります。

※この研修は、株式会社ニチイ学館が鳥取県より委託を受けて実施します。



子育て支援員研修について

①地域保育コース
②地域子育て支援コース
※一部科目は受講条件有

③放課後児童コース ④社会的養護コース

↓子育て支援員として従事できる主な事業等↓

保育所、小規模保育所
事業所内保育所、家庭的保育所、

一時預かり保育事業、
ファミリー・サポート・センター

保育従事者
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ提供会員

・子育て支援センター
・子育て支援ひろば
・行政窓口

子育て家庭支援
専任職員

・放課後児童クラブ
（学童）

補助員

・乳児院
・児童養護施設

補助的職員

コースの種類

鳥取県が定めた研修（「基本研修」及び「専門研修」）を修了し、保育や子育て支援分野の各事業等に従事する上で、
必要な知識や技術を習得したと認められる方のことです。研修修了者は全国で通用する「子育て支援員」として鳥取県
が認定します。
※国家資格ではありません。

子育て支援員とは？

★子育て支援の仕事に関心を持ち、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

★すでに子育て支援の現場に従事されている方

★子育て支援の現場で自身の子育て経験を活かしたいと考えている方

★子育て支援に興味のある方

どんな人が受講できるの？

受講料は無料です。
受講コースによりテキスト代及び腸内細菌検査の費用が別途必要です。
会場までの交通費及び昼食は自己負担となります。詳しくは研修日程の備考欄をご確認ください。

費用について

受講申込

レポートの提出

※「基本研修」「専門研修」ともに全ての研修科目を修了し、出席状況、レポートに
よる内容の取得状況を確認の上、鳥取県より修了証書が発行されます。

受講決定

基本研修の受講

子育て支援に関する
基礎的な知識等の修得

専門研修の受講

子育て支援分野の各事
業等に従事するために
必要な専門的な知識・
技能等の修得

修了証の交付
子育て支援員に認定

地域保育コース

地域子育て支援コース

放課後児童コース

社会的養護コース

＜以下の方は基本研修が免除になります＞
●一部科目修了証をお持ちの方（修了証の写し提出）
●過去に修了したことがあり、新たに別コースを受講される方（修了証の写し提出）
●保育士、社会福祉士の資格をお持ちの方（資格証の写し提出）
●幼稚園教諭、看護師、保健師等の資格をお持ちで現在保育所等の施設で勤務されている方（資格証の写し提出）



◆①－A 地域型保育
（6科目6.5時間＋実習2日）

保育所・小規模保育事業・家庭的保育・事業所内保育の保育従事者・補助者として就業する為の従事要件と
なる研修。 ※各事業の詳細は下記をご確認ください。

◆①－B 一時預かり事業
（6科目6.5時間＋実習2日）

一時的に保育を受ける事が困難になった子どもについて、保育施設等に於いて一時的に預かる一時預かり事業
の保育従事者として従事する為の従事要件となる研修

◆①－C ファミリー・サポート・センター事業
（4科目6.5時間）

子育て中の保護者を会員とし児童の預かり等の援助を受ける事を希望する方とその援助を行う事を希望する方
とを結びつけるﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業の提供会員として従事する為の研修

各コース概要

①地域保育コース

援助を受けたい会員 援助を行いたい会員

アドバイザー

子育て支援員

援助の打診

マッチング援助申入れ

保育士配置基準の弾力化について

■保育士配置基準の弾力化とは？
全国的な保育士不足を背景に設けられた、一定の条件を満たす場合に保育士資格を持っていない方を保育士の代わりとして
配置することができる制度です。鳥取県においても2016年より実施しており、適用期間は2025年3月31日までとしています。

■保育士の代わりとして配置できる方
次の条件のうちいずれかを満たし、県が実施する『保育従事者（保育士以外）研修』を修了した方
・子育て支援員研修のうち地域型保育コースを修了した者
・小学校教員免許、養護教諭の免許、幼稚園教諭の免許などを持つ者
・保育所等で常勤の職員として保育業務に従事した期間が1年以上ある者

■保育士の代わりとして配置できる場合
①朝夕の子どもが少ない時間帯
※保育士2人のうち1人を子育て支援員等に代えることが認められています。
②子どもの年齢に応じて必要となる保育士数を上回って配置している場合
※上回っている保育士数の範囲内で子育て支援員等に代えることが認められています。

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰの活動の仕組み

「子ども・子育て支援新制度」によって地域型保育として位置づけられた
小規模保育や家庭的保育（保育ママ）、事業所内保育、一時預かりの
保育従事者、ファミリー・サポート・センターで提供会員になるための
コースです。このほか、認可外保育園の保育従事者や保育所
の補助的職員等として勤務する方にもおすすめのコースです。

主な活動
・保育施設の保育開始前や保育終了後の預かり
・保育施設までの送迎
・放課後児童クラブ終了後の預かり
・学校の放課後の子どもの預かり
・冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の
子どもの預かり等

【小規模保育】
定員6～19名の少人数の子
どもを対象に、家庭的な雰
囲気のもとできめ細やかな
保育を行う事業

【家庭的保育事業】
保育者の住居やその他の場所において、
少人数（定員5名以下）を対象により家庭
的な雰囲気のもとで、きめ細やかな保育
を行う事業

【事業所内保育】
会社や事業所の保育施設等で、
その会社の従業員の子どもや地
域の子どもの保育を行う事業

詳細については

最寄の市町村保育行政担当課
までお問い合わせください。



②地域子育て支援コース
※利用者支援事業基本型の受講条件

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に１年以上の実務経験を
有している者

●地域子育て支援センターの職員
●児童館等での相談業務
●保育所における主任保育士業務 等

◆②－A 利用者支援事業・基本型
（9科目16時間＋実習8時間）

子育て家庭に身近な場所にて、子育て家庭のニーズを
把握し、子育て支援事業等を円滑に活用できるよう、
さまざまな情報の提供や相談（利用者支援）を実施する。
また、関係機関との連携や協働の体制作り（地域連携）
を行う専任職員として従事する為の研修

◆②－B 利用者支援事業・特定型
（5科目5時間）

子育て家庭のニーズを把握し、地域の保育施設の情報
提供や相談等の支援（利用者支援）を行う事業の専任
職員（例:保育コンシェルジュ）として従事する為の研修
※基本型との主な違い：地域連携についてはその機能を
行政が果たす

◆②－C 地域子育て支援拠点事業
（6科目6時間）

子育て支援センター等の公共施設の身近な場所で子育て
相談、情報提供、その他の援助を行ったり、親子の交流
の場を設けたりすることで、地域の子育て支援機関の充
実を図る事業の専任職員として従事する為の研修

子ども・子育て支援にかかる施設・事業の職員等

利用者支援事業の役割

子育て中の親
（妊婦含む）

相談対応
個別ニーズの把握

助言・利用支援

利用者支援専門員
（子育て支援専任職員）

日常的に連携日常的に対応

・子育てサークル、保健センター、
指定障害児相談支援事業所
子育て短期支援事業、一時預かり等の職員
（施設、事業間で日常的に連携を図る）

③放課後児童コース

（６科目９時間）

放課後児童クラブ（保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に
対し、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供する場）に
従事する放課後児童支援員の補助者として従事するための研修

＜放課後児童クラブの主な事業内容＞
・子どもたちの健康管理、情緒の安定
・子どもたちの安全確認、来所帰宅時の安全確保
・遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
・連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換
・放課後の子どもたちの遊びの活動状況の把握
・遊びの活動への意欲と態度の形成
・家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 等

～一般財団法人 児童健全育成推進財団 HPより引用～

④社会的養護コース

（9科目11時間）

社会的養護（保護者のいない児童や保護者に看護させることが適当
でない児童を公的責任で社会的に養育・保護する（施設養護）と
共に養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行う事業）の
補助的職員として従事する為の研修

＜社会的養護を必要とする児童・家庭＞
・保護者が死亡、行方不明で遺棄されている子ども
・保護者が長期療養中であったり、拘留中である子ども
・保護者が貧困等その他生活に困難を抱えている子ども
・保護者から虐待を受けたり、ネグレクト（育児放棄）されている子ども 等

～子育て支援員研修テキスト第2版（中央法規出版）より引用～

社会的養護における
補助的職員とは？

社会的養護を必要とする児
童・家庭への対応は、専門
的支援を要するため、施設
等の専門職と協力し専門的
支援を補助する者



注意事項

＜研修に関して＞

●本研修は、あくまでも受講者を「子育て支援員」として認定するものであり、終了後の雇用先の紹介及び保証を

するものではありません。

●本研修は「子育て支援員」を認定するものであり、国家資格及び保育士資格ではありません。

●お申込書の記入内容と事実が異なる場合、受講及び修了の認定が取り消されることがあります。

●申込書に記載された個人情報、及び申込時に提出して頂く書類については本研修以外の目的には使用致しません。

●感染症の拡大、その他災害等により研修実施日程・会場が変更になる場合がございます。

●この研修は、株式会社ニチイ学館が鳥取県より委託を受けて実施致します。

＜申込・受講に関して＞

●「基本研修」はすべてのコース受講に必修の研修です。「基本研修」を修了した方のみ各専門研修を受講できます。

専門研修は自由に選択し受講が可能です。

●前期コース・後期コースにおいて開催される研修と申込期間が異なりますのでお間違いのないようお申込みください。

●テキスト代の専用封筒を事前に送付しますのでおつりのないように封筒に入れ、研修当日にお支払いください。

●お申込は、先着順に受付させていただきますので申込期間終了後「受講決定通知書」を発送させていただきます。

※申込書に記入の住所へ発送させて頂きますので必ず記入間違いがないよう願います。

●現在就業中の勤務先の業務に受講が必須の方は、必ず申込書「就業中の方」の欄に勤務先名をご記入ください。

●専門研修は複数受講可能ですが、申込が多数の場合はコースの制限をさせて頂くことがありますのでご了承下さい。

●地域保育コースの「地域型保育」及び「一時預かり事業」の受講者は見学実習にあたり※腸内細菌検査を受けて

頂きます。（※自己負担）

●新型コロナウイルスの感染拡大の状況により「地域型保育」および「一時預かり事業」の受講者のうち、

認可保育園で勤務している方以外は２日間の見学実習が模擬実習（１日）に変更になる可能性があります。

●申込多数の場合、先着順となる場合があります。その場合、専門研修については下記の方を優先させて頂きます。

【既に保育施設や子育て支援分野の各事業等に就業中で、該当業務に受講が必須の方】

（申込時点で就業中の方）ただし、該当専門コースのみ優先。

●お申込は、別紙「子育て支援員研修 受講申込書」に記入の上、※郵送にてお申込ください。

ファクシミリによるお申込受付はできませんのでご了承ください。

＜修了について＞

●「基本研修」「専門研修」ともに全ての研修科目を修了し、出席状況、レポート（学んだことや感想等）による内容の

取得状況を確認の上、鳥取県より修了証書が発行されます。

＜感染症拡大防止対策の実施について＞

●「鳥取県主催イベントにおける新型コロナウイルス感染症感染拡大防止マニュアル」に基づき感染対策を行います。

詳細は研修前に別途お知らせします。

●健康状態チェックシート（受講日前２週間分の記録）と当日問診表を研修日に提出して頂きます。

提出いただけない場合は受講を控えて頂きますので必ず提出してください。

●マスクの着用、手指消毒へのご協力をお願いします。会場は随時換気を致します。

＜申込前に必ずお読みください＞



研修日程：前期コース

基
本
研
修

日時 6/11（金） 10：00～15：30 6/25（金） 10：00～15：30

会場 新日本海新聞社中部本社ホール

備考
定員：110名 受講時間：8時間（全２日間） テキスト代 2.750円
※テキスト代は1日目の受付時に専用封筒にてお支払いください。

地
域
保
育
コ
ー
ス

共
通
科
目

日時
6/28（月）

9：30～16：40
7/12（月）

9：30～16：20
7/19（月）

9：30～12：40

会場 湯梨浜町中央公民館

備考
定員：110名 受講時間：14時間（全3日間）

※地域保育コースの「地域型保育」「一時預かり事業」「ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業」において必修となります。

専
門
研
修
①

地
域
保
育
コ
ー
ス

①－Ａ地域型保育
※ご希望のエリアをお選びください。

①－Ｂ 一時預かり事業
※前期コースのみ開講されます。

日時
7/31（土）

9：30～17：30

8/16（月）
9：30～17：30

9/4（土）
9：30～17：30

9/18（土）
9：30～17：30

会場

【中西部会場】

鳥取県立
武道館

【中西部会場】

鳥取県立
武道館

【東中部会場】

とりぎん
文化会館

倉吉未来中心

備考

定員：【地域型保育】中西部会場各40名 東中部会場 30名 一時預かり事業 40名
受講時間：6.5時間＋見学実習2日間（両コース共通）

【地域型保育・一時預かり事業を受講の方は必ず以下の内容を確認ください。】
①講義修了後、平日2日間の見学実習を認可保育園にて実施して頂きます。
②見学実習にあたり「腸内細菌検査」を必ず受けて頂きます。（※自己負担）
実習園、日程、検査等の詳細については別途個別にご案内させて頂きます。

専
門
研
修
②

地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス

②－Ａ利用者支援事業（基本型） ②－Ｂ利用者支援事業（特定型） ②－Ｃ地域子育て支援拠点事業

日時
8/20（金）10：00～16：00
8/21（土） 9：30～13：20

8/28（土） 9：30～16：10 8/7（土） 9：30～17：00

会場 倉吉未来中心 倉吉未来中心 倉吉未来中心

備考

定員：20名
・受講時間：8時間＋実習1日
・事前自己学習（8H程度）
テキスト代：594円(税込）
※受講条件として相談及び

コーディネート等の業務内容を

必要とする市町村が認めた事業や
業務に１年以上の実務経験を予め
有していること。

定員：30名
・受講時間：5時間
テキスト代：594円(税込）

定員：40名
・受講時間：6時間
テキスト代：2.376円(税込）

「基本研修」はすべてのコースに必修の研修です。基本研修の受講後、下記の方は基本研修が免除になります。
●一部科目修了証をお持ちの方 ●過去に修了したことがあり、新たに別コースを受講される方 ●保育士、社会福祉士の資格をお持ちの方
●幼稚園教諭、看護師、保健師等の資格をお持ちで現在保育所等の施設で勤務されている方
※修了証書、資格証の写しを添付してお申込ください。

【基本研修（2日間）について】



専
門
研
修
④

社
会
的
養
護
コ
ー
ス

日時 11/9（火） 9：30～16：40 11/16（火） 9：30～16：20

会場 倉吉未来中心

備考 定員：40名 ・受講時間：11時間（全2日間）

専
門
研
修
③

放
課
後
児
童
コ
ー
ス

中西部会場 東中部会場

日時
10/26（火） 9：20～12：30
10/29（金） 9：20～12：25
11/1  （月） 9：20～12：25

11/30（火） 9：20～12：30
12/66（月） 9：20～12：25
12/99（木） 9：20～12：25

会場 鳥取県立武道館 鳥取県立福祉人材研修センター

備考 定員：各会場30名 ・受講時間：9時間（全３日間）

研修日程：後期コース

※「基本研修」について前ページをご確認ください。

基
本
研
修

日時 10/2（土） 10：00～15：30 10/9（土） 10：00～15：30

会場 琴浦町生涯学習センター まなびタウンとうはく

備考
定員：110名 受講時間：8時間（全２日間） テキスト代 2.750円
※テキスト代は1日目の受付時に専用封筒にてお支払いください。

地
域
保
育
コ
ー
ス

共
通
科
目

日時
10/16（土）

9：30～16：40
10/18（月）

9：30～16：20
10/23（土）

9：30～12：40

会場 琴浦町生涯学習センター まなびタウンとうはく

備考
定員：110名 受講時間：14時間（全3日間）
※地域保育コースの「地域型保育」「一時預かり事業」「ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業」において必修となります。

専
門
研
修
①

地
域
保
育
コ
ー
ス

①－Ａ地域型保育
※ご希望のエリアをお選びください。

①－C ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業
※後期コースのみ開講されます。

日時
10/30（土）

9：30～17：30
11/6 （土）

9：30～17：30
11/8 （月）

9：30～17：30

会場

【中西部会場】

米子BIG SHIP
（コンベンションセンター）

【東中部会場】

とりぎん文化会館
倉吉未来中心

備考

定員：【地域型保育】中西部会場 40名 東中部会場 30名 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業 20名
受講時間：6.5時間＋見学実習2日間（両コース共通）

【地域型保育を受講の方は必ず以下の内容を確認ください。】
①講義修了後、平日2日間の見学実習を認可保育園にて実施して頂きます。
②見学実習にあたり「腸内細菌検査」を必ず受けて頂きます。（※自己負担）
実習園、日程、検査等の詳細については別途個別にご案内させて頂きます。



株式会社二チイ学館 鳥取支店
〒680-0846

鳥取県鳥取市扇町115-1鳥取駅前第一生命ビルディング4F

Tel 0857-27-7817 Fax  0857-24-2500


