
   ２０１８年度 

和歌山信愛女子短期大学 

｢子育て支援員研修｣説明会 
 

和歌山信愛女子短期大学の子育て支援を主軸とした地（知）の拠点事業｢きょう育の和｣の事業として取り組

みます。｢きょう育の和｣とは３つのきょう育(教育・共育・郷育)を実現し、和歌山を子育てしやすく、住みよい街に

活性化するための取り組みのことです。和歌山信愛女子短期大学では、学生と教員が、和歌山県・和歌山市の地

域の人々と一体となって、｢きょう育の和｣の活動に参加しています。 

大学の「子育て支援」活動や研究を活かして、地域のみんなで子どもたちの健やかな成長を支えるための研

修です。 

平成 27 年 4 月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、 

地域保育型保育や、地域子ども・子育て、事業の担い手となる人材を確保 

することが求められています。本研修は、地域において保育や子育て支援 

などの仕事に関心を持ち、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、または従事している方を対象として実施します。 

この度、事前説明会を開催しますので関心のある方はどなたでもご参加ください。 

 

６月１日（金）１１：００～１２：００ 

和歌山県男女共同参画センター”りぃぶる” 

会議室（和歌山県和歌山市手平 2-1-2県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 9階） 

 

６月２日（土）１４：００～１５：００ 

田辺市文化交流センター『たなべる』 

大会議室（和歌山県田辺市東陽 31番１号） 
    ※いずれも内容は同じです。 

 

※この研修は、和歌山信愛女子短期大学が和歌山県から委託を受けて実施します。 

●和歌山信愛女子短期大学「子育て支援員研修」について 

 

●和歌山信愛女子大学「子育て支援員研修」の日程及び会場(詳しくは要項をご覧ください)  

事前予約不要 

 和歌山信愛女子短期大学  きょう育の和センター 

子育て支援員研修担当宛（〒640-0341和歌山市相坂 702番 2 ） 

tel: 073-479-1106 （火・木・金 10:00～17:00）/ fax: 073-479-1107  

mail: kosodate-coc@shinai-u.ac.jp    http://www.shinai-u.ac.jp/ 

要 項 は サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す ！ 2018 年 5 月 25 日 公 開

田辺市 

 

問い合わせ先 

和歌山市 

 

mailto:kosodate-coc@shinai-u.ac.jp
http://www.shinai-u.ac.jp/
http://www.shinai-u.ac.jp/


 

 

  

 

●和歌山信愛女子短期大学「子育て支援員研修」の流れ 

受付期間 2018 年 6月 1日（金）～6月 15 日（金） 

  
＊条件に応じて基本研修の受講免除が可能な場合あります。 

本研修は、受講者を「子育て支援員」として認定するものであり、研修後の雇用先を紹介及び保証するものではありません。 

「子育て支援員」とは所定の研修を修了し、修了証書が授与された者をいう。（※国家資格ではありません） 

*この研修は、和歌山信愛女子短期大学が和歌山県から委託を受けて実施します。 

事業内容

1
放課後児童

コース

　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事業です。

2
地域保育

コース

  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乳児又は幼児に

  ついて、保育施設等において一時的に預かる事業です。

共通科目

１1科目・

１４.５時間

５科目・

６．５時間

＋２日間

見学実習

　公共施設等の身近な場所で、子育てについて相談や情報提供、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、地域子育て支

  援機能の充実を図る事業です。

　子育て家庭のニーズを把握し、様々な情報提供や、相談等の支援を行う

  と同時に、地域の関係機関との連携や協働の体制づくりを行う事業です。

６科目・９時間
放課後児童クラブ

（補助員対象）

一時預かり事業

（保育士以外の保育従事者対象）

和歌山信愛女子短期大学「子育て支援員研修」では●基本研修と3つのコースの●専門研修を開始します。

分野 ●専門研修履修時間

3
地域子育て

支援コース
選択

地域子育て支援拠点事業

（専任職員）
６科目・６時間

●基本研修　８科目･８時間

（一定の条件を満たし必要書類を提出することで、受講及び効果測定を省略することができる。）

利用者支援事業・基本型

（専任職員対象）

９科目・

１８．５時間＋１日

基本研修受講後専門研

修受講へ

●基本研修 和歌山県内２会場で開催

定員 研　修　場　所

６月３０日 （土） 13:00 ～ 17:30

７月　１日 （日） 13:00 ～ 18:00

７月　７日 （土） 13:00 ～ 17:30

７月　８日 （日） 13:00 ～ 18:00

会　場　名選択記号

和歌山信愛女子短期大学会場

和歌山県情報交流センタービッグ・ユー会場

Ａ

Ｂ

100
和歌山信愛女子短期大学

(和歌山市相坂７０２番ー２）

100
和歌山県情報交流センタービッグ・ユー

（田辺市新庄町３３５３－９）

2日間

2日間

時　間日　程

選択番号 分野　及び　会　場　名　 定員 研　修　場　所

９月 1日 （土） 10:00 ～ 15:40

９月 ２日 （日） 10:00 ～ 16:10

９月 ８日 （土） 13:00 ～ 16:10

９月 ９日 （日） 10:00 ～ 17:50

９月 ２９日 （土） 10:00 ～ 16:20

９月３０日 （日） 10:00 ～ 16:50

　　１０月　　 ７日 （日） 10:00 ～ 15:10

    １０月    ２８日 （日） 10:00 ～ 16:50
和歌山信愛女子短期大学

(和歌山市相坂７０２番２）

    １１月 　１日 （木）

    １１月    　２日 （金）

④
地域子育て支援拠点事業

和歌山県那賀振興局会場
1日間 ９月 ４日 （火） 10:00 ～ 18:10 60 和歌山県那賀振興局（岩出市高塚209）

⑤
　地域子育て支援拠点事業

有田市文化福祉センター会場
1日間 ９月 ６日 （木） 10:00 ～ 18:10 60 有田市文化福祉センター（有田市箕島２７）

10:00 ～ 15:40

10:00 ～ 15:40

和歌山県内施設見学

10:00 ～ 16:10
和歌山信愛女子短期大学

(和歌山市相坂７０２番２）

2019年１月18日（金）

2019年１月25日（金）

2019年2月15日（金）

2019年1/28～2/8のうち
 １日を予定

地域子育て

支援コース
3

⑥ 利用者支援事業（基本型）　

共　通　科　目

一時預かり事業

③

和歌山信愛女子短期大学

(和歌山市相坂７０２番２）

●専門研修

15４８０分相当

地域保育

コース

1

コース名 日　程

①
放課後児童

コース

2

4日間

3日間

②

時　間

見学実習　全日予定

見学実習　全日予定

2日間

2日間上富田文化会館会場

和歌山信愛女子短期大学会場

3日間

100
上富田文化会館

（上富田町朝来７５８－１）

100
和歌山信愛女子短期大学

(和歌山市相坂７０２番２）

社会福祉法人アトム共同保育園

（泉南郡熊取町長池2-1）

和歌山信愛女子短期大学

(和歌山市相坂７０２番２）

20

ホームページに募集要項を掲載いたします。その他、和歌山県内市町村の子育て支援関係の窓口などで配布しております。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

申し込み手続き

６月１５日

必　　着

基本研修受講後

専門研修を

受　　　講

受講決定書郵送

基本研修を

受　　講＊

修了証書が

授与されます

各研修の

効果測定に

合　　格


