
       

 

 

 

1. 目  的 

 保育所等は、子どもの養護や教育はもとより、保護者に対する支援および地域の子育て家庭に対する支

援等の役割の発揮が求められています。 

 本研修は、保育所等において中心的立場にある主任保育士等が、果たすべき役割と責務を再確認し、

様々な課題に対し指導的役割を果たすために必要な実践能力の向上を図ることを目的とします。 

 本年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ZOOMを使用してのオンライン研修といたします。 
 

2. 主  催  社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 
 

3. 日  時      1日目    ６月３０日（水） 10：50～16：20 

          2日目   ７月２０日（火）  9：30～16：20 

          3日目   ８月２７日（金）  9：30～16：20 

             ＜全 3日間 詳細は別紙 1日程・内容のとおり＞ 

 

4. 実施方法  「Zoom」（Web会議アプリ）を使用したオンライン研修です。 

    原則、「Zoom」アプリをダウンロードしたマイク・カメラ機能付きのパソコンを 1名につき 

    1台ご用意ください。自施設にて受講いただきます。 

     ※オンライン研修の参加方法等については、別紙 2をご参照ください。 
 

5. 受講対象  県内児童福祉施設（保育所・園、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等）に勤務する 

        主任保育士・主幹保育教諭またはそれに準ずる者のうち、3日間とも受講できる者。 
 

6. 定  員  50人  ※定員を超えた場合、受付を締め切らせていただくことがございます。 

 

7. 参 加 費  3,000円／人  
 

8. 申込方法等 

 （１）別紙「受講申込書」に必要事項を記入し、6月18日（金）までにメール等にてお申込みくださ 

   い。申込書に記載された事項については、研修運営事務にのみ使用します。 

（２）受講の可否については、メールにてお知らせいたします。なお、6 月 23 日（水）を過ぎてもメ

ールが届かない場合には本会までお問い合わせください。 

（３）受講決定メール通知到着後は、すみやかに指定口座に受講料をお振込みください。なお、原則と

して受講決定後の辞退については資料の発送をもってかえさせていただきます。また、納入いただ

いた受講料は、主催者都合による場合を除き返還いたしませんので予めご了承ください。 
 

9. 個人情報の取扱い 

  受講申込書等本事業において本会が取得した個人情報は、個人情報保護法および本会個人情報保護 

 に関する基本方針、個人情報保護規程を遵守し、適正に取扱いいたします。 
 

10. 研修を延期する場合等について 

  地震等の自然災害の発生等の状況により研修を延期する場合の受講者への情報提供は、本会ホーム 

ページ上で行います。 https://www.f-shakyo.or.jp 

 

 11. 申込み・問合せ先 

  福井県社会福祉協議会 人材研修課  研修グループ 担当／西川 

  〒910-8516  福井市光陽 2-3-22   

 TEL 0776-21-2294／FAX 0776-24-4187／EMail:manp@f-shakyo.or.jp 
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■研修申込みから修了までの流れ■ 

日 程 内  容 

    6/18 申込締切 事業所→県社協 メール等でお申込みください。 

～6/23    受講決定のご案内 県社協→事業所 
申込締切後、受講者施設あて受講決定メールを送信し

ます。※必要な施設にのみ振込用紙を送付します。 

    6/25 事前動作確認 県社協→事業所 
13：30～16：30 

 ※詳細は後日メールにてお知らせします。 

各研修2日前 

資料送付 県社協→事務所 研修資料をメール送信または郵送します。 

URL送信 県社協→事務所 ZOOM入室のためのURLをメール送信します。 

6/30 

7/20 

8/27 

研修当日 受講者 
送信された URL・ミーティング ID・ﾊﾟｽｺｰﾄﾞから ZOOM の

ミーティングルームに入室し受講してください。 

各研修修了後 

1週間以内 
アンケート提出 受講者→県社協 

資料に印刷されたQRコードを読み取り、Webアンケートに

回答してください。 

 

  前期終了日から概ね 

   １か月以内 
県社協→事業所 

全3日間のWebアンケートを提出された方（事業所）に修了印シールを

お送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事前動作確認について】 

6月 25日（金）13時 30分～16時 30分に動作確認をいたします。 

詳細は事業所あてにメール送信いたします。 



 

 

 

  開催日                       時間・テーマ・講師 

第 1 日目 6 月 30 日(水) 

 10:30～10：50  10：50～11：05   11：05～12：30   13：20～14：45    14：55～16：20 

 

ミーティング 

 ルーム入室 

 （受付） 

   オリエン 

   テーション 

  本県の保育動向  主任保育士の役割と責務 
   保育所における 

感染症対策 

  福井県子ども家庭課 

   幼保支援グループ 

  主任  小泉 憲夫 氏 

 仁愛女子短期大学  

非常勤講師 

   玉 節子 氏 

二州健康福祉センター 
 

二州保健所長 

疫学調査／感染対策チーム 

第 2 日目 

 

7 月 20 日(火) 

 

9：00～9：20 9：20～9：30    9：30～10：55    11：05～12：30   13：20～14：45    14：55～16：20 

 ミーティング 

  ルーム入室 

  （受付） 

 オリエン 

 テーション 

 保育の自己評価と 

  第三者評価 
 子ども家庭支援論 

 地域の子育て支援と 

  保護者支援① 

地域の子育て支援と 

  保護者支援② 

 仁愛女子短期大学  

 教授 松川 恵子 氏 

 仁愛女子短期大学 

 講師 小川 智枝 氏 

         福井医療大学  

       講師 青井 利哉 氏 

第 3 日目 8 月 27 日(金) 

9：00～9：20 9：20～9：30    9：30～10：55    11：05～12：30    13：20～14：45     14：55～16：20 

 ミーティング 

 ルーム入室 

 （受付） 

 オリエン 

 テーション 

リスクマネジメント①  

～事故防止と安全対策～         

 リスクマネジメント② 

～自然災害への備えと 

   被災時対応～ 

 全体的計画の編成と 

   保育内容① 

 全体的計画の編成と 

   保育内容② 

保育の安全教育・ 

研究センター 

 

心理学博士 

掛札 逸美 氏 

 

福井市役所 子育て支援課 

参事 橋本 登茂江 氏 

 

福井大学医学部 看護学科 

災害看護学  

教授 酒井 明子 氏 

 仁愛女子短期大学 

  非常勤講師 

  江端 佳代 氏 

 仁愛大学 特任講師 

  森尾 恵里 氏 

令和 3 年度 保育士スキルアップ研修 主任保育士研修（前期）日程  Zoom によるオンライン研修 別 紙 1 



オンライン研修の参加方法 ～ 
 

 令和 3 年度の主任保育士研修は、オンライン（Zoom ミーティング）で開催しますので、以下をご確認の上、お申込

みください。 

 オンライン研修に参加いただくにあたり、事前に準備いただきたい事項、使用機器等についてご案内いたします。  

 

■使用機器の確認（動作環境） 

①パソコン 

  原則、パソコンは 1 名につき 1 台ご用意ください。自施設にて受講いただきます。 

 

②web カメラ 

  パソコン等に内蔵されているもの、または USB 等で接続する外付けのものをご準備ください。 

  本研修（Zoom ミーティング）では、受講者側のカメラを常にオンにした状態で受講いただきます。 
 

 ③マイク付きヘッドセット 

  音声（スピーカー）は、パソコン等に内蔵されているものでお聞きいただけますが、マイク付きのヘッドセットの   

使用を推奨します。（マイク付きのイヤホンでも可）  

 

 

 

 

■「ZOOM」アプリのダウンロード 

 事前に使用予定の機器に「Zoom」アプリをインストール／ダウンロードしてください。インストール／ダウンロードは無料で

す。なお、研修に参加するだけであれば Zoom アカウントの取得（サインアップ）は不要です。  
 

＊「Zoom」のダウンロード／インストールはこちら https://zoom.us/download 

 （Zoom ダウンロードセンターより 「ミーティング用 Zoom クライアント」をダウンロードしてください。）      
 

■「Zoom」の接続に関して  

 長時間にわたり映像・音声を視聴いただくため、安定した通信状況下でご参加ください。自施設において有 

線 LAN でインターネット接続されたパソコンでのご参加を推奨します。  

 

＊Zoom 使用のシステム要件はこちら  

   https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697 （Zoom ヘルプセンター）  

 

■受講環境 

  講師の声が聞き取りやすい環境、グループワークなどで声を出せる環境をご準備ください。 

 

■事前接続テストについて  

6/25（金）に接続テストを行います。研修日に使用する端末・インターネット環境をご準備ください。 

詳細はメールにてお知らせします。 

 
■その他 

 講義の録音・録画、写真撮影等はすべて禁止いたします。  

 

■事務局・問合せ先 
  福井県社会福祉協議会 人材研修課  研修グループ 担当／西川 

 〒910-8516  福井市光陽 2-3-22   
 TEL 0776-21-2294／FAX 0776-24-4187／Eｍail manp@f-shakyo.or.jp 

マイク付きヘッドセット ウエブカメラ 

※パソコンに内蔵されていない場合 

パソコン 

<使用備品（例）> 

別 紙 2 

https://zoom.us/download

