
令和３年度保育士等キャリアアップ研修（オンライン） 
  【分野⑤：保健衛生・安全対策】日程表 

 
１ 目 的  

保健衛生に関する理解を深め、適切に保健計画の作成と活用ができる力を養うこと。安全

対策に関する理解を深め、適切な対策を講じることができる力を養うこと。他の保育士等に

保健衛生・安全対策に関する適切な助言および指導ができるよう、実践的な能力を身に付け

ることを目的としています。 

 

２ 研修日および会場 

【研修日】 

 

    第 1 期中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

【実施方法等】 Zoom を使用してのオンライン研修となります。 

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 

原則 1 名につき 1 台ご用意いただき、自施設で受講ください。 

 

 

 

 

 

 

第２期 研修日 受付時間 研修時間 

１日目 令和３年 ８月 19 日（木） 8:50～  09:20～13:00 

２日目 令和３年 ８月 26 日（木） ９:00～  ９:30～13:00 

３日目 令和３年 ９月 16 日（木） ９:00～  ９:30～13:00 

４日目 令和３年 10 月 ７日（木） 13:00～  13:30～17:00 

５日目 令和３年 10 月 13 日（水） 13:00～  13:30～17:00 

第３期 研修日 受付時間 研修時間 

１日目 令和３年 11 月 17 日（水） 12:50～  13:20～17:00 

2 日目 令和３年 11 月 18 日（木） ９:00～  ９:30～17:00 

２日目 令和３年 11 月 24 日（水） ９:00～  ９:30～13:00 

３日目 令和３年 12 月 １日（水） ９:00～  ９:30～13:00 



3 研修日程等詳細   

《第２期》 

【１日目】 令和３年８月 19 日（木）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

8:50～9:20 受付   

9:20～9:40 オリエンテーション 

9:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第１章 

保健計画の作成と活用 

＊子どもの発育・発達の理解と保

健計画の作成 

＊保健活動の記録と評価 

田中 いづみ氏 えばたこども園 

理事長 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡  

 

【２日目】 令和３年８月 26 日（木）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

9:00～9:30 受付   

9:30～9:４0 オリエンテーション 

9:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第２章 

事故防止および健康安全管理 

＊事故防止及び健康安全管理に関

する組織的取組み 

＊体調不良が発生した場合の対応 

＊救急処置および心肺蘇生法の習得 

＊災害への備えと危機管理 

＊他職種との連携 

川端 起代美氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【３日目】 令和３年９月 16 日（木）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

9:00～9:30 受付   

9:30～9:４0 オリエンテーション 

9:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第５章 

教育・保育施設等における事故

防止及び事故発生時の対応の

ためのガイドライン 

＊教育・保育施設等における事故

防止ガイドライン 

＊安全な環境づくりと安全の確認

方法 

川端 起代美氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【４日目】 令和３年 10 月７日（木）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

13:00～13:30 受付   

13:30～13:４0 オリエンテーション 

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第３章 

保育所における感染症対策ガ

イドライン 

＊保育所における感染症対策ガイ

ドラインの理解 

＊保育所における感染症の対策と

登園時の対応 

平田 善章氏 やしろファミリー 

クリニック 院長 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 



 

【５日目】 令和３年 10 月 13 日（水）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

13:00～13:30 受付   

13:30～13:40 オリエンテーション 

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第４章 

血液を介して感染する病気を

防止するための理解と実践 

＊血液を介して感染する病気およ

びその防止 

＊Ｂ型肝炎の理解と感染防止 

冨士根 明雄氏 福井県 

子ども療育センター 

医長 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

 

 

 

《第３期》 

【１日目】 令和３年 11 月 17 日（水）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

12:50～13:20 受付   

13:20～13:40 オリエンテーション 

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第１章 

保健計画の作成と活用 

＊子どもの発育・発達の理解と保

健計画の作成 

＊保健活動の記録と評価 

田中 いづみ氏 えばたこども園 

理事長 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡  

 

 

 

【２日目】 令和３年 11 月 18 日（木）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

9:00～9:30 受付   

9:30～9:４0 オリエンテーション 

9:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第３章 

保育所における感染症対策ガ

イドライン 

＊保育所における感染症対策ガイ

ドラインの理解 

＊保育所における感染症の対策と

登園時の対応 

石原 靖紀氏 福井愛育病院  

副院長 

12:50～13:40 昼食・休憩  

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第４章 

血液を介して感染する病気を

防止するための理解と実践 

＊血液を介して感染する病気およ

びその防止 

＊Ｂ型肝炎の理解と感染防止 

増田 淳司氏 福井愛育病院 

小児科部長 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡  

 

 

 

 

 



 

 

【３日目】 令和３年 11 月 24 日（水）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

9:00～9:30 受付   

9:30～9:４0 オリエンテーション 

9:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第２章 

事故防止および健康安全管理 

＊事故防止及び健康安全管理に関

する組織的取組み 

＊体調不良が発生した場合の対応 

＊救急処置および心肺蘇生法の習得 

＊災害への備えと危機管理 

＊他職種との連携 

川端 起代美氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

 

 

【４日目】 令和３年 12 月 １日（水）  

時間 スケジュール 内容 講 師 

9:00～9:30 受付   

9:30～9:４0 オリエンテーション 

9:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第５章 

教育・保育施設等における事故

防止及び事故発生時の対応の

ためのガイドライン 

＊教育・保育施設等における事故

防止ガイドライン 

＊安全な環境づくりと安全の確認

方法 

川端 起代美氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

 

４ 申込期限※申込期限必着 

 《第２期》 令和３年 ７月 16 日（金）締切 

《第３期》 令和３年 10 月 ６日（水）締切  


