公益社団法人兵庫県保育協会・保育士等キャリアアップ研修事業

2020 年度『主任保育士研修会』開催要綱

1．目
的
高い専門性を維持しながら、幅広く業務に携わり、施設を統括できる主任保育士を目
指す。施設内外における保育責任者の役割を果たし、リーダーシップを発揮できるよ
う学びを深める。
2．内

容

研修分野：マネジメント
内

容：①マネジメントの理解、②リーダーシップ、③組織目標の設定、④人材育成、

⑤働きやすい環境づくり

3．主

催

公益社団法人兵庫県保育協会

4．開催日時 2021 年 1 月 20 日（水）10 時 00 分～16 時 15 分頃
5．対

象

・副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダー
・そのほか参加を希望する方

6．本 会 場

兵庫県福祉センター 1F 多目的ホール
神戸市中央区坂口通 2-1-1／TEL：078-242-4623

7．参 加 費

本会会員：3,000 円、非会員：5,000 円

等
本会場の定員は 78 名
2 名掛けの机を増やし、
定員数を増やしていま
す。（兵庫県の 11/30 ま
での「イベント開催制限
の考え方について」に基
づく）

※参加費は事前に振り込みをお願いします。
※当日のキャンセルは返金できません。参加費の請求書と資料を送ります。

8．サテライト会場について
コロナ禍により参加者数の制限や、移動の感染リスクがあることから、上記の本会場
以外に県内の各地域に「サテライト会場」を設置します。
このサテライト会場には本会場の研修映像等を生中継し、本会場と同じように研修を
受講できるようにしています。参加対象は、兵庫県保育協会会員施設に所属する職員
のみを対象といたします。なお、会員施設の職員が参加する場合においても、所属す
る地区内にあるサテライト会場のみ、申し込みを有効といたします。
（例）阪神地区の会員が東播磨地区のサテライト会場への申し込みはできません。
①サテライト会場の詳細や場所は別紙一覧をご覧ください。
②サテライト会場の参加申込は「研修サイト」による WEB 申し込みに限定します。
（FAX 受付はありません。）
③サテライト会場は定員になり次第、募集を締め切ります。
④サテライト会場に申し込みした際の参加費は事前に振り込みいただきます。

9．申 込 み 申込開始日を 12 月 23 日（水）13 時といたします（ＷＥＢ／ＦＡＸ共通）
方法①：WEB（研修サイト）からの申込【本会場の定員：58 名】
兵庫県保育協会の研修サイトから登録して申し込みください。
研修サイトは右記の QR コードもしくは下記の URL からご確
認ください。http://hyogo-hoiku-kyokai.jp
※一度ウェブで登録をすると、今後の生年月日等の入力は不要
です。
方法②：ファクシミリでの申込【本会場の定員：20 名】
別紙の参加申込書に必要事項を記入し、1 月 8 日までに FAX で申し込み
ください。申込開始日前に到着分は無効です。
10．プログラム
時 間

内

9：30～

受付開始

10：00～

開会

10：00
～
16：00
～16：15

テーマ：『

容

主任保育士としての役割と責任
～仲間との共育ち、共育て～

※12：00～13：00 は昼食休憩
解散

11．講師のご紹介

北野

』

久美（きたの

くみ）先生

社会福祉法人愛育会 あけぼの愛育保育園 園長
北九州市保育士会 会長（北九州市保育所連盟 副会長）
全国保育士会 副会長

新型コロナウイルスの
感染拡大の状況によっ
て、講師は本会場に来場
しない場合（本会場もオ
ンライン受信する場合）
があります。

北九州市生まれ。
「あけぼの保育園」に保育士として就職し、30 歳で主任保育士と
なり、その後園長へ。
2007 年には北九州市保育士会の会長を務め、各地で講演活動を行いながら、北九州市
保育士会で、保育者や保育士を志す学生に向けて「自我の芽生えとかみつき」を編著、
DVD「輝く命」なども制作。現在、待機児解消のため 5 年前に新設した「あけぼの愛育
保育園」の園長。

12．そ の 他

天災等で研修会の開催が危ぶまれる場合や、変更があるような場合は、所
属施設をとおしてご連絡しますが、本協会のよい子ネットでも情報を発信
します。左記の QR コードもしくは下記の URL でご確認ください。
http://hyogo.yoiko-net.jp/yoikonet/user/hokyo/blog/showDetail.do

本紙は本会場の申込の場合のみ有効

（1 月 20 日）主任保育士研修会 FAX 申込書
施設名
所在地

FAX 番号

市町名

↓非会員の場合は住所と連絡先もご記入ください↓
TEL

（ご担当：

）

〒
住所
連絡先
メール

参加者
氏

保育士番号／生年月日

名

ふりがな：

職名

‐
S
H

ふりがな：

年

月

日生まれ

月

日生まれ

‐
S
H

年

※記入漏れの無いようにお願いします。（保育士番号は有資格者のみご記入ください。）
記入漏れがあると、受講証等の発行ができない可能性があります。ご留意ください。
※定員に満たない限り、申込に対する参加受理の連絡はいたしません。
※キャンセル等はわかり次第、必ずご連絡いただきますようお願いします。
（当日のキャンセルはできません。後日参加費の請求書を発行いたします。）
備考

※申込みは 12 月 23 日の午後 13 時から受付を開始します。
いちさんきゅうきゅう

兵庫県保育協会行（FAX：078-242- 1 3 9 9 ）

1 月 8 日必着

別紙：サテライト会場のご案内と会場一覧

会員の皆様
キャリアアップ研修の開催に伴うサテライト会場の設置について
本協会の研修会を開催するにあたり、コロナ禍の影響によって受講者数の制限
や、移動による感染リスクがあることから、研修会の受け入れが難しい状況があ
りました。こういった状況を解消するために、従来の研修会場以外（本会場）の
選択肢として、県内の各地域に「サテライト会場」を設置し、研修の参加を希望
する方が地元で受講できることで、感染のリスクを減らし、公平性をもって受講
できることを目指します。
サテライト会場の受講にあたっての詳細や、お願いごとをまとめましたので、受
講を希望される方は必ずお目通しください。
1．Ｑ＆Ａ
質問

回答

申し込みの対象は？

兵庫県保育協会会員園の職員の方に限定していま
す。

申し込みのできる会場
は？

所属する地区内のサテライト会場のみです。
（例）阪神地区の会員が東播磨地区のサテライト
会場への申し込みはできません。

申し込みの方法は？

ＷＥＢ申込（研修サイト）のみに限定します。
サテライト会場ごとの開催案内を掲載しています
ので、そこから申し込んでください

1 つの研修につき、あら
ゆる会場に申し込みで
きるのか？

一人につき、1 か所までの申し込みとさせていた
だきます。
（例）本会場とサテライト会場など、複数の申し
込みはできません。

参加費の支払いは？

申込完了通知がご本人のメールに届きますので、
通知を受けてから振込をお願いします。
振込用紙は研修会の案内（郵送物）に同封してい
る用紙を使用してください。
※申し込みは先着順ですので、定員が埋まった場
合はキャンセル待ちのメールが届きます。この状
態では受付はできていませんので、振り込みはし
ないようにしてください。

一部受講証明書の受け
取り方法は？

全ての研修が完了しましたら、研修サイトから一
部受講証明書がダウンロードできるようになりま
す。

当日に間違った会場に
向かってしまった。そ

申込の誤りや会場の間違いは、自己責任として取
り扱いますので、研修サイトで申し込みした会場

の会場での受講は認め

以外での受講は認めません。

られるか？

なお、遅刻や早退した場合も受講を認めません。

http://hyogo-hoikukyokai.jp

2．申し込みから研修完了までの流れ

研修サイト

申し込みしたい場所

各サテライト会場に申し込み

申し込み完了通知

参加費の振込

本会場に申し込み

キャンセル待ち通知

キャンセル待ち通知

申し込んだ会場で空きが出た場合、繰り上り参
加が可能になることがあります。
その場合はご本人にメールの送信があります。

受講券発行：確定
※サテライト会場では名前で受付します（QR コード不要）

研修会当日

一部受講証明書の取得
※事務局で参加者の受講結果を確認次第、発行します
※メールで通知後、研修サイトからダウンロードが可能です

申し込み完了通知

参加費の振込

3．お願いごと
① 配信の不具合等により、受講ができなかった場合の同意について
リモート研修はオンラインによる通信のため、機材等の不具合等で映像が見え
ない可能性もあります。そのような状況が長時間続く場合は、キャリアアップ
研修として受講が認められない場合があります。（その際は大変申し訳ありま
せんが、返金もできかねますので、ご容赦ください。）サテライト会場ではこ
のような状況が起こり得ることもご理解いただいたうえで、申し込みをいただ
きますようお願いします。
② サテライト会場の最少催行人数について
サテライト会場の最少催行人数は 5 名とさせていただきます。申込状況が 4 名
以下であった場合、サテライト会場の運営の都合上、中止とさせていただくこ
とがあります。
③ 新型コロナウイルス感染症対策のご協力について
サテライト会場においても、各自感染症対策をお願いします。マスクの着用や、
手指の消毒を行ってください。
当日は会場ならではの注意事項もありますので、サテライト会場内の司会者等
の指示に従ってください。
なお、発熱等があった場合は、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改
善傾向であることを確認してください。
④ 当日のキャンセルについて
当日に体調不良などの自己都合で欠席する際は、兵庫県保育協会までご連絡く
ださい。研修会場となる会館や保育園などには電話をしないようにしてくださ
い。なお、自己都合による欠席の場合、参加費は返金できません。

兵庫県保育協会連絡先：078-242-4623
※施設名、お名前、サテライト会場名をお申し出ください。

4．研修会場一覧（本会場とサテライト会場）
○次の会場は 1 月 20 日（主任保育士研修会）の会場として設置します。
○なお、下記のサテライト会場で新たな会場が追加される場合があります。決ま
り次第、研修サイトにてアップしますので、ご確認ください。
※サテライト会場に参加される場合も、マスク着用をお願いします。
※サテライト会場が保育園の場合、通常の保育業務を行っていますので、研修会
場に関係のない部屋への立ち入りなどはご遠慮ください。
地区

支部

本会場

会場名（住所）

兵庫県福祉センター 多目的ホール
（神戸市中央区坂口通 2-1-1）

受入数

78 名

星児園 七夕 コミュニティホール
阪
神

猪名川

（川辺郡猪名川町伏見台 1-1-70）
【留意事項】
アクセス：車の場合、近隣の有料パーキングを利用。
徒歩の場合、能勢電鉄・日生中央駅で下車。
弁当の持込：可（駅前にコンビニあり）
近隣の飲食場所：あり

10 名

かすがこども園 遊戯室

西脇

（西脇市高田井町 781）
【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。
※園の西側の「子育て広場」に駐車。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：あり
その他：上履きを持参してください。保育中につき会場とトイレ
以外の移動は✕。

30 名

多聞こども園 遊戯室
東
播
磨

加西

（加西市尾崎町 285）
【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：あり

10 名

あけぼの認定こども園 遊戯室

三木

（三木市志染町井上684）
【留意事項】
アクセス：車の場合、駐車場あり。
※送迎の保護者の車の妨げにならないよう9時20分以降に来
園してください。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：あり

10 名

地区

支部

会場名（住所）

受入数

あさかこども園 園内ホール
（多可郡多可町中区安坂495）
多可

【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。

20名

弁当の持込：可（駅前にコンビニあり）
近隣の飲食場所：なし

東
播
磨

東古瀬こども園 遊戯室
加東

（加東市東古瀬 634-2）
【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：あり

15 名

母里保育園 こもれびホール
東播磨

（加古郡稲美町野寺 95-5）
【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：あり（少ないです）

20 名

城崎こども園

豊岡

（豊岡市城崎町湯島 802-1）
【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。
※駐車場は園から離れています。（城崎中学校と鴻の湯の間）
徒歩の場合、JR・城崎温泉駅で下車。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：あり

10 名

たいようこども園 乳児センター プレールーム
但
馬

養父

（養父市八鹿町朝倉 1261-1）
【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：あり
その他：園内は保育中なので、会場以外の移動は×。

20 名

朝来市山東生涯学習センター 第一研修室
朝来

（朝来市山東町楽音寺 95 番地 朝来市役所山東支所 2F）
【留意事項】
アクセス：車の場合、会場に駐車場あり。
弁当の持込：可
近隣の飲食場所：なし

15 名

