
 

1 
 

令和元年度「放課後児童支援員認定資格研修」開催要綱 
１．目的 

「放課後児童支援員認定資格研修」は、放課後児童支援員としての役割及び育成支援の

内容などの共通の理解を得るため、職務を遂行するうえで必要最低限の知識および技能

の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として

います。そのため三重県では、全国共通の研修制度を開催し、「放課後児童支援員」を養

成することを目的とした研修を開催いたします。 

 

２．主催   

三重県 ※委託先：学校法人大橋学園ユマニテク短期大学 

 

３．受講対象者 

放課後児童クラブに従事している方、及び従事を希望する方 

 

４．会場及び定員（別紙①）   

会場 定員 所在地 

四日市会場 150名 ユマニテク短期大学：四日市市南浜田町 4-21 

津会場 150名 三重県教育文化会館：津市桜橋 2-142 

松阪会場 100名 松阪商工会議所：松阪市若葉町 161－2  

 

５．研修日程（別紙②） 

 四日市会場 津会場 松阪会場 

第 1回目  9月 14日（土） 10月 6日（日）  9月 28日（土） 

第 2回目 10月 13日（日） 10月 26日（土） 10月 12日（土） 

第 3回目 11月 3日（日） 11月 16日（土） 11月 2日（土） 

第 4回目 11月 17日（日） 12月 7日（土） 11月 30日（土） 

予備日 11月 24日（日） 12月 8日（日） 12月 1日（日） 
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第１回目のスケジュール         第２回目以降のスケジュール 

9：00 ～ 9：30 ・・・受付  9：00 ～ 9：30 ・・・受付  

9：30 ～ 9：45 ・・・オリエンテーション 9：30 ～ 11：00 ・・・1 限目 

9：45 ～ 11：15 ・・・1 限目 11：10 ～ 12：40 ・・・2 限目 

11：25 ～ 12：55 ・・・2 限目 12：40 ～ 13：25 ・・・昼休憩  

12：55 ～13：40 ・・・昼休憩 13：25 ～ 14：55 ・・・3 限目 

13：40 ～ 15：10 ・・・3 限目 15：05 ～ 16：35 ・・・4 限目 

15：20 ～ 16：50 ・・・4 限目 16：35 ～ 17：00 リフレクションシート（事務連絡） 

16：50～ 17：00 （事務連絡）   

※研修は 16科目 24時間（1回につき 4科目×1.5時間＝6時間） 

※詳細なカリキュラムは別紙②記載のとおりとなります。 

※「受講免除届」を提出された方は該当科目の出席は不要となります。 

研修終了後は帰宅していただいても大丈夫です。 

その日の提出物はお帰りの際、受付にご提出ください。 

 

６．受講者の本人確認について 

各会場の研修日初日(第１回目)の受付で、受講票と公的機関発行の証明書等（住民票、

健康保険証、運転免許証、パスポート)の写しをご提出していただき本人確認をさせてい

ただきます。 

 

７．受講科目の免除（別紙③） 

以下に掲げる資格をお持ちの方は、希望により一部研修科目の免除が可能となります。 

一部研修科目の免除を希望される場合、「受講免除届」（別紙③）に必要事項をご記入い

ただき各会場の研修日初日(第 1回目)の受付で、ご提出ください。 

 

※既に当該資格の免許証等の写しを三重県に提出されている方 

→「受講免除届」（別紙③）だけ提出 

※当該資格の免許証等の写しを三重県へ提出されていない方 

→「受講免除届」（別紙③）と当該資格の免許証等の写しを添付して提出 
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資格取得状況 
免除科目 

項目科目 科目名 

保育士の資格を有する場合 

２－④ 子どもの発達理解 

２－⑤ 児童期（６歳～12歳）の生活と発達 

２－⑥ 障害のある子どもの理解 

２－⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解 

社会福祉士の資格を有する場
合 

２－⑥ 障害のある子どもの理解 

２－⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解 

教育職員免許法第 4 条に規定
する免許状を有する場合 

２－④ 子どもの発達理解 

２－⑤ 児童期（６歳～12歳）の生活と発達 
 

８．受講料 

無料 ※会場までの交通費等は自己負担となります。 

 

９．教材(テキスト) 

『放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材(中央法規出版) 』 

テキスト代金：1,080円(税込) 

※テキストは各会場の研修日初日(第 1回目)までにご準備ください。 

※既にテキストをお持ちの方は、改めて購入する必要はありません。 

 

１０．修了証書等の交付 

 認定資格研修の全科目を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識及び技能を習

得したと認められた方に修了証「放課後児童支援員認定資格研修修了証」を交付します。 

（全国の自治体において効力を有するものですが、国家資格ではありません） 

修了認定された受講者には後日「修了証書」を郵送させていただきます。 

《購入方法》以下の方法で購入できます。 

① 事前に購入する場合→別紙「購入申込書」を使用して、「丸善」で購入 

② 当日購入する場合→各会場の初日(第 1回目)の受付前に丸善で購入 

（おつりの無いように代金のご準備をお願いします。） 
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※欠席、遅刻、途中退席等があった場合には、修了証を発行できませんので、あらかじ
めご了承ください。 

 

１１．研修の中止等について 

原則として研修当日に研修会場がある市町において、特別警報、暴風警報、暴風雪警報、

大雪警報が発令された場合は下記のとおり休講とします。 

また講師が病気等の理由により、研修を中止する場合は、別途連絡します。 

※午前６時までに解除されない場合は、その日の研修は休講とします。 

※事前に警報の発令が予想される場合、研修中に発令された場合は、状況によって判断

します。 

※休講に関する情報はユマニテク短期大学ホームページに掲載します。 

※休講時の講習については別途日程を設定し、ご案内させていただきます。 

 

 

 

１２．研修辞退(キャンセル) について 

やむを得ない事情により、研修をキャンセル(辞退)する場合は、研修日までにユマニテク 

短期大学までご連絡ください。 

 

 

 

１３．研修の欠席について 

やむを得ない理由により研修を欠席する場合、「欠席届」をご提出ください。 

「欠席届」はオリエンテーション時に配布させていただきます。 

「欠席届」の提出があった受講者の方には、後日参加可能な会場を案内しますが、会場の

収容人員により、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。 

●事前に欠席がわかる場合    

→研修日までに FAXまたはメール、会場にて直接ご提出ください。 

●当日欠席の場合（急な病気等） 
→研修実施日の２日後（水曜日）までに FAXまたはメールご提出ください。 
 

緊急時の連絡先電話番号：080-3676-5144 

研修をキャンセル(辞退)の際の連絡先 
ユマニテク短期大学（月～金 9時～17時まで）TEL:059-356-8170 
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「１１．研修の中止等について」に該当する場合は欠席の連絡は不要です。 

※やむを得ない理由により一部の研修を欠席された場合について 
放課後児童支援員認定資格研修は、原則として一連の研修カリキュラム（全 16 科目）

を１年の間に履修いただきますが、やむを得ない理由で一部の科目について履修できな
い場合、研修終了時に「一部科目修了証」の発行手続き等を行います。なお、「一部科目
修了証」の有効期間はおおむね 1年間とします。 
 

14．障害のある受講者の方へ 

障害があり、研修上特別な配慮を必要とされる方のために事前相談を行い特別措置等
について協議いたしますので、ユマニテク短期大学（電話：059-356-8170）までご相談
ください。なお、相談の内容によっては対応に時間を要することもありますので、相談を
希望される方は、早い時期に申し出てください。 
 

１5．個人情報の取り扱い 

受講申込書に記載された個人情報については、適正な管理を行い、本事業の運営以外の
目的に使用することはありません。なお、受講申込書、公的書類、資格証の写しは返却し
ませんので、あらかじめご了承ください。 
※記載された個人情報等は、研修事業の実施主体である三重県子ども・福祉部少子化対

策課と受託者である学校法人大橋学園ユマニテク短期大学にて共有させていただきます。 
 

１6．その他（持ち物等） 

＊研修は、申込者本人のみとなっております。代理受講はできません。 

＊研修当日は、受付時間内に「受講票」を提示して受付を済ませてください。 

＊「受講票」、テキストは毎回必ず持参してください。 

＊筆記用具や時計等の受講するにあたって必要なものは各自でご準備ください。 

＊研修中の録音・録画および写真撮影はご遠慮ください。 

＊研修中は携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定し、通話はご遠慮く 

ださい。 

＊昼食は各自ご用意お願いします。昼食は決められた場所をご利用いただき、ゴミはお持 

ち帰りください。 

＊貴重品は各自の責任において管理してください。万が一盗難その他の事故がありまし 

ても、責任を負いかねます。 
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四日市会場で受講される方 

＊ユマニテク短期大学の構内は全館禁煙となります。 

ご理解とご協力をお願いします。 

＊構内に駐車場がございません。公共交通機関をご利用いただくか最寄りの 

有料駐車場をご利用ください。 

＊4回目 11月 17日(日)科目⑭は体育館を使用します。 

体育館シューズ（靴下）をご準備ください。 

 

 

１7．お問い合わせ先 

学校法人大橋学園 ユマニテク短期大学 子育て支援員研修係 

〒510-0066 四日市市南浜田町 4-21  

Tel ：059-356-8170 （月～金 9：00～17：00） 

Fax：059-356-0036 

メール：itaku@jc-humanitec.ac.jp 

 

mailto:itaku@jc-humanitec.ac.jp


別紙① 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

近鉄四日市駅南改札口より徒歩8分 
JR四日市駅より徒歩20分 
＜駐車場＞構内に駐車場はございません。
近隣のコインパーキングをご利用ください。 
 
〒510-0066  
三重県四日市市南浜田町4-21  
TEL (059)356-8170  
HP: http://www.jc-humanitec.ac.jp/ 

近鉄・JR津駅より徒歩7分 
＜駐車場＞ 三重県教育文化会館約100台 
近隣のコインパーキングをご利用ください 
〒514-0003  
三重県津市桜橋2-142 
一般財団法人 三重県教育文化会館 
HP: http://www.mie-kyobun.or.jp 
 

Googleマップより 

津会場：三重県教育文化会館 

松阪会場：松阪商工会議所 

四日市会場：ユマニテク短期大学 

近鉄・JR松阪駅より徒歩20分、タクシー10分 
＜駐車場＞90台完備 または、隣接する三
重県松阪庁舎の駐車場をご利用ください 
〒515-0014 
三重県松阪市若葉町161-2 
松阪商工会議所  
HP: http://www.m-cci.or.jp/ 

Googleマップより 

http://www.mie-kyobun.or.jp/


別紙② 

令和元年度 放課後児童支援員認定研修日程 四日市会場 
1回目9月14日(土) 

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～9：45 オリエンテーション  
9：45～11：15 1-①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 三重県 
11：15～11：25 休憩  
11：25～12：55 1-②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 森本信也 
12：55～13：40 昼食休憩  
13：40～15：10 4-⑫学校・地域との連携  伊藤喬治 
15：10～15：20 休憩  
15：20～16：50 2-④子どもの発達理解 鈴木壽眞子 
16：50～17：00 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

 
2回目10月13日(日) 

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～11：00 3-⑨子どもの遊びの理解と支援  田村禎章 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 3-⑩障害のある子どもの育成支援 伊藤喬治 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 2-⑥障害のある子どもの理解 鈴木壽眞子 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 2-⑦特に配慮を必要とする子どもの理解 鈴木壽眞子 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

 
3回目11月3日(日) 

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～11：00 3-⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援 田中嘉久 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 1-③子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ 松岡典子 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 4-⑪保護者との連携・協力と相談支援 秋山則子 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 2-⑤児童期（6歳～12歳）の生活と発達  渡邊明宏 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

4回目 11月 17日(日) 
時間 内容 講師 

9：00～ 受付  
9：30～11：00 5-⑬子どもの生活面における対応 井手裕子 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 6-⑮放課後児童支援員の仕事内容 伊東晴美 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 5-⑭安全対策・緊急時対応 冨内直美 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 6-⑯放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守 山本典子 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

 



別紙② 

令和元年度 放課後児童支援員認定研修日程 津会場 
1回目10月6日(日)  

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～9：45 オリエンテーション  
9：45～11：15 1-①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 三重県 
11：15～11：25 休憩  
11：25～12：55 1-②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 水野潤子 
12：55～13：40 昼食休憩  
13：40～15：10 4-⑫学校・地域との連携  鈴木壽眞子 
15：10～15：20 休憩  
15：20～16：50 2-④子どもの発達理解 鈴木壽眞子 
16：50～17：00 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

 
2回目10月26日(土)  

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～11：00 3-⑨子どもの遊びの理解と支援 田村禎章 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 3-⑩障害のある子どもの育成支援 伊藤喬治 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 2-⑥障害のある子どもの理解 鈴木壽眞子 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 2-⑦特に配慮を必要とする子どもの理解 鈴木壽眞子 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

  
3回目11月16日(土)  

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～11：00 3-⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援 田中嘉久  
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 1-③子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ 鈴木聡 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 4-⑪保護者との連携・協力と相談支援 秋山則子 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 2-⑤児童期（6歳～12歳）の生活と発達  渡邊明宏 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

4回目 12月 7日(土)  
時間 内容 講師 

9：00～ 受付  
9：30～11：00 5-⑬子どもの生活面における対応 井手裕子 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 6-⑮放課後児童支援員の仕事内容 伊東晴美 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 5-⑭安全対策・緊急時対応 冨内直美 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 6-⑯放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守 山本典子 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

 



別紙② 

令和元年度 放課後児童支援員認定研修日程 松阪会場 
1回目9月28日(土) 

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～9：45 オリエンテーション  
9：45～11：15 1-①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 三重県 
11：15～11：25 休憩  
11：25～12：55 1-②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 水野潤子 
12：55～13：40 昼食休憩  
13：40～15：10 4-⑫学校・地域との連携 鈴木壽眞子 
15：10～15：20 休憩  
15：20～16：50 2-④子どもの発達理解 鈴木壽眞子 
16：50～17：00 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

 
2回目10月12日(土) 

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～11：00 3-⑨子どもの遊びの理解と支援 田村禎章 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 3-⑩障害のある子どもの育成支援 伊藤喬治 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 2-⑥障害のある子どもの理解 鈴木壽眞子 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 2-⑦特に配慮を必要とする子どもの理解 鈴木壽眞子 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

  
3回目11月2日(土) 

時間 内容 講師 
9：00～ 受付  
9：30～11：00 3-⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援 田中嘉久 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 1-③子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ 松岡典子 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 4-⑪保護者との連携・協力と相談支援 秋山則子 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 2-⑤児童期（6歳～12歳）の生活と発達 渡邊明宏 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

4回目 11月 30日(土) 
時間 内容 講師 

9：00～ 受付  
9：30～11：00 5-⑬子どもの生活面における対応 井手裕子 
11：00～11：10 休憩  
11：10～12：40 6-⑮放課後児童支援員の仕事内容 伊東晴美 
12：40～13：25 昼食休憩  
13：25～14：55 5-⑭安全対策・緊急時対応 冨内直美 
14：55～15：05 休憩  
15：05～16：35 6-⑯放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守 山本典子 
16：35～16：55 リフレクションシート・課題記入・事務連絡  

 



別紙③ 

令和元年度「放課後児童支援員認定資格研修」受講免除届 

受講免除を希望される方は「受講免除届」を研修初日の受付で提出ください。 

受講免除を希望されない方は「受講免除届」の提出は不要です。 

受講会場 受講番号 

フリガナ 

名前 
 

以下に掲げる資格を取得しているので一部研修科目の免除を希望します。 

取得資格 

（該当資格に○を付けてください） 

免除希望科目 

免除希望科目に○ 科目名 

 

保育士の資格 

 ２－④ 子どもの発達理解 

 ２－⑤ 児童期（６歳～12歳）の生活と発達 

 ２－⑥ 障害のある子どもの理解 

 ２－⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解 

 
社会福祉士の資格 

 ２－⑥ 障害のある子どもの理解 

 ２－⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解 

 教育職員免許法第 4 条に規

定する免許状 

 ２－④ 子どもの発達理解 

 ２－⑤ 児童期（６歳～12歳）の生活と発達 

 

 提出物 

当該資格の免許証等の写しを三重県へ提出されている方 
・受講免除届 

※資格証の写しは不要 

当該資格の免許証等の写しを三重県へ提出されていない方 
・受講免除届 

・資格証の写し 

 



受講会場：

受講番号：

名　　前：

連  絡  先：

欠席日
 月　  日（　　）
 月　  日（　　）
 月　  日（　　）
 月　  日（　　）

希望日
 月　  日（　　）
 月　  日（　　）
 月　  日（　　）
 月　  日（　　）

※後日可能な会場を案内しますが、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

振替受講を希望する　※希望会場に〇つけてください。

※松阪会場は座席に余裕がありませんので、振替受講ができません。

別紙④

　(　　）やむを得ない理由により研修を欠席します。　（事前にご提出ください）

欠　席　届

科目名

令和元年　　月　　日

　(　　）やむを得ない理由により研修を欠席しました。（後日ご提出ください。）

・四日市会場　　　　　　・津会場
科目名



ご購入を希望の方は、この申し込み用紙にてお申し込みください。

価格（消費税8％込） 部数

□ 1,080円
部

≪お申込先≫　　　〒460-0008　　　名古屋市中区栄1－24－15　　JPR名古屋伏見ビル5F

個人情報のお取り扱いについて】
弊社は平成18年1月30日付で「プライバシーマーク認定事業者」となっております。
弊社ではお客様のご意思によってお預かりした個人情報は厳重に保護し、管理しております。
弊社は教育関係の商品などのご案内をお送りすることがありますが、その目的以外には使用しません。

インターネットでのご注文

※別途送料￥360（消費税8％込）を頂戴いたします。2019年10月1日以降にご購入の場合は消費税が10％の計算となります。ご了承ください。

【スマートフォン】
　QRコードをスマートフォンで読み込んでください。
【パソコン】
　URLを入力ください。（http://bit.ly/2T1Ucad）

必要事項をご登録いただき、コンビニ前払いにてお支払い完了後、　一週間程度で発送いたします。
スマートフォン、パソコンでご注文いただけない方は、電話でご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　TEL　052-209-2617　平日9:00～17:30
※別途送料￥360（消費税8％込）を頂戴いたします。2019年10月1日以降にご購入の場合は消費税が10％の計算となります。ご了承ください。

FAXでのご注文

ご連絡先　　TEL：　（　　　　　　）　　　　　－

「放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材
 　認定資格研修のポイントと講義概要」

　　　　　ＴＥＬ 052-209-2617　　    丸善雄松堂（株） 名古屋支店　名古屋医療営業部　担当：久野

お申し込みは上記QRコードもしくはＦＡＸ番号にて承ります

放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材
認定資格研修のポイントと講義概要

　　FAX注文用紙

　　　052-209-2614

お名前（ご請求先名称）

下記必要事項を記入の上ご注文いただきましたら、お振込用紙を発送いたしますのでお近くのコンビニエンスストア
（銀行、郵便局もご利用可）、よりお振込みください。ご入金確認後一週間程度で発送いたします。

お送り先ご住所

〒

書　名
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