
 

 

平成 30年 4月 13日 

園 長・施設責任者 各位 

（公社）神戸市私立保育園連盟 

会 長   黒 川 恭 眞 

普 及 

平成３０年度 神戸市保育士等キャリアアップ研修のご案内 

研修分野 

「乳児保育」「保健衛生・安全対策」 

「保護者支援・子育て支援」「マネジメント」 

 

時下、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

  この度、兵庫県から指定を受けた神戸市より委託を受け、神戸市私立保育園連盟が保育士 

等キャリアアップ研修を開催することになりました。つきましては、下記の４分野について 

ご案内いたしますので、是非ご参加下さいますよう宜しくお願い致します。 

 

 

記 

１ 研修実施項目・日時・場所 

◆研修分野（乳児保育）  研修定員 ２５０名 

   ※ 他の研修と時間が異なりますので、ご注意ください。 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

７月１９日（木）（受付１４：００～） 

１４：３０～１７：４５ 

①乳児保育の意義 神戸女子短期大学 

准教授 永井久美子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第２回 

 

９月２０日（木）（受付１４：００～） 

１４：３０～１７：４５ 

②乳児保育の環境 神戸女子短期大学 

准教授 永井久美子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第３回 

 

１０月１８日（木）（受付 14：００～） 

１４：３０～１７：４５ 

③乳児への適切な関わり 

 

神戸女子短期大学 

准教授 永井久美子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第４回 

 

１１月１５日（木）（受付 14：００～） 

１４：３０～１７：４５ 

④乳児の発達に応じた 

保育内容 

神戸女子短期大学 

准教授 永井久美子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第５回 

 

１２月１３日（木）（受付 14：００～） 

１４：３０～１７：４５ 

⑤乳児保育の指導計画、 

記録及び評価 

神戸女子短期大学 

准教授 永井久美子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

 

 



 

◆研修分野（保健衛生・安全対策）  研修定員 ２５０名 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

７月１８日（水）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

①保健計画の作成と活用 姫路大学 

講師 柳園 順子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第２回 

 

９月３日（月）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

②事故防止及び健康安全管理 株式会社アイギス 

代表取締役 脇 貴志氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第３回 

 

１０月１７日（水）（受付 13：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

④保育の場において血液を介して感染 

する病気を防止するためのガイドライン 

母と子の上田病院 

小児科医 上田 剛氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第４回 

 

１１月２０日（火）（受付 13：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

③保育所における感染症対策 

ガイドライン 

神戸市予防衛生課感染症対策 

担当課長 黒木 えい子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第５回 

 

１２月１４日（金）（受付 13：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

⑤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 

株式会社アイギス 

代表取締役 脇 貴志氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

 

 

 ◆研修分野（保護者支援・子育て支援）  研修定員 ２５０名 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

１０月１６日（火）（受付 13：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

①保護者支援・子育て支援

の意義 

武庫川女子大学 

教授 倉石 哲也氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第２回 

 

１１月１日（木）（受付 13：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

④虐待予防 神戸市こども家庭センター 

児童虐待対応担当課長黒田 尚弘氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第３回 

 

１１月１６日(金)（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

⑤関係機関との連携、 

地域資源の活用 

神戸市こども家庭支援課 

課長 吉井 良英氏 

神戸市こども家庭支援課 

母子保健担当課長 東坂美穂子氏 

神戸市こども青少年課 

課長 小林令伊子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第４回 

 

１１月２７日(火)（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

②保護者に対する相談援助 武庫川女子大学 

教授 倉石 哲也氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第５回 

 

１２月４日（火）（受付 13：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

③地域における子育て支援 武庫川女子大学 

教授 倉石 哲也氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

 



 

◆研修分野（マネジメント）  研修定員 ２５０名 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

６月８日（金）（受付１４：００～） 

１４：３０～１７：４５ 

※この日のみ時間が異なります 
のでご注意ください。 

③組織目標の設定 

 

関西学院大学 聖和短期大学 

准教授 馬場 耕一郎氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第２回 

 

９月４日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

②リーダーシップ 関西学院大学 聖和短期大学 

准教授 立花 直樹氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第３回 

 

９月２８日（金）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

⑤働きやすい環境づくり 関西学院大学 聖和短期大学 

准教授 馬場 耕一郎氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第４回 

 

１１月３０日(金)（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

①マネジメントの理解 関西学院大学 

教授 安田 美予子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第５回 

 

１２月２１日(金)（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

④人材育成 関西学院大学 

教授 安田 美予子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

 

２ 修了証の交付 

 （１）各分野 15時間（3時間×5日間）、実施内容 5項目全てを受講し、修了レポートを提出

した後、必要な知識や技能のキャリアアップが図られた方に「キャリアアップ研修修了

証」を交付します。 

 （２）未受講の内容（項目）がある場合には、修了証の交付はできません。        

今回のキャリアアップ研修は、兵庫県より指定を受けた神戸市から委託された 

研修となり、受講修了者については神戸市が修了証を発行することとなります。 

 （３）各実施内容（項目）とも、１５分以上の遅刻や早退並びに離席をされた場合は未受講と

して取り扱われます。 

 

３ 対 象 

  神戸市内の保育所・認定こども園等で保育現場におけるリーダー的職員 

 （１）専門分野別研修（①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギー対応、

⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援） 

保育所等の現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者（当

該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

 （２）マネジメント研修 

     （１）の分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任保育士の下

でミドルリーダーの役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含む） 

（３）可能な限り１分野１５時間(３時間×５日間)、実施内容 5項目すべてを受講でき 

る方を優先してお申し込み下さい。 

 



 

４ 定 員 

  ・乳児保育        ２５０名    ・保健衛生・安全対策   ２５０名 

・保護者支援・子育て支援 ２５０名     ・マネジメント      ２５０名 

  ※申込み順に受講者を決定いたします。申込者数が定員を超える場合は、受講を 

お断りする場合があります。 

 

５ 申込み手続き 

 （１）申込み方法 

   受付は FAXのみといたします。別添の「キャリアアップ研修受講申込書」に必要事項を

ご記入の上、以下の番号にご返信ください。 

※キャリアアップ研修受付用 FAX番号：０６－７６３６－６２３７ 

 （２）受付開始日時 

    ４月１６日（月）９：００～ 

（３）申込み期限 

４月２７日（金）※原則として、定員になり次第終了します。 

 （４）受講の承認 

   ５月２１日(月)頃を目途に受講承認結果をＦＡＸで各所属の保育園等に通知 

いたします。 

 

６ 会 場 

 ○ラッセホール ２階 ローズサルーン 

〒650‐0004 神戸市中央区中山手通４丁目１０‐８ 

ＴＥＬ：０７８‐２９１‐１１１７（代表） 

  

７ 問合せ先 

  （公社）神戸市私立保育園連盟 事務局 

〒650‐0016 神戸市中央区橘通３‐４‐１  

神戸市立総合福祉センター内 

          ＴＥＬ：０７８‐３６１‐３８８９ 


