
令和 4 年度宮城県保育士等キャリアアップ研修 

e ラーニング[オンデマンド形式] 開催要項 

 

保育士等キャリアアップ研修実施機関 

株式会社保育のデザイン研究所 

 

１ 目的 

 

 保育現場においては、園長、主任保育士の下で、初任後から中堅までの職員が、多様な

課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割を担って職務にあたっており、こう

した職務内容に応じた専門性の向上を図るため、研修機会を充実させることが重要とされ

ています。 

本研修は、保育所等でリーダー的な役割を担う職員の育成、保育士等の専門性の向上、

職務内容に応じた研修機会の充実を図り、処遇改善に繋げることを目的としています。 

また、e ラーニングで研修を実施することにより、新型コロナウイルスの感染リスクを

回避し、コロナ禍においても確実に研修機会を提供致します。 

 

２ 主催及び委託先 

 

 宮城県より委託を受け、株式会社保育のデザイン研究所にて令和 4 年度 宮城県保育士

等キャリアアップ研修 ７分野（専門分野 6 分野、「マネジメント」）を開催いたします。 

 

３ 研修の概要 

 

 研修実施方法 

インターネットを利用した動画視聴と動画に含まれる演習、受講完了後の報告書の提出。 

・1 分野は１５時間以上(確認問題を含む)、オンデマンド形式で受講していただきます。 

・オンデマンド形式の講座内には、講義動画の間に演習（ワーク）が含まれています。 

・1 分野ごとに、確認問題を含む報告書（レポート）の提出が必要です。 

 

 

・研修受講の流れ 

 



 研修実施期間 

令和 4 年 9 月 20 日（火）10:00 ～ 令和 5 年 1 月 31 日（火）17:00 

 

 研修内容 

 厚生労働省が定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」（平成 29 年４月１日

付雇児保発 0401 第１号「保育士等キャリアアップ研修の実施について」厚生労働省雇用

均等・児童家庭局保育課長通知）に基づき実施します。 

 

 研修分野・定員時間数及び対象者 

研修分野 定員 時間数 対象者 

① 乳児保育 

4,550 人 
各分野 

15 時間以上 

保育所等（子ども・子育て支援法に基

づく特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業をいう。）の保育現場にお

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。）

で、経験年数が概ね３年以上の保育士

等（園長・主任保育士を除く。）  

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 

⑦ マネジメント 

上記①～⑥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。）で、経験年数が概

ね 7 年以上の保育士等（園長・主任

保育士を除く。） 

 

※上記に該当しない方もお申込みは可能ですが、定員を超過した場合は、施設型給付費又

は地域型保育給付費対象施設勤務者が優先となります。ご了承ください。 

※受講対象者は，宮城県内に居住する者又は宮城県内の保育施設に勤務する者等とする。 

 

４ 申込手続、受講決定 

 

・研修のお申込手続は、事業所単位で「受講申込書.xlsx」を使用し、E メールでお申し込み

ください。（施設に未所属の方や、個人でのお申込みは別途ご相談ください。） 

・受講申込書は、優先順位の高い受講者順にご記入ください。 

・定員を超過した場合は、受講者の選考を行います。 

・原則として、受講者決定通知後の受講者変更はできません。 

 

 



 

申込書類 受講申込書.xlsx (app_miyagi.xlsx) 

申込方法 

株式会社 保育のデザイン研究所 

申込先 Email： miyagi@hoiku-design.net 

※メールで申し込みの際、必ず件名と本文に「受講申込書」と入力してください。 

無記入の場合、サーバーが迷惑メールと判断する場合があります。 

※申込方法が不明な場合は下記問合せ先にお電話等でお尋ねください。 

申込受付期間 令和 4 年７月 19 日（火） 10:00 ～ 令和４年８月 18 日（木）17:00  必着 

申込受付の連絡 
受講申込を受信後、申込受付の連絡を３営業日以内にメールにて送信致します。 

※それ以前のお電話による到着確認はご遠慮ください。 

申込受付の連絡

が 

無い場合 

提出から３営業日を経過するか、令和 4 年 8 月 22 日（月） 17:00 までに 

問合せ先に電話でご連絡ください。 

※上記期限後のお問合せには応じかねますので、ご了承ください。 

受講可否の通知 令和 4 年 9 月 12 日（月） 17:00 までにメールで事業所に通知します。 

受講可否の通知

が 

届かない場合 

令和 4 年 9 月 14 日（水） 17:00 までに問合せ先に電話でご連絡ください。 

 

問合せ先 

株式会社 保育のデザイン研究所 

宮城県保育士等キャリアアップ研修についてとお伝えください。 

TEL： 0466-90-3952（9:00～17:00 土日祝日を除く） 

FAX： 0466-90-3339 

    申込み受付はメールのため，土日祝日も可能。 

 

５ 受講料 

 

 研修受講料の受講者負担はありません。 

※ただし、ｅラーニングにかかる設備及び通信費・プリンタによる印刷費用等は、受講者ご本

人の負担となります。 

 

６ 研修資料・その他費用 

 

研修資料は、e ラーニングの研修サイトから 無料でダウンロードが可能です。 

その他、研修に必要なもの（ネットワーク環境、パソコン、ダウンロードした PDF フ

ァイルを開き、印刷できる環境 等）は各事業所にて、ご用意してください。 

 

また本 on-line 研修動画の資料スライドを 4 分割にして A4 サイズの冊子にしました。 

資料を印刷する手間が省け、1 分野 1 冊にまとまっていて研修中の保管も便利です。 

mailto:miyagi@hoiku-design.net


本体費用と送料を受講者負担にて、ご購入いただけます。 

ご利用の際は、下記サイトよりご注文ください。 

 

保育のデザイン研究所オンラインショップ 

https://hoiku-design.shop/ 

 

７ 修了証等の発行 

① オンデマンド研修、約１５時間を受講 

オンデマンド研修には、「講義動画・演習(ワーク)時間・確認問題の回答時間」が含まれてい

ます。 

② 確認問題を含む「報告書」の提出 

「報告書」のみご提出必須です。その他、「振り返りシート」等は、ご提出いただかなくて結

構です。 

 

以上をもって受講修了とし、後日修了証を交付します。 

オンデマンド研修が期間内に受講完了していない方、報告書が未提出の方につきまして

は修了証の発行はできません。 

 

 

８ 個人情報の取り扱い 

 

  この研修は宮城県から委託を受け実施しており、宮城県との契約及び株式会社保育の

デザイン研究所のプライバシーポリシーを遵守し適切な管理を行い、本事業以外の目的

には使用しません。 

ただし、次の場合は、個人情報を共有することがあります。 

研修を実施した後、研修修了者に関する情報を記録し、管理する仕組みとすることにより、

身に付けた知識及び技能を客観的に評価できるようにすることが重要であるため、次のとお

り、研修修了者の情報管理を行います。  

ア 研修修了者名簿の作成 

受講希望者からの申し込みの際に下記①～③の情報をご提出いただきます。  

一部修了証や認定証をお持ちで不足時間のみを受講される方は④⑤の情報も提出いただ

きます。 

① 保育士登録番号（受講希望者が保育士の場合に限る。）  

② 氏名・生年月日・住所  

③ 勤務先施設の名称・所在市町村名（現に保育所等に勤務している者に限る。）  

④ 旧姓 

⑤ 過去の勤務先施設名 

⑥ 修了した研修分野  



⑦ 修了証番号  

⑧ 修了年月日を記載した研修  

研修修了時には①～⑧を使用し修了者名簿を作成、開催都道府県に提出致します。  

イ 情報の取扱い 

研修受講者が宮城県以外の都道府県で勤務する場合には、都道府県間で研修受講 

状況等についての情報を共有する場合があります。 

 

なお、委託業務完了時に、宮城県に個人情報を含む資料等を報告し、その後の管理は宮

城県で行います。 

個人情報の取扱いについてご同意いただいてからのお申込をお願いいたします。受講のお申 

し込みが完了した時点で、上記内容全てに同意したものとみなします。 

 

９ 一部修了証をお持ちの方，相当研修を受講され，不足時間のみ受講を希望される方々へ 

研修内容について一連の流れを通して理解を深めていただくよう，１５時間通しての受講を

お勧めしますが，不足時間のみ受講を希望される方々につきましては，下記のホームページよ

り一部修了証確認シートを添付の上，お申込をお願いいたします。 

  不足時間のみ受講される方々はこちら (pref.miyagi.jp) 

 

10 問い合わせ先 

 

【研修実施に関するお問合せ】 

株式会社保育のデザイン研究所 

251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢 17-16 秋山ビルⅡ 6F 

保育士等キャリアアップ研修担当 徳永・有田 

 

※ご連絡の際は「宮城県保育士等キャリアアップ研修について」とお伝えください。 

TEL  0466-90-3952 

FAX  0466-90-3339 

Mail：miyagi@hoiku-design.net 

 

【研修受講に関するお問合せ】 

宮城県子ども総合センター 企画育成班  

〒981-1217 宮城県名取市美田園二丁目１番地の４ 

TEL 022-784-3580 

FAX 022-784-3596 

 

【研修に関するホームページはこちら】 

令和４年度宮城県保育士等キャリアアップ研修について 

https://www.pref.miyagi.jp/site/kodomosougousentanokensyuukai/hoikusikyariappu2.ht

ml 

https://www.pref.miyagi.jp/site/kodomosougousentanokensyuukai/hoikusikyariappu2/fusokujikankibou.html
mailto:miyagi@hoiku-design.net
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令和４年度宮城県保育士等キャリアアップ研修講師一覧 

 

分野名 所属等 講師名 

乳児保育 非営利団体コドモノミカタ 代表理事 井桁 容子 

株式会社保育のデザイン研究所 研究員 川辺 尚子 

お茶の水女子大学 特任教授 宮里 暁美 

東京家政学院大学 准教授 和田 美香 

株式会社保育のデザイン研究所 研究員 髙城 恵子 

幼児教育 白梅学園大学 名誉教授 無藤 隆 

株式会社保育のデザイン研究所 研究員 川辺 尚子 

子ども教育宝仙大学 准教授 利根川 彰博 

お茶の水女子大学 特任教授 宮里 暁美 

神戸大学大学院 教授 北野 幸子 

明治学院大学 教授 松嵜 洋子 

障害児保育 国立特別支援教育総合研究所 上席総括研究員 久保山 茂樹 

八戸学院大学短期大学部 准教授 差波 直樹 

仙台白百合女子大学 教授 三浦 主博 

玉川大学 教授 若月 芳浩 

食育・アレルギー対応 東洋大学 非常勤講師 太田 百合子  

昭和大学医学部小児科学講座 管理栄養士 長谷川 美穂 

保健衛生・安全対策 東京家政大学 准教授 細井 香 

株式会社アイギス 代表取締役 脇 貴志 

保護者支援・子育て支援 十文字学園女子大学 准教授 亀﨑 美沙子 

大阪総合保育大学 教授 大方 美香 

お茶の水女子大学 アカデミックアシスタント 田尻 さやか 

株式会社保育のデザイン研究所 研究員 髙城 恵子 

特定非営利活動法人せたがや子育てネット 

代表理事 

松田 妙子 

淑徳大学短期大学部 教授 佐藤 まゆみ 

和洋女子大学 教授 矢萩 恭子 

マネジメント 和洋女子大学 教授 矢藤 誠慈郎 

鳥飼総合法律事務所 弁護士 木元 有香 

株式会社保育のデザイン研究所 研究員 髙城 恵子 

兵庫教育大学 准教授 鈴木 正敏 

大阪総合保育大学 教授 瀧川 光治 

東京家政大学 准教授 小櫃 智子 

セルフケア・ラーニング 代表 中里 弘樹 

 


