
研修計画の概要

日数 定員

52 保育初任者研修
保育者としての姿勢、心構え、子どもの発達の
理解、技術の習得、自己啓発の動機付けを行
う。

保育者の心構え、乳幼児の発達、実践で使える
あそび、指導保育士とのディスカッション　等

保育施設の勤務経験３年未満の保育士・保育
教諭等

未定 2 2 60 未定 研修課

53
｜
①

保育中堅職員研修（保育
士等キャリアアップ研
修）
-乳児保育-

乳児保育に関する理解を深め、適切な環境を構
成し、個々の子どもの発達の状態に応じた保育
を行う力を養い、他の保育士等に乳児保育に関
する適切な助言及び指導ができるよう、実践的
な能力を身に付ける。

乳児保育の意義、乳児保育の環境、乳児への適
切な関わり、乳児の発達に応じた保育内容、乳
児保育の指導計画・記録及び評価　等

原則、保育所・認定こども園等の、施設長・
主任・主幹以外の職員

7月15日、29日
8月4日、10日
8月17日、19日

9月7日
他未定

12 1

集合研修
50

オンライン

85

未定 研修課

53
｜
②

保育中堅職員研修（保育
士等キャリアアップ研
修）
-幼児教育-

幼児教育に関する理解を深め、適切な環境を構
成し、個々の子どもの発達の状態に応じた幼児
教育を行う力を養い、他の保育士等に幼児保育
に関する適切な助言及び指導ができるよう、実
践的な能力を身に付ける。

幼児教育の意義、幼児教育の環境、幼児の発達
に応じた保育内容、幼児教育の指導計画・記録
及び評価、小学校との接続　等

原則、保育所・認定こども園等の、施設長・
主任・主幹以外の職員

9月22日
他未定

9 1

集合研修
50

オンライン

85

未定 研修課

53
｜
③

保育中堅職員研修（保育
士等キャリアアップ研
修）
-障害児保育-

障害児保育に関する理解を深め、適切な障害児
保育を計画し、個々の子どもの発達の状態に応
じた障害児保育を行う力を養い、他の保育士等
に障害児保育に関する適切な助言及び指導がで
きるよう、実践的な能力を身に付ける。

障害の理解、障害児保育の環境、障害児の発達
の援助、家庭及び関係機関との連携、障害児保
育の指導計画・記録及び評価　等

原則、保育所・認定こども園等の、施設長・
主任・主幹以外の職員

6月7日、13日
8月8日、10月12日

11月16日
他未定

9 1

集合研修
50

オンライン

85

未定 研修課

53
｜
④

保育中堅職員研修（保育
士等キャリアアップ研
修）
-食育・アレルギー対応-

食育に関する理解を深め、適切に食育計画の作
成と活用ができる力を養う。また、アレルギー
対応に関する理解を深め、適切にアレルギー対
応を行うことができる力を養う。さらに、他者
にそれらに関する適切な助言及び指導できるよ
う、実践的な能力を身に付ける。

栄養に関する基礎知識、食育計画の作成と活
用、アレルギー疾患の理解、保育所における食
事の提供ガイドライン、保育所におけるアレル
ギー対応ガイドライン　等

原則、保育所・認定こども園等の、施設長・
主任・主幹以外の職員

5月21日、28日
6月4日、16日
6月23日、30日

他未定

9 1

集合研修
50

オンライン

85

未定 研修課

53
｜
⑤

保育中堅職員研修（保育
士等キャリアアップ研
修）
-保健衛生・安全対策-

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。また、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。さらに、他者にそれらに
関する適切な助言及び指導ができるよう、実践
的な能力を身に付ける。

保健計画の作成と活用、事故防止及び健康安全
管理、保育所における感染症対策ガイドライ
ン、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、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　等

原則、保育所・認定こども園等の、施設長・
主任・主幹以外の職員

7月27日、8月23日
9月8日、28日

10月25日
他未定

6 1

集合研修
50

オンライン

85

未定 研修課

53
｜
⑥

保育中堅職員研修（保育
士等キャリアアップ研
修）-保護者支援・子育て
支援-

保護者支援・子育て支援に関する理解を深め、
適切な支援を行うことができる力を養い、他の
保育士等に保護者支援・子育て支援に関する適
切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力
を身に付ける。

保護者支援・子育て支援の意義、保護者に対す
る相談援助、地域における子育て支援、虐待予
防、関係機関との連携・地域資源の活用　等

原則、保育所・認定こども園等の、施設長・
主任・主幹以外の職員

8月2日、9月5日
9月16日、10月4日

他未定
9 1

集合研修
50

オンライン

85

未定 研修課

53
｜
⑦

保育中堅職員研修（保育
士等キャリアアップ研
修）
-マネジメント-

主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う
立場に求められる役割と知識を理解し、自園の
円滑な運営と保育の質を高めるために必要なマ
ネジメント・リーダーシップの能力を身に付け
る。

マネジメントの理解、リーダーシップ、組織目
標の設定、人材育成、働きやすい環境づくり
等

原則、保育所・認定こども園等の、施設長・
主任・主幹以外の職員

7月13日、1月11日
1月27日、2月3日

他未定
6 1

集合研修
50

オンライン

85

未定 研修課

54 保育リーダー研修
リーダー的職員の指導能力、必要とされるテー
マについての研修を行い、資質向上を図る。

リーダーシップとこれからの保育を考える
保育施設に勤務する主任保育士・主幹保育教
諭等

未定 1 1 60 オンライン研修 研修課

55 保育管理者研修
保育施設管理者として必要な、保育理念、人材
育成、危機管理等について学び、保育環境の充
実を図る。

保育の動向と課題、教育・保育の理念と使命、
虐待について、園づくりについて

保育施設の施設長 未定 2 1 40 オンライン研修 研修課
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童
福
祉
研
修

区分 No. 研修名 研修目的 主な内容 参加対象 開催期日 回数
１回当たり

会場 担当課

各研修の内容やお申込みの取消・変更等につきましては、担当課にお問い合わせください。
研修課 076-221-1833 総務管理課 076-224-1212 地域福祉課 076-224-1212 施設振興課 076-224-1211
ボランティアセンター 076-234-1616 福祉サービス利用支援センター 076-234-2556 福祉の仕事マッチングサポートセンター 076-234-1151
長寿生きがいセンター 076-258-3135 福祉サービス運営適正化委員会 076-234-2556



日数 定員

56 保育施設栄養士研修
保育施設給食に携わる栄養士、調理師の資質向
上を図る。

幼児期の保育と食育、食物アレルギーの基礎と
保育所・家庭での対応

保育施設に勤務する栄養士、調理師等
①9月15日
②10月3日

2 1 30 オンライン研修 研修課

57 保育施設看護師研修 保育施設に勤務する看護師の資質向上を図る。
子どもの健康と安全を守るため、乳幼児の発達
の理解や、疾患や自己、怪我に対応する最新の
情報を学ぶ

保育施設に勤務する看護師、薬剤師、保育
士、保育教諭等

未定 2 1 60 オンライン研修 研修課

58
｜
①

保育カウンセリング研修
（基礎・中級）

保育カウンセリングを学び、保護者の対応や子
育て相談に活かす。

カウンセリングとソーシャルワーク基礎・中級
保育施設に勤務する施設長、主任保育士、教
頭、保育士、保育教諭、看護師等

7月9日、30日
8月27日、9月10日

1 4 20 県社会福祉会館 研修課

58
｜
②

保育カウンセリング研修
（上級）

保育カウンセリングを学び、保護者の対応や子
育て相談に活かす。

カウンセリングとソーシャルワーク上級
保育カウンセリング研修（基礎・中級）を修
了した保育施設職員

11月12日 1 1 20 県社会福祉会館 研修課

59 保育実技研修
子どもの発達と保育の実技について学び、一人
ひとりの子どもの意欲と創造性を育てる保育実
技を学ぶ

講義と実技 保育施設に勤務する保育士・保育教諭等
①7月15日

②2月
2 1 60

①県社会福祉会館
②未定

研修課

60 県保育実践研究発表会
保育実践研究を通し、保育者の資質向上と保育
内容の充実を図る。

各市町からの実践発表およびグループディス
カッション

保育施設に４年以上勤務経験のある職員 1月 1 1 100 未定 研修課

61 保育ゼミ研修
実践研究に関する様々な視点・方法について学
び、各々の実践研究の質を高める。

日常の保育場面で直面する様々な課題をテーマ
に、少人数のゼミナール形式で学び合い、保育
実践力の一層の向上を図る。

保育施設に勤務する職員
9月26日、10月18日
11月14日、12月13日

1 4 30 オンライン研修 研修課

62 県保育士会総会研修会 幅広い知識を身に付け、保育に活かす。 未定 県保育士会会員 4月16日 1 1 150 未定 施設振興課

63
県保育士会フレッシュセ
ミナー

保育士として嬉しかったことや、先輩の体験談
を聞くことにより、やりがいを見つけたり、モ
チベーションを上げる。

未定 施設勤務経験３年未満の県保育士会会員 6月21日 1 1 100 未定 施設振興課

64 県保育士会特別セミナー
保育士・保育教諭として必要な専門性を高める
ために、実践的な知識や技術について学ぶ。

未定 県保育士会会員 未定 1 2 100 未定 施設振興課

65
県保育士会リーダー実践
力向上セミナー

副主任保育士・副主幹保育教諭等がリーダーと
して必要な専門性を高めるために、実践的な知
識や技術について学ぶ。

未定
県保育士会会員副主任保育士・副主幹保育教
諭

未定 1 2 100 未定 施設振興課

66
県保育士会主任・主幹セ
ミナー

主任保育士・主幹保育教諭等がリーダーとして
必要な専門性を高める。

未定 県保育士会会員主任保育士・主幹保育教諭 未定 1 1 100 未定 施設振興課

67
県保育部会保育所・認定
こども園理事長・施設長
研修Ⅰ・Ⅱ

保育所・認定こども園理事長、施設長として必
要な知識及び資質向上を図る。

未定
県保育部会会員保育所・認定こども園の理事
長、施設長

未定 2 1 150 未定 施設振興課

区分 No. 研修名 研修目的 主な内容 参加対象 開催期日 回数
１回当たり

会場 担当課
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日数 定員

68
日本保育協会石川県支部
総会研修

民間保育所、認定こども園に求められる必要な
知識を習得する。

未定
日本保育協会県支部会員保育所・認定こども
園の理事長、施設長等

未定 1 1 80 未定 施設振興課

69
日本保育協会石川県支部
保育フォーラム

民間保育所、認定こども園に求められる必要な
知識を習得する。

未定
日本保育協会県支部会員保育所・認定こども
園の理事長、施設長、主任保育士、主幹保育
教諭等

未定 1 1 100 未定 施設振興課

70
日本保育協会石川県支部
新年研修

幅広い知識を身に付け、保育に活かす。 未定
日本保育協会県支部会員保育所・認定こども
園の理事長、施設長、保育士、保育教諭等

1月 1 1 500 未定 施設振興課

71
｜
①

日本保育協会石川県支部
メンタルヘルス研修
（基礎編）

新人保育士の早期離職を防止するため、職場や
仕事上の悩みに対処する方法を取得する。

未定
民間保育所、認定こども園の保育士、保育教
諭等

未定 1 1 50 未定 施設振興課

71
｜
②

日本保育協会石川県支部
メンタルヘルス研修
（実践編）

新人保育士の早期離職を防止するため、新人を
受け入れるための実践事例、取り組み等を学
ぶ。

未定
民間保育所、認定こども園の施設長・主任保
育士、主幹保育教諭、保育士、保育教諭等

未定 1 1 50 未定 施設振興課

72
日本保育協会石川県支部
幼児教育研修

乳幼児期の保育の最新の知識を学ぶ。 未定
民間保育所、認定こども園の施設長・主任保
育士、主幹保育教諭、保育士、保育教諭等

未定 3 1 50 未定 施設振興課

73
児童福祉施設初任職員研
修

児童の処遇についての理念と実践を学び、初任
職員の資質向上を図る。

新任職員に期待すること、行政説明、児童相談
所の機能、ディスカッション等

児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設の
新任職員等

6月 1 1 30 金沢市内 施設振興課

74
児童福祉施設中堅職員研
修

中堅職員の個人の心理的成長、個人間のコミュ
ニケーション及び対人関係の発展と改善を図
る。

エンカウンターグループ演習等
児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設の
経験年数３年以上の職員

2月 1 3 10 未定 施設振興課

75
　
県児童養護協議会養護研
修Ⅰ～Ⅳ

児童養護施設職員等の職員に必要とされるテー
マをもとに研修を行い、資質の向上を図る。

事例検討　等
児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設の
指導員・保育士

①5月中旬
②7月中旬
③10月中旬
④1月下旬

4 1

①100
②80
③80
④40

金沢市内他 施設振興課

76
県児童養護協議会栄養
士・調理員研修Ⅰ～Ⅳ

児童の心身の成長に寄与する食育の研究及び自
立への調理技術の習得を図る。

調理実習　等
児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設の
栄養士・調理員

①4月
②7月または8月

③11月
④2月

4 1

①10
②20
③15
④20

金沢市内 施設振興課

77
県児童養護協議会書記研
修Ⅰ～Ⅲ

児童養護施設等を取り巻く環境や制度の動向に
ついて学習し、書記としての事務処理能力を高
める。

事務処理Ｑ＆Ａ、労働条件　等
児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設の
施設長、事務担当者

①6月
②10月
③2月

3 1 11 金沢市内他 施設振興課

78
県児童養護協議会施設心
理士研修

児童養護施設という環境において心理的取り組
みの専門性の維持・向上を図る。

事例検討・調査等
児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設の
心理療法担当職員

11月 1 1 45 金沢市内他 施設振興課

区分 No. 研修名 研修目的 主な内容 参加対象 開催期日 回数
１回当たり

会場 担当課
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