令和３年度全国講習会・交流会実施要領
１．開催目的
ファミリー･サポート･センターの円滑な運営に資するため、アドバイザーを対象とした唯一の全国
規模の研修会として、アドバイザー業務に必要な専門分野の知識やスキルの習得およびセンター間
の情報交流の場を提供し、相互援助活動の全国的なレベルアップを目指す。
２．開催日時
開催日：１０月２９日（金）
時 間：第１部 ： １３：００ ～ １５：１０
時 間：第２部 ： １５：３０ ～ １７：００
３．会場

笹川記念会館 〒108-0073 東京都港区三田３-１２-１２ 最寄駅：JR 田町駅

４．開催方法
開催会場とオンライン配信のハイブリット形式での開催。
コロナ流行状況によりオンラインのみでの開催の場合も想定されます。ご了承ください。
５．内容・テーマ 『ファミリー・サポート・センター事業における提供会員の確保に向けて』
＜第１部＞ 行政説明、基調講演
◆厚生労働省より行政説明 厚生労働省 子ども家庭局 子育て支援課
◆基調講演
◇『ファミリー・サポート・センター事業の意義と提供会員の確保の方策』
《講師》藤高 直之 先生（立正大学 社会福祉学部 子ども福祉学科 専任講師）
◇『ファミリー・サポート・センター事業における提供会員の確保に向けて』
《講師》東内 瑠里子 先生（日本福祉大学 教育・心理学部 子ども発達学科 准教授）
＜第２部＞ グループディスカッション ※オンライン参加は 1 センター1 接続
発表・まとめ
コーディネーター： 藤高直之先生、東内瑠里子先生
※講習会の内容・時間等は、予告なく変更する場合がございます。
６．参加方法・申込
①会場参加 又は ②オンライン参加 いずれかをお選びいただき、別紙の参加申込書にご記入の上
７月１５日（木）までにお申し込みください。
オンライン参加の場合、第 1 部については 2 会場の視聴が可能です。第 2 部はセンター単位での
参加となります。
会場参加の場合は、1 センター2 名まで（定員 50 名程度）とさせていただきます。締切日時点で定員
を越えた場合、また、コロナ流行状況によっては、協会よりオンライン参加をお願いする場合がござい
ます。ご了解ください。お申込み後に ①「事前準備に関するご案内」 ②「オンライン参加で第 1 部の
み、複数台接続ご希望される場合へのご案内」を配信いたします。
７．費用
① 協会ネットワーク事業参加センター
② その他のファミリー・サポート・センター

：
：

無料
３０，０００円（税込）/センター

８．各センターでの提供会員の取組紹介特設サイトへご協力のお願い
参加者には事前準備として女性労働協会の「令和 3 年度ファミリーサポートネットワーク事業
ファミリー・サポート・センター全国アドバイザー講習会・交流会」特設サイトを開設し、各セン
ターの取組み内容について 3 分以内の動画をアップロードし、事前に視聴、課題取組等をもって交
流会・講習会にお臨みいただきます。動画のアップロード方法に関しては別途詳細を参加センター
にご連絡いたします。※動画作成が難しいセンター様はご相談ください。
<<事前準備アップロード内容>>
①基本情報、②提供会員確保についての現況 ③課題と取組みについて 等
【事前準備アップロード】７月２０日（火）～
９．その他
お申込み後のご案内等はメールにてお送りいたします。
※必ず連絡の取れるメールアドレスをご記入ください。

1

女性労働協会 オンライン受付
URL
：https://forms.gle/wRGLa9TwZ4W9MJ487
E メール：w-women2a@jaaww.or.jp

QR コードからもお申込み
可能です。

令和３年度 ファミリー・サポート・センター
全国講習会・交流会 参加申込書
申込締切：7 月 15 日（木）
※すべての項目にご記入ください。ご記入に関しては、補足説明をよくお読みください。
※オンラインフォーム、メール添付または FAX（03-3456-4420）にて送信ください。
※メールでお申込みいただく際には、件名を「全国講習会申し込み・自治体名」としてください。
都道府県・
市区
都道
市区町村名
町村
府県

センター名
※該当する方にレ印をつけて
ください（以下同）

☐
☐

ファミリーサポートネットワーク事業

参加センター及び自治体 (無料)

その他のファミリー・サポート・センター及び自治体 (請求書を送付致します。)

センター電話番号
☐直営

運営方法
病児・病後児

センター基本情報
※全項目必須

☐ 委託

☐その他（

の預かり

設立後
経過年数

）

☐病児緊急対策強化事業として実施
☐ 基本事業の中で実施
☐ 実施していない（基本事業のみ）

乳幼児の
預かり

設置自治体

設立後[

会員数

☐行っている ☐行っていない

活動件数

ヵ月]経過

[

]名程度

人口

☐行っている ☐行っていない

年

*R3.3 月末現在

[

]名
*R3.4 月末現在

[
車での送迎

ご参加センター代表
E メールアドレス

]件
*R2 年度計

＠
※ご案内および Zoom アクセス用 URL はメールでお送りします。必ずご記入ください。

ご参加は、「会場」または「オンライン」のうち、どちらかをお選びください。
重複の参加はできませんのでご注意ください。
（基調講演は、後日オンデマンド配信にて参加センターどなたでもご視聴いただけます。）
会場参加
☐ 10 月 15 日
☐ 10 月 29 日
※第１部、第２部全体通して
のご参加となります。

※第１部、第２部それぞれ
に、参加ご希望をご記入くだ
さい。

（基調講演）

第２部
（グループディスカッション）

☐10 月 15 日

参加者氏名

参加者
合計[

☐ 10 月 15 日・29 日
（ 両日ご視聴いただけます。）

第１部

オンライン参加

]名

※会場 1 センター2 名迄
（定員 50 名程度）

☐10 月 29 日
担当及び経験年数

＊１

※会場参加者 または オンライン参加の代表者

１

☐アドバイザー ・ ☐自治体

※オンライン参加では第 2 部
代表 1 名のご記入です。第 ※会場参加で 2 名参加の場合のみご記入ください。
1 部は複数接続可。希望は
後日、事前受付をオンライ
ンフォームから行います。 ２
☐アドバイザー ・ ☐自治体
＊＊１：担当にレ印をつけ経験
年数をご記入ください。

通信欄
※ 申込後、参加者や参加人数に変更がある場合は、お電話にてご連絡をお願いします。
※ 参加証は発行しておりません。証明書等が必要な場合は通信欄にご記入ください。
※ 当日ご都合が悪くなった場合は女性労働協会（03-3456-4410）までご連絡ください。
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（

）年

（

）年

令和３年度 ファミリー・サポート・センター全国講習会・交流会
アンケート
＊参加申込書とあわせてご返送ください。

ファミリー・サポート・センター全国アドバイザー講習会・交流会の参考にさせていただくため、
アンケートにご協力いただきますようお願いいたします。
Ｑ１．あなたのセンターで提供会員の確保はできていますか？できている場合は、効果のあった取組内容を、できて
いない場合は課題や問題点を教えてください。
（例： 登録における事業説明などでオンラインを活用するようになった、報酬が低いと言われてしまう 等）

☐確保できている

☐確保できていない

Ｑ２．今回のテーマ（「ファミリー・サポート・センター事業における提供会員の確保に向けて」）について、
講師・厚生労働省担当者に聞きたいこと等ありましたら教えてください。

Ｑ３．その他、受講について不明な点等ございましたらご記入ください。

センター名

ご記入者名

～ご協力ありがとうございました。～
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＜東京会場 地図＞
笹川記念会館
最寄り駅

住所：東京都港区三田 3-12-12 電話：03-3454-5063
JR 山手線/京浜東北線 田町駅（三田口）より徒歩１０分
都営地下鉄 三田線 三田駅（A1 出口）より徒歩１０分
都営地下鉄 浅草線 泉岳寺駅（A4 出口）より徒歩５分

田町駅

東京会場参加ご参考対象地域
【北海道、東北、関東地方】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・
群馬県・千葉県・神奈川県
【中部、甲信越、関東地方】
埼玉県・東京都・静岡県・山梨県・新潟県・長野県
＊該当する対象地域での日程のご都合がつかない場合は、他の日程でお申込みいただくことも可能です。
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