
平成 29年度みやざき子どもの未来応援コーディネーター養成研修開催要項 

 

１．開催趣旨 

 「宮崎県子どもの貧困対策推進計画」の推進にあたって、教育や福祉などの関係機関やＮＰＯ等の民

間団体が連携するために、必要なネットワークを構築し、地域の実情に応じた取組を進めることが重要

とされています。さらに、市町村が各種支援事業を実施するための支援体制を整備するにあたり、「子

どもの成長段階に応じた切れ目のない支援」「教育と福祉の連携」「行政と民間の連携」といった３つの

つなぎを実現できるコーディネーターの設置が必要となっています。みやざき子どもの未来応援コーデ

ィネーターには、支援を必要としている子どもの実情を踏まえ、必要とされる支援を検討し、支援が提

供できる団体等へつなげる役割や支援団体間の調整役を担うことが期待されています。 

 そこで、本研修では、宮崎県の子どもの貧困に向き合う人々とつながり、具体的な事例の対応の一翼

を担う「みやざき子どもの未来応援コーディネーター」を養成し、本県地域福祉と教育の更なる充実を

図ることを目的に開催します。 

 

２．主催  

 宮崎県、宮崎大学大学院教育学研究科・宮崎大学教育学部・宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター 

 

３．日時及び会場 

 【基礎研修】 

   日時：平成 29年 12月 23日（土）10：00～16：30   

 場所：宮崎大学木花キャンパス創立 330記念交流会館コンベンションホール 

 

  【専門研修】 

   < 県北会場 > 

 日時  

1日目 平成 30年 2月 12日（祝・月）9：40-16：00 ホテルベルフォート日向 

2日目 平成 30年 2月 27日（火）9：40-16：00 ホテルベルフォート日向 

 

   < 県央会場 > 

 日時  

１日目 平成 30年 2月 3日（土）9：40-16：00 宮崎大学旧国際連携センター 

２日目 平成 30年 2月 21日（水）9：40-16：00 宮崎大学旧国際連携センター 

 

< 県南会場 > 

 日時  

１日目  平成 30年 2月 16日（金）9：40-16：00 日南市生涯学習センターまなびピア 

２日目 平成 30年 3月 6日（火）9：40-16：00 日南市創客創人センター 

 

 

 



４．参加対象者 

 NPO・ボランティア団体関係者、社協職員、社会福祉施設職員、学校教職員、そのほか地域福祉の推

進に意欲的に携わっている方などを想定しています。基礎研修は、どなたでもご参加できますが、専門

研修は、基礎研修に加え専門研修 2日間のプログラムに参加できる方が対象になります。なお、平成 28

年度以前に地域福祉コーディネーター養成研修を修了された方につきましては、専門研修 2日間の受講

のみで本研修を修了することができ、基礎研修は必須ではありません。 

 

５．募集人員 

 基礎研修 100名程度 

 専門研修 各会場 20名程度  

 

６．受講料  

無料 

 

７．参加申し込み 

（１）別紙１「参加申込書」により、平成 29 年 12 月 17 日（日）までに郵送又はファックス、メール

にてお申し込みください。 

（２）定員を超える場合や参加申込書に不備がある場合は、受講できないことがありますのでご了承く

ださい。なお、専門研修の受講決定は、平成 29 年 12 月 27 日（水）までに本人宛にお知らせいたしま

す。基礎研修は、どなたでもご参加できますので、受講決定の通知はありません。 

 

８．昼食 

 昼食については、各自で準備してください。 

 

９.修了証書の交付 

 全３日間（基礎研修１日・専門研修２日）のプログラムを全て修了された方には、修了証書を交付し

ます。なお、途中欠席した場合には、次のプログラムには参加できませんのでご了承ください。 

 

１０．個人情報の取扱い 

 専門研修においては、氏名、所属、市町村名を記載した参加者名簿を作成し、参加者に配布します。

また、本研修の受講修了者につきましては、市町村行政等への名簿及び連絡先を配布します。その他、

参加申込書に記載された個人情報につきましては、本研修の運営のみに使用し、他の目的に使用するこ

とはありません。 

 

１１.問い合わせ先 

 宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター 統括リーダー 竹内 元 

 〒889-2192  宮崎市学園木花台西１-１ 宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター 

 TEL：0985-58-5287  FAX：0985-58-5287  MAIL：gengen@cc.miyazaki-u.ac.jp 

 

 



１２．プログラム 

 

【基礎研修】 

  日時：平成 29年 12月 23日（土）10：00～16：30（受付 9：30開始）  

 場所：宮崎大学木花キャンパス創立 330記念交流会館コンベンションホール 

 

 9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会行事 

10：10～12：00 ポスターセッション 

子どもの貧困への対応を視野に入れた子ども食堂や学習支援を実施する事業団体や

先進的な取り組みをしている日南市・日向市・高鍋町に加えて、子どもや家族支援を

行う県内のさまざまな団体に参加していただき、多様な取り組みを理解します。 

  【参加予定団体】 

  日南市、日向市、高鍋町、 

        NPO法人みやざき教育支援協議会、みやざき子ども支援研究会、子どもシェルターを 

        宮崎に！準備会、里親普及促進センターみやざき、ライツオブチャイルド、宮崎子育 

        てネット、Swing-By、 

        一般社団法人らしくサポート、一般社団法人日本プレミアム能力開発協会、日南こど 

        も食堂、日向こども研究所“絆”、りんりん食堂、みらい創造舎、NPO 法人ままのて、 

        こども食堂のべおか今山、みやざき子ども未来ネットワーク 

【総括コメンテーター】 

若宮邦彦（南九州大学人間発達学部・准教授） 

盛満弥生（宮崎大学教育学部・准教授） 

 

12：00～13：00 昼食休憩 

 

13：00～14：40 ワールドカフェ 

  参加者が互いに聴き合うことを通して、宮崎県における子どもの貧困の具体的な事例 

        と課題を参加者で共有します。 

   

15：00～16：20 講演 

  北九州で学習支援から生活支援・自立支援まで総合的に継続して実践している NPO法 

        人抱樸より、子どもに直接かかわっている専門相談員等をお招きして、子ども虐待や 

        子どもの貧困に向き合う具体的な支援方法や実践活動のあり方を学びます。 

  【講師】 

   山田耕司・斉藤直子・青木悠輔（NPO法人抱樸） 

 

 

16：20～16：30 閉会行事 

 



【専門研修】 

 ＜ 県北会場 ＞ 

 場所：ホテルベルフォート日向（日向市上町７-３） 

 

 

1日目（2月 12日） 

 9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会行事 

10：10～12：00  講演＆ワークショップ 

        「子ども虐待・子どもの貧困の発見とは何か－学校における対応事例を通して」 

  講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授） 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～15：50 事例検討ワークショップ 

  講師：斎藤直子（NPO法人抱樸・伴走支援員） 

        講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授） 

15：50～16：00 閉会行事 

 

 

2日目（2月 27日） 

 9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会行事 

10：10～11：40 ワークショップ「弁護士とつながる 弁護士と協働する」 

        講師：金丸祥子（このはな法律事務所） 

        講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授） 

11：40～12：00 ワークショップ：学びの共有 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～15：50 事例検討ワークショップ 

  講師：山元絵美（高鍋町子ども家庭支援センターみらい・相談支援専門員） 

        講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授） 

15：50～16：00 閉会行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【専門研修】 

 ＜ 県央会場 ＞ 

    場所：宮崎大学木花キャンパス旧国際連携センター（宮崎市学園木花台西 1－1） 

 

 

1日目（2月 3日） 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会行事 

10：10～12：00 講演「支援を求めない家庭への介入」 

  講師：金子恵美（日本社会事業大学・教授）  

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～14：30 講演＆ワークショップ「他職種連携の意義と課題」 

  講師：若宮邦彦（南九州大学・准教授）  

14：50～15：50 ワークショップ「弁護士とつながる 弁護士と協働する」 

        講師：金丸祥子（このはな法律事務所） 

  講師：湯田拓史（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授）       

15：50～16：00 閉会行事 

 

 

2日目（2月 21日） 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：20 開会行事 

10：20～11：50 講演＆ワークショップ「子どもの居場所の役割とは」 

  講師：山下智也（宮崎国際大学・准教授） 

11：50～12：00 ワークショップ：学びの共有 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～14：30 講演＆ワークショップ 

        「子育て困難に陥る家庭への支援」  

  講師：相戸晴子（宮崎国際大学・准教授） 

14：50～15：50 講演 

        「改めて考える子どもの貧困支援とは」 

     講師：盛満弥生（宮崎大学教育学部・准教授）      

15：50～16：00 閉会行事 

 

 

 

 

 

 

 



【専門研修】 

 ＜ 県南会場 ＞ 

  1日目：生涯学習センターまなびピア（日南市木山二丁目 4番 44号） 

  2日目：日南創客創人センター（日南市岩崎三丁目４番地 1-2号堀川ビル２Ｆ） 

 

1日目（2月 16日） 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会行事 

10：10～11：40 講演「子ども虐待・子どもの貧困の発見とは何か－学校における対応事例を通して」 

     講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授） 

11：40～12：40 昼食休憩 

12：40～15：40 事例検討ワークショップ 

  講師：安藤美和子（日南市要保護児童対策アドバイザー） 

  講師：若宮邦彦（南九州大学・准教授） 

        講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授） 

15：40～16：00 閉会行事 

 

 

2日目（3月 6日） 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会行事 

10：10～12：00 講演＆事例検討ワークショップ「困難を抱える子どもと保護者の支援」 

        講師：楠凡之（北九州市立大学・教授） 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～14：30  ワークショップ「弁護士とつながる 弁護士と協働する」 

        講師：金丸祥子（このはな法律事務所） 

        講師：増田良文（辰巳・増田特許律事務所・弁護士） 

  講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授） 

14：50～15：50 講演＆ワークショップ：「子どもの貧困支援とは何か」 

     講師：竹内元（宮崎大学大学院教育学研究科・准教授）  

15：50～16：00 閉会行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１：申し込み用紙 

 

平成 29年 12月 17日（日）までに郵送又はファックス、メールにてお申し込みください。 

  

 〒889-2192  宮崎市学園木花台西１-１ 宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター 

 宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター 統括リーダー 竹内 元 宛 

 FAX：0985-58-5287  MAIL：gengen@cc.miyazaki-u.ac.jp 

 

平成 29年度みやざき子どもの未来応援コーディネーター養成研修に参加を申し込みます。 

 

お名前 

 

所属 

 

市町村名（名簿登録される主たる市町村名をお書きください） 

 

ご連絡先  郵送先住所  〒 

 

お電話番号： 

 

      メールアドレス： 

  

      （専門研修の受講決定通知はメールでいたします。必ず、ご記入くださいますようご協力 

       をお願いします） 

 

【該当するところにチェックをしてください】 

 

□ 基礎研修のみ参加する 

 

□ みやざき子どもの未来応援コーディネーター養成研修に 3日間参加する 

  専門研修受講希望会場 

 

    第一希望 

 

    第二希望 

 

□ 平成 28年度以前に地域福祉コーディネーター養成研修を修了している。 

  該当する方は、専門研修 2日間の受講のみで本研修を修了することができ、基礎研修は必須ではあ 

  りません。 

 


