
社会福祉法人いわき福音協会 

介護職員初任者研修課程 学則 

 

（事業者の名称・所在地） 

第1条 本研修は、次の事業者が実施します。 

（１） 名 称  社会福祉法人いわき福音協会（以下、「当法人」という。） 

（２） 所在地  福島県いわき市平上平窪字羽黒 40-44 

 

（目 的） 

第2条 この講習は、介護職員として介護サービスに従事しようとする者を対象に基礎的な職

業教育を実施する。また、介護職員は将来的に介護福祉士を基本とすべきである事を

踏まえて、より専門的な知識・技術を習得する為に機会を提供する事を目的とする。 

 

（研修事業の名称、実施課程及び形式） 

第3条 前条の目的を達成するため、次の研修事業（以下「研修」という。）を実施します。 

（１） 名  称  社会福祉法人いわき福音協会 介護職員初任者研修 

（２） 実施課程  介護職員初任者研修課程 

（３） 実施形式  通信 

 

（年間事業計画） 

第4条 平成 29年度の研修事業は、次のとおり実施します。 

  

回 数 実施期間 募集定員 

全 16回 平成 29年 8月 26日〜平成 29年 12月 2日 20名 

 

（受講対象者） 

第5条 受講対象者は次のすべてに該当する者とします。 

（１） 通学可能な者 

（２） 介護職員初任者研修の資格取得を希望する者 

 

（研修参加費用） 

第6条 研修費用は、次の表のとおりです。 

区  分 金  額 納付方法 納入期限 

受講料           ３５，０００円 

 
一括納入 

受講開始   

2日前まで 

計 ３５，０００円   

２ 指定の口座へお振り込み下さい。なお、振込手数料については受講者の負担となります。 

３ 返金の有無について、研修開始以降の返金はいたしません。 

 

 



（研修カリキュラム） 

第7条  研修を終了するために履修しなければならないカリキュラムは、別紙１「研修カリ

キュラム表」のとおりとします。 

   ２ 使用テキストは、下記のとおりです。 

     介護職員初任者研修テキスト（中央法規） 

 

（研修会場） 

第8条  前条の研修を行う為に使用する講義及び演習会場は、当法人が所有する障がい児者

支援センター「エリコ」福島県いわき市上平窪字羽黒 40-44）とします。 

 

（担当講師） 

第9条  研修を担当する講師は、別紙２「担当講師一覧」のとおりとします。 

 

（募集手続き） 

第10条 募集手続きは、次の通りとします。 

（１） 開講の概ね１ヶ月間前から募集し、原則として前日に締め切ることとします。 

（２） 所定の受講申込書に必要事項を記入し、下記のところへ郵送又は持参して申し込みます。 

（申込・資料請求先） 

   〒970-8026 福島県いわき市平字杉平６-２ 

社会福祉法人いわき福音協会 ホームヘルプステーションシャローム 

ＴＥＬ 0246（23）8722   ＦＡＸ 0246（25）5668 

（３） 受講申込みは「申込者名簿」に登載した年月日の順番とし、20番に達した時点で本講座の

受付を終了します。 

（４） 当法人は、受講申込受付時又は初回の講義時に、受講生より下記の公的証明書の原本の提

示を求め、本人確認を行うとともに、確認方法（公的証明書の種別）を記録し、保存する

ものとします。 

ア、運転免許証 

イ、健康保険証 

ウ、住民基本台帳カード 

エ、戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票 

※ただし、発行後 6ヶ月以内のもの 

オ、年金手帳 

カ、パスポート 

キ、在留カード 

ク、国家資格を有する者については、免許証又は登録証 

ケ、その他、県が適当と認める方法 

 

（科目の免除） 

第11条  科目の免除は該当しません。 

 

 

 

 



（修了の認定） 

第12条  修了の認定は、第７条に定めるカリキュラムをすべて履修し、次の修了評価を行っ

た上、修了認定会議において基準に達したと認められた者に対して行います。 

（１） 修了の評価は、福島県介護職員初任者研修事業実施要綱別紙 2に定める「修了時の評

価ポイント」に沿って評価を行います。 

（２） 修了評価は、全科目を履修したものに対して筆記試験により１時間以上実施します。 

なお、「研修カリキュラム表」の「９こころとからだのしくみと支援技術」内におい

て、介護に必要な基礎知識の理解度及び生活支援技術の習得状況の評価を、実技試験

も併せた方法により実施します。通信形式により履修する科目については、レポート

を期日までに提出し、点数制により評価します。 

（３） 認定基準は、次のとおり理解度の高い順にＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄの４区分で実施した上で、

Ｃ以上の評価の受講者を、評価基準を満たしたものとして認定します。評価基準に達

しない場合には、必要に応じて補講等を行い、基準に達した場合に修了と認定します。 

[認定基準（筆記試験）]（１００点を満点とします。） 

  Ａ＝９０点以上→「説明できる」（具体的に説明できるレベル） 

Ｂ＝８０～８９点→「概説できる」（だいたいのところを説明できるレベル） 

Ｃ＝７０～７９点→「列挙できる」（知っているレベル） 

Ｄ＝７０点未満 

[認定基準（実技試験）]  

  Ａ＝「利用者の状況に気を配り、安全安楽に手順に沿った介護ができる」 

Ｂ＝「安全安楽に手順に沿った介護ができる」 

Ｃ＝「手順に沿った介護ができる」 

Ｄ＝「手順に沿った介護ができない」 

[認定基準（通信形式）] （１００点を満点とします。） 

  点数制とし、70点未満は再試験とします。 

 

（研修出席者の取扱い） 

第13条 理由の如何にかかわらず、遅刻・早退した場合は、欠席とします。ただし、やむを得

ず欠席する場合には、必ず「欠席届」を提出するものとします。 

 

（補講の取扱い） 

第14条 研修の一部を欠席したもので、やむを得ない事情があると認められる者については、

補講を受講する事を認めます。 

2 補講できる単位は、第７条に定める別紙１「研修カリキュラム表」の科目又は項目ごと

に実施するものとします。 

3 補講の費用は、講義及び演習については１時間当たり 3,000円とし、補講前に現金で納

入するものとします。 

 

（受講の取消し） 

第15条 次の各号の一に該当する者は、受講を取消すことができます。 

（１） 学習意欲が著しく欠ける者 

（２） 就職意欲が欠ける者 

（３） 講師又は事務局の指示に従わない者 



（４） 研修の秩序を乱す者 

（５） その他受講者として遵守すべき事項から著しく逸脱した者 

 

（修了証明書の交付） 

第16条 第 12 条により修了を認定された者は、当法人において福島県介護職員初任者研修事

業実施要綱第 17条に規定する修了証明書及び修了証明書（携帯用）を交付します。 

 

（修了者管理の方法） 

第17条 修了者管理については、次により行います。 

（１） 修了者を修了者台帳に記載し、福島県が指定した様式に基づき福島県知事に報告しま

す。 

（２） 福島県介護職員初任者研修事業実施要綱第 17 条に規定する修了証明書及び修了証明

書（携帯用）の紛失があった場合には、修了者の申し出により再発行します。 

 

（情報の開示） 

第18条 福島県介護職員初任者研修事業実施要綱第２５条に規定する情報の公表に基づき、当

法人のホームページ（htpp:// i-fukuin.com）において情報開示を行います。 

 

（研修事業執行担当部署） 

第19条 本研修事業は、社会福祉法人いわき福音協会 ホームヘルプステーションシャローム

が執行します。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第20条 研修における個人情報の取り扱いについては、次の通りとします。 

（１） 受講者は、研修を受講する上で知り得た受講生及びその家族の個人情報を正当な理由

なく第三者に漏洩してはなりません。 

（２） 当法人は、当該研修実施により知り得た受講生等の個人情報について、厳正に管理し、

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。 

 

（施行細則） 

第21条 この学則に必要な細則並びにこの学則に定めのない事項で必要があると認められると

きは、当法人がこれを定めます。 

（受講に関する連絡先及び担当者） 

 社会福祉法人いわき福音協会 ホームヘルプステーション シャローム 

 〒970-8026 福島県いわき市平字杉平６-２ 

TEL 0246（23）8722   FAX 0246（25）5668 

      課程編成責任者：田中 敦子（たなか あつこ） 

      法人の苦情相談窓口・連絡先：本田 隆光（ほんだ たかみつ）TEL 0246（23）1903 

      事業所の苦情相談窓口・連絡先：田中 敦子（たなか あつこ）TEL 0246（23）8722 

 

（附 則） 

 この学則は、平成 29年 6月１日から施行します。 



別紙１

（学則第7条関係）

○研修カリキュラム表

時間数
うち通
学

うち通
信

3 0

3 0

就業への備えと研修修了後における継続的な研修
4 4 0

⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向け
た介護
⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立
に向けた介護
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向け
た介護
⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護
⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向け
た介護
⑪睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた
介護
⑫死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期
介護

⑬介護過程の基礎的理解

⑭総合生活支援技術演習

振り返り

②介護に関するこころのしくみの基礎的理解

③介護に関するからだのしくみの基礎的理解

④生活と家事

⑤快適な居住環境整備と介護

認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

家族への支援

障害の基礎的理解

障害の医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、か
かわり支援等の基礎的知識

家族の心理、関わり支援の理解

科　目　名

2.介護における尊厳の保持・自立支
援

3.介護の基本

4.介護・福祉サービスの理解と医療
との連携

①介護の基本的な考え方

高齢者と健康

認知症を取り巻く状況

医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

介護におけるチームのコミュニケーション

老化に伴うこころとからだの変化と日常

介護におけるコミュニケーション

1.職務の理解

6.老化の理解

7.認知症の理解

9

6

項　目　名

多様なサービスの理解

介護職の仕事内容や働く現場の理解

人権と尊厳を支える介護

自立に向けた介護

介護職の役割、専門性と多職種との連携

介護職の職業倫理

介護における安全の確保とリスクマネジメント

介護職の安全

介護保険制度

障害者総合支援制度及びその他制度

医療との連携とリハビリテーション

1.5 7.5

6 3

振り返り

3 0

9 2

44 10

8.障害の理解

9.こころとからだのしくみと生活支
援技術

11

54

10

3

5.介護におけるコミュニケーション
技術

10 0

3

3 3

6 06

1.5 7.5

3 3

6

9

6



（学則第9条関係）

○担当講師一覧
氏名 取得資格

(1)認知症を取り巻く状況

(2)医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

(3)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

(4)家族への支援

(11)睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

(12)死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護

(1)介護保険制度

(3)障がい者自立支援制度及びその他の制度

(1)多様なサービスの理解

(1)人権と尊厳を支える介護

(2)自立に向けた介護

(1)介護職の役割、専門性と多職種との連携

(2)介護職の職業倫理

(3)介護における安全の確保とリスクマネジメント

(4)介護職の安全

(2)医療との連携とリハビリテーション

(7)移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

(1)介護におけるコミュニケーション

(2)介護におけるチームのコミュニケーション

(1)老化に伴うこころとからだの変化と日常

(2)高齢者と健康

(1)障がいの基礎的理解

(2)障害の医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識

(3)家族の心理、かかわり支援の理解

(13)介護過程の基礎的理解

(14)総合生活支援技術演習

(1)振り返り

(2)就業への備えと研修修了後における継続的な研修

(1)介護の基本的な考え方

(2)介護に関するこころのしくみの基礎的理解

(3)介護に関するからだのしくみの基礎的理解

(4)生活と家事

(5)快適な居住環境整備と介護

(6)整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

(8)食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

(9)入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

(10)排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

介護福祉士

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

作業療法士

介護福祉士/介護支援専門員

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

菊地　美紀子

布施　裕孝

介護福祉士

介護福祉士

介護福祉士

橋本　東一

園部　陽奈
９．こころとからだのしくみと生活支援技術

菅野　みゆき
９．こころとからだのしくみと生活支援技術

鈴木　郁子 看護師

６．老化の理解

８．障がいの理解

菅野克信

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

１０．振り返り

修了評価

８．障がいの理解

石本　達哉

介護福祉士

先﨑　美穂子 介護福祉士

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

吉田　孔大

鯨岡　晋一

介護福祉士/介護支援専門員

介護福祉士

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

箱﨑　高子

１．職務の理解

社会福祉士

相澤　幸代

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携

理学療法士

本田　隆光

５．介護におけるコミュニケーション技術

志賀　美由紀

田中　敦子 介護福祉士

介護福祉士

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

２．介護における尊厳の保持・自立支援

３．介護の基本

担当科目/項目名

古谷　幸子

７．認知症の理解

看護師/助産師

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携

馬目　伸悟

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

看護師

社会福祉士
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