はじめて学ぶ福祉のお仕事（生活援助者従事者研修：通学）学則
ア 目

的

少子高齢社会において介護ニーズが高まる中、その担い手となる人材の不足が社会問題とな
っている。このような状況を鑑み、社会のニーズに応えるため介護に関する基本的な知識や技術
をもつ人材の育成がとりわけ重要である。
このような状況から当研修を開催し、受講する者は社会福祉の向上に寄与するものとしての自
覚を持ち、社会ニーズに応えるサービス従事者として必要な知識や技術を習得に励むため、以下
の学則を守り研修に臨むこととする。

イ 研修事業の名称
はじめて学ぶ福祉のお仕事（生活援助従事者研修）と称する

ウ 実施場所
淡路市北淡総合福祉センター（656-1741 淡路市浅野南2-40 TEL0799-82-0922）

エ 研修期間
令和2年3月12日（火）～

4月21日（火）のうち概ね10日間

オ 研修カリキュラム
別紙記載の通り

カ 講師氏名
別添：講師一覧表の通り

キ 研修修了の認定方法
筆記試験 42問中30問の正答で合格
・正答数38問以上

A評価

・正答数30問以上36問以下 C評価

・正答数34問以上37問以下 B評価
・正答数29問以下

D評価（再評価）

※ D評価の場合は、補講を行い再試験を実施する

ク 受講資格
目的を理解し、福祉業界への就職もしくは介護技術・知識の習得を希望する者。

ケ 受講手続（募集要領等）
受講希望者は、受講開始前日までに所定の受講必要書類を提出するものとし、定員に成

り次第締め切る。
① 申込書 ② 身分証明書の写し

コ 受講料・実習費
生活支援従事者研修： 35,000円（テキスト、授業料、消費税込み）

サ その他
① 服 装
社会人としての身だしなみに留意し、演習等の妨げにならないような服装であれば
差し支えないものとする。
② 研修カリキュラムの履修
各課程におけるカリキュラムはすべて履修するものとする。但し、やむえない事情
により受講出来ない時などは事前に連絡をし、指示を仰ぐ事とする。全て履修したも
のにのみ修了証書を授与する。
③ 受 講
当研修は原則として全科目を受講しなければならない。未受講科目がある者は研修
期間内に補講を行い、全科目修了するものとする。
④ 研修テキスト
「生活援助従事者研修テキスト（中央法規）」
⑤ 受講の確認
当研修を受講確認は、研修担当者が受講開始前・終了後に毎回実施する。
⑥．その他
学則にない事項は別途指示する。

時間数

令和2年3月12日（木）

令和2年3月17日（火）

令和2年3月19日（木）

令和2年3月24日（火）

令和2年3月26日（木）

令和2年3月31日（火）

令和2年4月2日（木）

令和2年4月7日（火）

令和2年4月9日（木）

令和2年4月14日（火）

令和2年4月21日（火）

開校式

10：00～11：00

1-①

1

多様なサービスの理解

津名やすらぎの里
管理者 西條 秀明 さん

11：00～12：00

1-②

1

介護職の仕事内容や働く現場の理解

津名やすらぎの里
管理者 西條 秀明 さん

13：00～15：00

2-①-1

2

人権と尊厳を支える介護（1）

（株）エール居宅介護支援事業所
介護支援専門員 高島 正人 さん

15：05～17：05

2-①-2

2

人権と尊厳を支える介護（2）

（株）エール居宅介護支援事業所
介護支援専門員 高島 正人 さん

10：00～12：00

2-②

2

自立に向けた介護

ほのぼのケアセンターヘルパー派遣部
管理者 向所 健一 さん

13：00～14：30

4-①

1.5

介護保険制度の基本

ほのぼのケアセンターヘルパー派遣部
管理者 向所 健一 さん

14：30～15：00

4-②

0.5

介護と医療との連携

ほのぼのケアセンターヘルパー派遣部
管理者 向所 健一 さん

15：05～16：05

4-③

1

障害者福祉制度の基本とその他制度

ほのぼのケアセンターヘルパー派遣部
管理者 向所 健一 さん

10：00～11：00

3-①

1

介護の専門性と多職種連携

ゆうらぎデイサービスセンター
管理者 河本 賢一 さん

11：00～12：00

3-②

1

職業倫理

ゆうらぎデイサービスセンター
管理者 河本 賢一 さん

13：00～15：00

6-②

2

高齢者に多い病気と症状

(株)スマイルサポート
訪問介護員 谷山 里美 さん

10：00～12：00

5-①-1

2

コミュニケーションの基本（1）

淡路日の出農業協同組合
サービス提供責任者 橋形 さゆり さん

13：00～15：00

5-①-2

2

コミュニケーションの基本（2）

淡路日の出農業協同組合
サービス提供責任者 富田 明巳 さん

15：05～17：05

5-②

2

職員同士のコミュニケーション

淡路日の出農業協同組合
サービス提供責任者 南 幹子 さん

10：00～12：00

7-①
7-②

2

障がいのある人の生活の理解

淡路市社会福祉協議会
事務局次長 岩城 和志 さん

13：00～14：00

7-③

1

家族への支援

淡路市社会福祉協議会
事務局次長 岩城 和志 さん

14：05～16：05

6-①

2

老化によるこころとからだの変化

淡路市地域包括支援センター
保健師 富本 恵梨 さん

10：00～11：00

3-③

1

安全の確保

訪問ステーションてとてと洲本
訪問看護師 鎌倉 史雄 さん

11：00～12：00

3-④

1

健康管理

訪問ステーションてとてと洲本
訪問看護師 鎌倉 史雄 さん

13：00～15：30

6-③
6-④

2.5

認知症の基礎知識

淡路市地域包括支援センター
保健師 井上 詩織 さん

15：35～17：05

6-⑤

1.5

認知症によるこころとからだの変化

淡路市社会福祉協議会 いづかしの杜
職業指導員 藤本 由美 さん

10：00～11：00

6-⑥

1

家族への支援

淡路市社会福祉協議会
福祉活動専門員 永田 美和 さん

11：00～11：30

9-①

0.5

介護の基本的な考え方

淡路市社会福祉協議会
福祉活動専門員 永田 美和 さん

12：30～15：30

9-②

2

こころのしくみ

淡路市地域包括支援センター
保健師 大杖 千波留 さん

10：00～12：00

9-③-1

2

からだのしくみ（1）骨格まで

淡路市社会福祉協議会
参事 森 孝宏 さん

13：00～16：00

9-③-2

3

からだのしくみ（2）ボディメカニクス～看取り

淡路市社会福祉協議会
参事 山中 健吾 さん

10：00～12：00

9-④-1

2

生活と家事（1）

聖隷ヘルパーステーション淡路
管理者 東根 三恵子

13：00～15：00

9-④-2

2

生活と家事（2）

ゆうらぎ訪問介護ステーション
訪問介護員 森野 陽子 さん

15：05～16：35

9-⑤

1.5

住環境の整備

淡路市社会福祉協議会
介護支援専門員 形田 正人 さん

10：00～12：00

9-⑥-1

2

移動・移乗の介護の基本（1）

(株)スマイルサポート
訪問介護員 伊藤 友理 さん

13：00～15：00

9-⑦-1

1.5

食事の介護の基本（1）

ゆうらぎ訪問介護ステーション
管理者 潤井 裕子 さん

15：05～16：05

9-⑦-2

1

食事の介護の基本（2）

ゆうらぎ訪問介護ステーション
管理者 潤井 裕子 さん

16：05～17：05

9-⑧

1

睡眠の介護の基本

淡路市地域包括支援センター
主任介護支援専門員 山本 佳子 さん

10：00～11：30

9-⑨

1.5

終末期の介護の基本

淡路市地域包括支援センター
看護師 南 陽子 さん

12：30～14：30

10-①
10-②

2

振り返り

淡路市地域包括支援センター
主任介護支援専門員 馬場 美穂 さん

14：45～15：15
15：20～15：30

0.5

終了評価（テスト）

修了式

