
ハロートレーニング（求職者支援訓練）

KENSHOKAI

実  践  コ  ー  ス

訓練期間

訓練時間

訓練会場

定　　員

受  講  料

募集期間

訓練目標
（仕上がり像）

訓練実施機関

訓練修了後に取得できる資格

令和４年２月１６日㈬～令和４年４月１５日㈮
９時30分～16時20分
　　　　　　　

10名

無料

令和３年１２月１７日㈮～令和４年１月１７日㈪

訓練コース番号：5-03-36-002-05-0096

社会福祉法人 健祥会

                 介護職員初任者研修課程修了

介護職員初任者研修とは

従来、訪問介護員養成研修２
級課程（ヘルパー２級）の介護
の資格が、平成25年から「介
護職員初任者研修」という名
称になりました。
介護保険制度のしくみや職場
の種類やサービスの内容、認
知症への理解などについての
知識や、実際に介護を行う際
に必要な技術を学べます。

老人保健施設 健祥会シェーンブルン
TEL.0883-82-6200 担当者/前田
〒779-4703  三好郡東みよし町中庄1369番地1
FAX.0883-82-6450  schon@kenshokai.group
受付時間/9:00～17:00（月～土）

＊三好市と徳島労働局の雇用対策協定に基づき実施する訓練です。　

選　考　日 ：令和４年１月26日㈬（午前10時～）
選 考 方 法 ：面接・作文
結果通知日 ：令和４年２月１日㈫

選考場所 ：特別養護老人ホーム ひかり
                      （裏面参照）
持  参  物 ：筆記用具

特別養護老人ホームひかり
社会福祉法人健祥会

三好市池田町 （裏面参照）

訪問介護や施設介護に必要な基礎知識及び基本技能・技術を習得し、
訪問介護職や施設介護職等の仕事に従事する。

介護職員初任者研修  科
開講のお知らせ

（
２
か
月
）

この訓練は
求職活動中の
方が対象の
訓練です。

・訓練終了後に10分程度掃除があります
・実習先の都合により時間を変更することがあります ２ヶ月で

資格を取得
できます!!

・教科書代 5,500円（税込み）
・企業実習に係る交通費が別途発生

住居所を管轄するハローワークにて
受講申込みをしてください。

●お問い合わせ先及び受講申込書の提出先

●申し込み先

三野病院●

至池田

至池田
至徳島

江口駅

三加茂駅

至鳴門

吉野川

県道12号

健祥会たんぽぽ マリア・テレジア

健祥会シェーンブルン
受講申込書提出先

＊この訓練は厚生労働大臣認定の公的職業訓練です。



カリキュラム
科目 科目の内容 訓練時間

学
　
　科

職務の理解 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 ８時間

安全衛生 心身の健康管理、整理整頓の原則、介護現場の安全 １時間

介護における尊厳の保持・自立支援 人権と尊厳を支える介護、自立に向けた介護 12時間

介護の基本 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 ９時間

介護・福祉サービスの理解と医療との
連携

介護保険制度、障がい者福祉制度及びその他の制度、医療との連携と
リハビリテーション 12時間

介護におけるコミュニケーション技術 介護におけるコミュニケーション
介護におけるチームのコミュニケーション ９時間

障がいの理解
障がいの基礎的理解、障がいの医学的側面、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、かかわり支援の
理解

6時間

認知症の理解 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、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 ９時間

老化の理解 老化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康 ９時間

こころとからだのしくみと生活支援技術
（基本知識）

介護の基本的な考え方、介護に関するこころのしくみの基礎的理解、
介護に関するからだのしくみの基礎的理解 18時間

高齢者虐待・身体拘束防止 高齢者虐待・身体拘束に関する基礎知識 ３時間

日常生活でのリハビリテーション 日常生活上におけるリハビリテーション ３時間

高齢者の口腔ケア 高齢者の身体と口腔ケア ３時間

リスクマネジメント 高齢者施設におけるリスクマネジメント ６時間

高齢者施設におけるBCP（事業継続計画） 災害時等における事業継続計画 ６時間

初任者研修修了試験・修了評価 筆記試験
（介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験） ４時間

企業実習の心得 企業実習を行う際の注意点及び心得 ２時間

振り返り 振り返り、就業への備えと研修修了後における継続的な研修 ６時間

実
　
　技

こころとからだのしくみと生活支援技術
（生活支援技術）

生活と家事、快適な居住環境整備と介護、こころとからだのしくみと
自立に向けた介護（整容、移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排
泄、睡眠、終末期介護）

60時間

こころとからだのしくみと生活支援技術
（生活支援技術演習） 介護過程の基礎的理解、総合生活支援技術演習 18時間

企 業 実 習 18時間

訓練時間総合計/222時間 学科/126時間 実技/78時間 企業実習/18時間
実習先の都合により時間を変更することがあります

（訓練実施施設）
社会福祉法人健祥会

特別養護老人ホーム ひかり
〒778-5251　三好市池田町白地本名194番地8
TEL.0883-74-1005
無料駐車場10台有り　

●新型コロナウイルス感染症防止対策（検温、マスク着用、手洗い場にせっけんの常備、入口等に消毒液を設置、手洗い及び消毒方法の掲示、
　こまめな換気、可能な限り間隔を空けた座席レイアウト、共用部分の定期的な消毒等）に取り組んでいます。
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カリキュラム
科目 科目の内容 訓練時間

学
　
　科

職務の理解 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 ８時間

安全衛生 心身の健康管理、整理整頓の原則、介護現場の安全 １時間

介護における尊厳の保持・自立支援 人権と尊厳を支える介護、自立に向けた介護 12時間
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障がいの理解
障がいの基礎的理解、障がいの医学的側面、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、かかわり支援の
理解

6時間

認知症の理解 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、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 ９時間

老化の理解 老化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康 ９時間

こころとからだのしくみと生活支援技術
（基本知識）

介護の基本的な考え方、介護に関するこころのしくみの基礎的理解、
介護に関するからだのしくみの基礎的理解 18時間

高齢者虐待・身体拘束防止 高齢者虐待・身体拘束に関する基礎知識 ３時間

日常生活でのリハビリテーション 日常生活上におけるリハビリテーション ３時間

高齢者の口腔ケア 高齢者の身体と口腔ケア ３時間

リスクマネジメント 高齢者施設におけるリスクマネジメント ６時間

高齢者施設におけるBCP（事業継続計画） 災害時等における事業継続計画 ６時間

初任者研修修了試験・修了評価 筆記試験
（介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験） ４時間

企業実習の心得 企業実習を行う際の注意点及び心得 ２時間

振り返り 振り返り、就業への備えと研修修了後における継続的な研修 ６時間

実
　
　技

こころとからだのしくみと生活支援技術
（生活支援技術）

生活と家事、快適な居住環境整備と介護、こころとからだのしくみと
自立に向けた介護（整容、移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排
泄、睡眠、終末期介護）

60時間

こころとからだのしくみと生活支援技術
（生活支援技術演習） 介護過程の基礎的理解、総合生活支援技術演習 18時間

企 業 実 習 18時間

訓練時間総合計/222時間 学科/126時間 実技/78時間 企業実習/18時間
実習先の都合により時間を変更することがあります

（訓練実施施設）
社会福祉法人健祥会

特別養護老人ホーム ひかり
〒778-5251　三好市池田町白地本名194番地8
TEL.0883-74-1005
無料駐車場10台有り　

●新型コロナウイルス感染症防止対策（検温、マスク着用、手洗い場にせっけんの常備、入口等に消毒液を設置、手洗い及び消毒方法の掲示、
　こまめな換気、可能な限り間隔を空けた座席レイアウト、共用部分の定期的な消毒等）に取り組んでいます。
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特別養護老人ホーム ひかり
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