
介護職員初任者研修 学則 

 

１．研修の目的 

研修は、介護職員初任者研修課程の習得をめざし、介護職員として職務に当たる上での 

基本姿勢、基礎的な意識・技術の習得に留まらず、より専門的な知識・技能を習得させ

ることを目標として、介護職員養成を行うことを目的とする。 

 

２．研修の名称 

  介護職員初任者研修 

 

３．事業所の名称・住所 

  宮崎市母子寡婦福祉協議会 

  宮崎市橘通西１丁目１番１号 宮崎市福祉部子育て支援課内 

 

４．指定番号 

 ・介護職員初任者研修 指定番号（ 45034 ） 

 

５．事業所の概要 

 ・事業所名称 宮崎市母子寡婦福祉協議会 

 ・市内を 26 地区に分け、地区ごとに「母子福祉相談員」を配置 

 ・宮崎市からの委託事業 

  日常生活支援事業 

  就業・自立支援センター事業 

  特別相談事業（法律相談） 

  生活支援講習会 

 ・宮崎市母子寡婦福祉研修大会 

 ・宮崎市母子寡婦福祉運動会 

 ・入学・卒業お祝い贈呈 

 ・母子世帯生活つなぎ資金貸付 

 ・連絡先 宮崎市福祉部子育て支援課内 0985-21-1765 

 

６．研修カリュキュラム 

  学則 別添１ 介護職員初任者研修カリキュラム 参照 

 

７．講義・演習室 

  講義・演習室    ライブビジネススクール 

  講義・演習場所   宮崎市江平西１丁目２番 24 号・27 号・28号 丸三ビル内 

            講義室・演習室 

  設 備   男女別トイレ、洗面、喫煙所、飲物自動販売機、プロジェクター、スクリ



ーン、ホワイトボード、流し台、荷物キャビネット、冷暖房完備 

教材備品  介護用ベッド×３、簡易トイレ×３、車いす×３、介護浴槽×３ 

 

８．実習施設 

  なし 

 

９．講義を通信の方法によって行う地域 

  通信カリュキュラムの講義及び演習の履修日に通学できる地域 

 

10.講師プロフィール（五十音順） 

【講師名】 【経 歴】 【資 格】 

朝倉 朋子 介護業務 9 年，介護福祉士 5 年 介護福祉士 

伊藤 久美 介護業務 15年，介護福祉士  8 年 介護福祉士 

上田 浩史 介護業務 16年，介護福祉士 15年 介護福祉士・理学療法士 

頴川 厚子 介護業務  5 年，介護福祉士  2 年 
介護福祉士・養護教諭・中学校教
諭二級普通免許 

長田 薫里 介護業務 11年，介護福祉士  7 年 介護福祉士 

上西窪 夏実 介護業務  9 年，介護福祉士  9 年 介護福祉士 

河野 一美 介護業務 19 年．介護福祉士 20年 介護福祉士 

小城 由紀 介護業務 6 年． 介護福祉士 6 年 介護福祉士 

﨑村 一童 介護業務 10年，介護福祉士 10年 介護福祉士 

前田 優 介護業務 ８年．介護福祉士 ８年 介護福祉士 

増田 登賜隆 介護業務 １６年．介護福祉士 １６年 介護福祉士 

安田 理香 介護業務  9 年，介護福祉士  9 年 介護福祉士 

 

11．使用するテキスト 

  「介護職員初任者研修課程テキスト」１～３ 日本医療企画発行 

 

12．研修修了の認定方法 

受講態度が良く、介護職員初任者研修の講義及び演習のすべてのカリュキュラムを履修

した者を修了評価の対象とする。修了評価は筆記試験を行い、下記評価基準を満たした

者を研修修了者として認定し、修了証明書を発行する。 

但し、修了評価不合格者については、再試験・再指導等を実施し再評価を行い、評価基

準を満たした受講生に対して研修修了者として認定し、修了証明書を発行する。 

《評価基準》 

（１）修了評価 70/100 点以上 

（２）添削問題 80/100 点以上（通信の場合） 

 

13.添削指導および面接指導の方法 



（１）添削指導 

 ① 通信で介護職員初任者研修を受講する場合 

  Ⅰ研修カリュキュラムの通信については定められた期間内に添削課題１～５を課して実

施する。 

  Ⅱ定められた期間内に 5 回分全ての添削課題を提出する。 

  Ⅲ添削課題の添削後返却し、80/100 点未満の者は定められた期間内に再度提出する。 

 ② 全日で介護職員初任者研修を受講する場合 

   なし 

（２）面接指導（講義） 

 ① 通信で介護職員初任者研修を受講する場合 

   テキストに沿って担当講師が教授する。 

 ② 全日で介護職員初任者研修を受講する場合 

   テキストに沿って担当講師が教授する。 

 

14.研修欠席者等に対する補講の方法 

 下記の（1）～（4）欠席理由において、受講者がやむを得ない事情によってカリュキ

ュラムの一部を受講しなかったときは、受講者と調整した補講日において、同等の知識

が得られる措置を講じる。 

（１）病気、怪我 

（２）天災地変、台風 

（３）交通機関等のストライキ 

（４）その他やむを得ない事由として認めるもの 

 

15.受講要件 

  ひとり親家庭の父・母および寡婦で、心身ともに健康で、訪問介護事業に従事しようと

する就業意欲のある方、若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする方。

年齢・性別・学歴不問 

 

16.募集方法 

 ・市HP ・市広報 ・ハローワークプラザ（マザーズサロン） ・ラジオ 

 ・宮崎県母子寡婦福祉連合会窓口 ・宮崎市子育て支援課窓口 

 

１７.受講手続 

  定められた期間内において、ハローワークプラザ（マザーズサロン）、宮崎県母子寡婦福

祉連合会窓口、宮崎市子育て支援課窓口で配布する「受講申込書、作文」を宮崎市子育

て支援課窓口に持参または郵送で申し込む。 

 

1８.受講料・補講に係る費用など受講者が負担する一切の費用及びその支払い方法 

（１）受講料 ０円、（テキスト代 6,４８0円受講者負担） 



（２）テキストの支払方法は、研修入校日に現金支払い。 

 

19.解約条件および返金の有無 

  解約条件及び返金は特になし。 

 

20.受講中の事故等への対応 

  研修中の傷害事故及び賠償事故に備え、指定の保険（ボランティア行事用保険）に加入

することとする。 

 

21.個人情報の取扱い 

  学則‐別添 2 個人情報取扱いについて 参照 

 

22.情報開示を行うホームページ URL 

  http://www.kusunoki-kai.co 

 

23.研修責任者の役職・氏名および連絡先 

 研修責任者： 会長 清水 妙子 

 〒880-0824 

 宮崎県宮崎市大島町笹原 2019 

 TEL：0985-27-7385 

 

24 研修担当者の役職・氏名および連絡先  

 研修担当者： 事務局 佐伯 孝子 

 〒880-8505 

 宮崎県宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 1号  

 TEL：0985-21-1765 FAX：0985-27-0752 

 携帯：090-1364-9137 

  

25.法人苦情対応者の役職・氏名および連絡先  

法人の苦情対応者：宮崎市福祉部子育て支援課 家庭福祉係長 田中 浩三 

 〒880-8505 

 宮崎県宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 1号  

 TEL：0985-21-1765 FAX：0985-27-0752 

 

26.事業所の苦情対応者の役職・氏名および連絡先 

 事業所の苦情対応者： 副会長 綾部 澄子 

 〒88９-1602 

 宮崎県宮崎市清武町今泉丙 1704-3 

 TEL：0985-85-0510 

http://www.kusunoki-kai.co/


 

27.その他研修に関する必要事項 

 その他研修に関する必要事項については、必要に応じ別途定める。 

 

[附則] 

この学則は、平成 26年 8 月 1０日から施行する。ただし、研修内容に変更および追加等が

あった場合改訂更新する。 

[附則] 

この学則は、平成 2７年 8 月 1 日から施行する。ただし、研修内容に変更および追加等があ

った場合改訂更新する。 

[附則] 

この学則は、平成 2７年 10 月 16 日から施行する。ただし、研修内容に変更および追加等

があった場合改訂更新する。 

[附則] 

この学則は、平成 2８年７月２７日から施行する。ただし、研修内容に変更および追加等が

あった場合改訂更新する。 

 

 

 

   


