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一般社団法人　福知山民間社会福祉施設連絡協議会

介護・福祉人材養成センター
京都北部介護福祉士実務者研修課程

事務局
〒620－0836　京都府福知山市字大内3118番地

中六人部会館　2階

ＴＥＬ. 0773－45－3628
ＦＡＸ. 0773－45－3629
ＵＲＬ : http://www.fukushirenkyo.or.jp
【受付時間】平日 9:00～15:00（土日祝休）

研修期間 ６月７日㈫　～　12月 10日㈯
 ※スクーリング（演習）日時は、受講決定後に上記の期間内で日程調整いたします。

 Ａクラス　６月７日㈫　～　12月10日㈯
 Ｂクラス　６月10日㈮　～　12月10日㈯

研修内容 スクーリング　……　２科目 10日間
　　　　 通 信 教 育　……　最大　19科目

研修会場 京都府福知山市字大内３１１８番地　中六人部会館２階
　                        介護・福祉人材養成センター（駐車場あり）

募集定員 ６０名
 １講座あたり受講定員３０名とし、２クラスとする。

募集開始 令和４年４月１日㈮より

介護福祉士国家試験の受験資格を得る研修を通じて、介護福祉士として必要な専門知識

及び技術が習得できます。そのなかで、個人の個性を重んじた対人援助の基礎となる

理念、倫理の醸成を図ることにより、質の高い介護サービスを提供でき、かつ広く社会

福祉に貢献できる介護職員を養成することを目的としています。

当センターの実施する実務者研修の特徴

　京都保育福祉専門学院
の専任教員による充実し
た研修です。

１ 　介護福祉士に必要な専
門知識と専門技術が習得
できます。

2 　医療的ケア（喀痰吸引・
経管栄養等）の演習が修
了できます。

3

2022年度　介護福祉士実務者研修課程

一般社団法人 福知山民間社会福祉施設連絡協議会

介護・福祉・医療の現場で 働きながら無理なく資格が取れます♪
１．別紙の受講申し込み書に必要事項をご記入ください。

※提出いただいた個人情報書類は、実務者研修の入学手続き以外には一切使用いたしません。

２．申し込み時に、各種証明書（コピー）を添付ください。
　●　身分証明書（運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカードのどれか一つ）
　●　取得済みの資格証明書（無資格の方は必要ありません）

３．受講申し込みについては、①受講申し込み書、②各種証明書（コピー）、③返信用封筒（長形３号に 84円切手を
貼り、ご自分の住所氏名を記入したもの）を簡易書留にて郵送ください。

４．書類選考後、受講決定通知及び受講料納付書類を送付いたします。必要に応じて面接を行うことがあります。

５．受講決定通知及び受講料納付書類が届きましたら、指定の期日までに受講料の納入をお願いいたします。納付
書の控えは大切に保管ください。お支払いの証明となります。

　●　一括払いでお願いいたします。
お支払いは、受講決定通知に同封された受講料納付書類に基づき、銀行の窓口・ATM 等からお振り込みくだ
さい。

　●　受講料の納入が確認され、正式に受講が決定いたします。

受講申し込み方法

受講料のお支払い方法

厚生労働省指定

介護福祉士実務者研修を受けるメリット

①　介護福祉士国家試験の受験資格が得られます。

②　介護福祉士に必要な専門知識と専門技術が習得できます。

③　ヘルパー資格・介護職員初任者研修終了資格など、保有資格により
科目が免除され、受講料が減額されます。

④　実務経験に関係なく、誰でも受講できます。

今すぐ

平成 28 年度より、介護福祉国家試験の受験資格として、これまでの実務経験 3 年以上という
条件に加えて、「実務者研修」の受講が義務付けられました。
実務者研修は 6か月以上の受講期間の中で、通信教育と通学学習により受講します。

介護福祉士
実務者研修

とは？

募集要項



 人間の尊厳と自立 通信授業 ５ 
免除 免除

 社会の理解Ⅰ 通信授業 ５

 社会の理解Ⅱ 通信授業 30 30 30

 介護の基本Ⅰ 通信授業 10 免除 
免除

 介護の基本Ⅱ 通信授業 20 20  
免除

 コミュニケーション技術 通信授業 20 20 20

 生活支援技術Ⅰ 通信授業 20

 生活支援技術Ⅱ 通信授業 30 免除 免除

 介護過程Ⅰ 通信授業 20

 介護過程Ⅱ 通信授業 25 25 25 

 介護過程Ⅲ スクーリング 45 45 45 45

 発達と老化の理解Ⅰ 通信授業 10 10 10

 発達と老化の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20

 認知症の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10

 認知症の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 
免除

 障害の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10

 障害の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20

 こころとからだのしくみⅠ 通信授業 20 免除 免除

 こころとからだのしくみⅡ 通信授業 60 60 60

 医療的ケア 通信授業 50 50 50 50

 医療的ケア演習 スクーリング 16 16 16 16

　通信授業時間数  405 275 275 50

 　スクーリング時間数（日数） 61 61 61 61

　　合 計 履 修 時 間 数  466 336 336 111

 　９：００～１０：００ １時限目授業 １時間

 １０：１０～１２：１０ ２時限目授業 ２時間

休　　　憩

 １３：００～１４：００ ３時限目授業 １時間

 １４：０５～１６：０５ ４時限目授業 ２時間

 １６：１５～１８：１５ ５時限目授業 ２時間

＊あくまで、基本の時間割です。

通信科目は 19科目です。（取得資格によって異なります。）

科目の提出期限に合わせて提出課題に取り組みます。課題が完成したら介護・福祉人材養成センターに

提出してください。わからないところは、質問用紙を使って、講師に教えてもらうこともできます。

受講申し込み 2022 年 5月 10日㈫までに、受講申し込み書をご提出ください。（郵送または持参）
　　　　　　　　　　　　　　※実務者研修は実務経験に関係なく受講できます。

受講決定通知の受け取り 書類審査後、受講決定通知および受講料納付書類を送付いたしますので、期日までに
 　　　　　　　お支払いください。

受 講 料 納 入

受講スタート 初日は余裕を持って集合してください。

本研修を受講される方で、２０２３年３月末までに実務経験が

３年（証明要）以上ある方は、国家試験が受けられます。

申し込みは 8月末頃に締め切られますので、希望者はお早めに申し込みください

　　　　　　　　　　　　　　　 国家試験受験　毎年１月下旬に国家試験は開催されます。

修 了 認 定 受講科目を修了すると介護福祉士実務者研修の修了認定となります。

2022年度　受講スケジュールについてスクーリング日程

スクーリング１日の流れ

カリキュラムと修了認定科目

自宅学習（通信教育）

スクーリング科目は２科目です。（取得資格によって異なります。）

自分のクラスが決まりますので、クラスの日程に合わせて受講してください。医療的ケア演習については、さらにクラス分けを

行います。『スクーリング 1日の流れ』を確認し、遅刻することの無いように出席願います。

スクーリング（通学学習）

受講費用

   受講予定者が有する資格 受　講　料

 取得資格無　　　　　　　 １３０,０００ ～ ６５,０００円

 訪問介護２級資格　　　　 １００,０００ ～ ５０,０００円

 介護職員初任者研修修了者 １００,０００ ～ ５０,０００円

 訪問介護１級資格　　　　 　８０,０００ ～ ４０,０００円

 福祉即戦力人材養成修了者 　８０,０００ ～ ４０,０００円

履修科目 履修方法
取
得
資
格
無

初
任
者
研
修
修
了
者

訪問介護員
養成研修修了者

履 修 時 間 数

１
級
課
程

２
級
課
程

実務者研修と国家試験対策講座をセットにすると、

　●　福知山市内にある福祉施設に勤務されている方には、受講終了後
実費負担の半額の補助が受けられます。

　●　受講後３ヶ月以内に福知山にある福祉施設に勤務された方には、
１年間の勤務経過後、実費負担の半額の補助が受けられます。

※福知山市以外で勤務されている方は、最寄りの市町にお問い合わせください。

介護福祉士国家試験に高い合格率を誇る、京都保育福祉専門学院の

岡本学院長による講座です。豊富な実績であなたを合格に導いても

らえます。ぜひ受講をお勧めいたします。（費用は下記参照）

国家試験
対策講座

国家試験の受験資格を
確認しましょう。

5,000円 お得 !! 実務者研修の申し込みと同時に国家試験対策講座を申し込
まれた方には、通常 30,000 円の受講料を、25,000 円に
セット割引いたします。どうぞご利用ください。

受講料補助が受けられます !

Aクラス
介護過程Ⅲ（６日間）
６月　７日㈫・２１日㈫
７月　５日㈫・１２日㈫
８月　２日㈫・１６日㈫

演習
８月２４日㈬～１１月１１日㈮

（一人４日間実施）

Bクラス
演習

６月１０日㈮～８月１２日㈮
（一人４日間実施）

介護過程Ⅲ（６日間）
　８月２３日㈫
　９月　６日㈫・２０日㈫
１０月　４日㈫・１８日㈫
１１月　１日㈫


