
介護の仕事をお考えの皆様におすすめ!! 受講指示者対象訓練

平成29年度 公共職業訓練等（介護労働講習）

実務者研修
受 講 者 募 集 中 !!

★「実務者研修修了」の資格が得られます!!
「実務者研修修了者」は、介護職の資格の中で、介護福祉士に次ぐ上級資格者であり、
介護現場で「サービス提供責任者」になることができるため、就職にも有利です。

★ 介護福祉士(国家資格)を目指して学べます!!
介護福祉士の資格取得を目指す場合、従来の「介護に係る実務経験３年以上」に加え、平成29年１月実施の
国家試験から「実務者研修修了」が必須受験要件となりました。まさに今、受けるべき研修と言えるでしょう。

★ 初めて介護について学ぶ人に対応したわかりやすいカリキュラムです!!
基本の知識や技術から専門的な内容に至るまで，経験豊富な講師陣とともに６ヶ月学びます。介護職としての仕事の
幅が増やせる医療的ケア（たんの吸引や経管栄養）についても学びます。

★ 抜群の実績を持つ当センターは就職サポートも万全です!!
当センター長年の離職者訓練の実績を元に、オリジナルカリキュラムである就職支援等の時間を有効に使いながら
介護現場への就職を応援します。（介護労働安定センター全国47支部の平均就職率：９０％以上）

募集期間 平成２９年 ３月２１日（火） ～ ５月１７日（水） 募集定員 ４６名

平成２９年 ６月１日（木） ～ １１月１０日（金） 【105日間】

講習期間 【時間】10:00～16:30 ※ 土日祝日およびお盆の期間(8/5～16) は休み。
※ 講習時間は日によって異なる場合があります。

講習場所 ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金３丁目1-10）※ＪＲ静岡駅南口から徒歩約25分

ＪＲ静岡駅からバスで約10分（静岡駅北口⑪番バス停→『南郵便局ツインメッセ前』下車）

・ 雇用保険受給資格者で、開講日(6月1日)時点で残日数が一定以上ある方
受講対象 ・ 介護分野への就職希望者で、全日程を欠席なく受講できる方

・ 職業相談等を積極的に行っており、研修修了後すぐに就職できる方

講習費用 受講料は無料 ※ ただし、テキスト代(12,400円)、講習保険料(3,150円)、健康診断料(約2,700円)が必要

実務者研修450時間に加え、実践講習、就職支援、介護現場実習等による合計625時間の
講習内容 講習です。介護分野への就職に役立つ知識と技術を学びます。

（カリキュラムに設定された時間内でレポート課題の提出や、科目ごとの修了評価試験があります。）

応募方法 受講を希望される方は『公共職業訓練等受講申込書』に必要事項を記入（写真貼付）
の上、募集期間内に管轄のハローワーク窓口にご提出下さい。

選考(作文・面接)を実施します。受講申込された方は必ずご出席下さい。(改めて案内は出しません)

【日時】平成29年5月22日(月) 9:00 ～ ハローワーク静岡で申込んだ方
13:00 ～ 中西部(焼津以西)のハローワークで申込んだ方

選 考 平成29年5月23日(火) 9:00 ～ ハローワーク清水で申込んだ方
13:00 ～ 東部(富士以東)のハローワークで申込んだ方

【場 所】静岡労政会館 ５Ｆ 研修室（静岡市葵区黒金町5-1）※ＪＲ静岡駅北口から徒歩10分

【持ち物】８２円切手（合否通知関係書類郵送用）、筆記用具

【結 果】選考結果は５月２５日（木）発送文書で本人に通知します。

（公財）介護労働安定センター静岡支部
講習内容に関するお問合せ先 静岡市葵区日出町2-1 田中産商第一生命共同ビル２Ｆ

TEL 054-252-0222 http://www.kaigo-center.or.jp/

受講申込に関するお問合せ先 お住まいの住所を管轄しているハローワークの公共職業訓練担当

介 護 福 祉 士

国 家 試 験 の

必須受験要件

となる資格です!!

受講料

無料!!



実務者研修を含む『介護労働講習』の特色

介護労働安定センターが実施する「介護労働講習」は、他分野から介護分野への
円滑な労働移動を促進し、かつ質の高い介護人材の育成を目的として、実務者研修、
実践講習、介護現場実習など総講習時間625時間(通学方式の105日間)で構成されています。
本講習の受講により、介護職に必要な対人援助の基本的な視点と理念、介護の基本的な
知識・技術から、専門的な実践力の習得とともに、介護福祉士受験資格も取得できます。

介護労働講習６２５時間 《実務者研修》
実務者研修の科目は、従来の養成研修

実務者研修 (450時間) とは異なり、「医療的ケア」、「介護過程」
「こころとからだのしくみ」等、介護福祉士

・人間の尊厳と自立 養成課程の科目を体系的に学習します。
・社会の理解Ⅰ なお、実務者研修は修了評価（筆記試験・
・社会の理解Ⅱ 実技試験）を厳正に行うこととされ、一定の
・介護の基本Ⅰ 能力に達した者に対してのみ修了証明書を
・介護の基本Ⅱ 発行します。
・コミュニケーション技術
・生活支援技術Ⅰ 《実践講習》
・生活支援技術Ⅱ 介護現場で必要となる知識や技術について
・介護過程Ⅰ 学びます。具体的には、接遇マナー、
・介護過程Ⅱ 福祉レクリエーションなど、より実践的な
・介護過程Ⅲ 学習内容です。
・発達と老化の理解Ⅰ
・発達と老化の理解Ⅱ 《補足講習》
・認知症の理解Ⅰ 介護現場の実際について、施設や事業所
・認知症の理解Ⅱ の担当者等から説明を受けて学びます。
・障害の理解Ⅰ また、就職に向けて特に重要な介護技術に
・障害の理解Ⅱ ついて復習し、技術の定着を図ります。
・こころとからだのしくみⅠ
・こころとからだのしくみⅡ 《介護現場実習》
・医療的ケア（講義） 実務者研修には設定されていない現場
・医療的ケア（演習） 実習を行うことで、より深く介護を学ぶ

だけではなく、適正な就職へのマッチング
（就職支援）の効果が期待できます。

介護労働に必要なオリジナル講習 (175時間) 《レポート課題解答》
介護労働安定センター独自のレポート課題を

・実践講習 作成し、講習中にレポート課題解答の
介護職員の接遇マナー 時間を設定してフォローしていきます。
介護職員の自覚と健康管理 自宅においてのレポート作成及び解答の
レクリエーション技術 必要はありませんが、予習は必要です。
医学関連の基礎知識
社会保障制度の理解 ★ 実務者研修の修了後は、
介護過程の実際 実務者研修修了者＝(ヘルパー資格の中の
生活支援技術 最上級資格者）として、介護サービスに
障害者支援技術 従事できます。

・補足講習
安全衛生の実際 ★ この介護労働講習では、
介護現場の実際 介護福祉士を目標に実務経験を積み、
介護技術の復習 介護福祉士の受験資格を得ることを前提

・介護現場実習 としたカリキュラムを設定しています。
・就職支援
・レポート課題解答 ★ 介護労働安定センターではレポートの

添削から就職支援まで、介護労働講習
全体のサポートを行います。

★ 「実務者研修」修了者のメリット
・３年以上介護業務に従事することにより、介護福祉士国家試験の受験資格が得られます。
・訪問介護事業所で、サービス提供責任者になることが可能となります。(就職に有利）

平成27年度、当センター静岡支部 実務者研修修了生の就職率は97.5％でした!!
（平成28年度の研修修了後３ヶ月時点の就職率は86.4％でした。 ※３月１日までの集計結果）



よくある質問（Ｑ＆Ａ）

Ｑ１．講習はどのくらいありますか？ 内容は？

受講期間は６ヶ月で、日数は１０５日間です。講習内容は、実務者研修４５０時間、実践
講習等１７５時間で構成されていて、講義、演習（グループワーク、ロールプレイ等）、実技
（介護技術、医療的ケア）、実習等の時間があります。また、就職相談会なども実施します。

Ｑ２．費用はどのくらいかかるのですか？

受講料は無料です。テキスト代(12,400円)と講習時の傷害・賠償責任保険料は自己負担と
なります。この保険料は受講生の皆さんが通学途上、講習の最中、実習時に怪我などした
場合の保険料で、必ず全員に加入いただいております。保険料は講習日数105日に30円を乗じた
3,150円で、講習初日に講習会場でお支払いいただきます。

Ｑ３．健康診断は受けないといけないのですか？

必須です。実習先にはお年寄りや障害のある方、抵抗力の弱い方も多くいらっしゃいます。
そういった実習先に入るには、感染症の疑いがないことを証明する必要があるのです。
ご理解とご協力をお願いします。なお、費用は自己負担(2,700円程度)です。

Ｑ４．病気などで講習を休んだ場合はどうなるのですか？

介護労働講習は受講指示された方を対象とし、職業訓練として実施しますので原則欠席は
認められません。受講指示期間内の全日程を全て履修しなければ修了証書を交付することが
できません。このため、介護労働講習を受講する際には、体調管理はもちろんのこと、
個々人の日程を調整し、全科目を出席するようにしてください。なお、やむを得ず欠席した
場合には「補講」の対応を検討します。

Ｑ５．レポート、宿題はありますか？

あります。毎日の予習・復習がとても大切になります。予習として講義前にテキストを
読んでおく習慣をつけましょう。
レポート課題については自宅で予習を行っていただきますが、講習時間中に別途、解答
時間を設けますので、その時間で解答していただきます。

Ｑ６．修了評価試験は難しい？

介護労働講習のうち、実務者研修の科目には研修終了時に知識や技術の修得度を確認する
ための修了評価試験があります。試験問題は教科書の中から出題されますので、しっかり
授業を受けて、予習・復習を着実に行ってください。
特に、介護実技の修了評価試験は、ほとんどの方は初めての経験でしょう。ＤＶＤを見て
自分でイメージトレーニングすることで効果はアップします。

Ｑ７．研修期間中の服装は？

長時間座っていることも多いので、楽な服装がよいでしょう。介護実技や実習時には
介護に適した動きやすい服装（運動靴、ジャージ、ポロシャツ等）を用意して頂きます。
もちろん、既にお持ちのもので結構です。

Ｑ８．クラスに慣れるでしょうか？

既に実施したコースでは、１８歳から６０歳以上までの様々な年齢や職種の方がいらっしゃい
ました。男性よりも女性の方が多く、お互い面識のない方ばかりです。
通学制の大きなメリットは受講生同士の交流ができることです。「介護」は
コミュニケーションが大切です。お互いに声を掛け合い、同じ目的達成の
ために励ましあって頑張りましょう！ ６ヶ月が終わる頃には、皆さんが
かけがえのない仲間になっているはずです。



介護人材の養成体系と介護福祉士資格取得方法の見直し

【過去のキャリアパス】 【今後の介護人材キャリアパス】 ★ 介護人材キャリアパスの整備
介護分野には現在、ヘルパー
１級と２級、介護職員基礎研修、

介 護 福 祉 士 認定介護福祉士 介護福祉士など、様々な研修・
資格が存在しています。
そこで、介護人材を安定的に

介護職員基礎研修 確保し、介護現場を魅力ある職場
修了者 見 とするために、キャリアパスが

介 護 福 祉 士 整備され、新しく実務者研修
直 が設けられました。

ホームヘルパー
１級修了者 し 《 実務者研修 》 ★ 研修制度の見直し

平成25年度からヘルパー研修
２級が介護職員初任者研修へ

ホームヘルパー 初任者研修修了者 移行し、介護職員基礎研修及び
２級修了者 (ホームヘルパー２級相当) ヘルパー１級が実務者研修に

集約されました。

★ 介護福祉士資格取得方法の見直し
介護福祉士の制度は昭和63年に創設されましたが、質的向上を図る必要性があるとの観点から
国家試験を受験するには、従来の「介護実務経験３年以上」に加え、平成29年1月の国家試験から
「実務者研修の修了」が必須の受験要件になりました。

《面接会場》静岡労政会館 （静岡市葵区黒金町5-1）ＪＲ静岡駅北口から徒歩10分

《講習会場》

両会場とも、無料の駐車場は

ありません。公共交通機関を

ご利用いただくか、車の方は

有料駐車場にお願いします。
なお、駐輪場はあります。

ツインメッセ静岡
（静岡市駿河区曲金３丁目1-10）

ＪＲ静岡駅南口から2.3㎞

バスの場合、ＪＲ静岡駅北口⑪番
乗り場から「登呂コープタウン行き」
乗車→『南郵便局ツインメッセ前』
下車 約10分


