
平成２９年度介護職員初任者研修（Ⅰ）養成事業 ≪社協ホームページ情報掲載内容≫ 

 

※掲載内容は平成 29 年 4 月時点での情報になります。開催都合の関係上、日程・場所・講師等の

変更により、掲載内容と異なる場合があります。ご了承ください。 

 

研修機関

情報 

法人情報 法人名称 社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会 

代表者名 会長  難 波 玉 記 

法人理念 「おだがいさまのまちづくり」 

 １．みんなで支え合い、人にやさしいまちをつくります 

 ２．誰もが自分らしく暮らすための福祉サービスに努めます。 

 ３．人を大切にし、やりがいのもてる職場を目指します。 

研修機関

情報 

事業所名称 社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会 

介護職員初任者研修（Ⅰ）養成事業 

住所 山形県鶴岡市泉町 5-30 

学則 ★① 

研修施設 ・鶴岡市中央公民館 

・鶴岡ふれあいプラザかたりあい 

・地域福祉センターなえづ 

研修事業

情報 

研修の概

要 

対象 

 

・介護職として活動しようとしている健康で熱意のある鶴岡市 

在住者及び近隣市町村在住者 

・全研修課程に出席が可能な方 

研修日程 ★② 

※都合により、日程等が変更になる場合があります。ご了承く

ださい。 

定員 ・２０名 

指導者数 ・４８名（予定） 

研修受講ま

での流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮申込み期間の間、鶴岡市社会福祉協議会本部または最寄りの

福祉センターで仮申込みの受付を行います。その後説明会で最

終申込み手続きを行い、正式受講申込みとなります。 

万一、定員を超える仮申込みがあった場合は、説明会で抽選会

を行います。先着順ではありません。 

 ＊仮申込み期間・受付時間 

平成２９年５月１５日（月）～１９日（金） 

   ９：００～１７：００の間 

 ＊受講説明会・開催日時 

   平成２９年５月１９日（金）１８：００～ 

   場所については、仮申込みの際にお知らせします。 

費用 ★③ 

受講ご希望

の皆様へ 

「介護職として働きたい方!!」「将来に向けて介護技術を身につ

けたい方!!」などなど、資格取得後に“介護職として活躍した

い”という熱意のある方を大歓迎いたします。どうか、この機

会に挑戦してみませんか？ 



課程責任

者 

課程編成責

任者名 

社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会 

事業推進課 本間 志保子 

課程編成責

任者の現職・

資格 

≪現職≫ 

 事務局 事業推進課課長 

           

≪資格≫ 

 ・社会福祉主事任用資格 ・社会福祉施設長資格 

研修カリ

キュラ 

ム 

科目別 

シラバス 

★④ 

科目別担当

講師名 

★⑤ 

修了評価の

方法 

１．演習及び実習の実施状況や理解度を該当する各項目の演習

担当講師より判定し、技術評価区分を定める。 

２．全課程の受講完了後に筆記試験（１時間）を実施し、知識

評価区分を定める。 

３．技術および知識評価区分を総評して、当事業が定める評価

基準を満たした者について合格とし、研修修了を認める。 

※詳細は学則の「６．研修修了の認定方法」を参照。 

【注意事項】 

判定の結果、修了と認められなかった者への受講料その他研修

にかかった全費用については一切返金・弁償等を行いません。

予めご了承ください。 

 実習施設 協力実習機

関の名称・所

在地・概要等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

実習機関名 ＵＲＬ 実習担当者名 

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたかだて ★⑥ 佐々木ゆかり 

なえづ老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ★⑥ 齋藤 豊 

とようら老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ★⑥ 佐藤ひさ子 

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふれあい ★⑥ 五十嵐真由美 

鶴岡市高齢者福祉ｾﾝﾀｰおおやま 

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ部門） 

★⑥ 佐藤雄史 

 

くしびきﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ★⑥ 田澤廣行 

温海ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ愛寿園 ★⑥ 小野寺崇 

訪問介護事業所 なえづｻﾃﾗｲﾄ ★⑥ 加藤美穂 

訪問介護事業所 とようらｻﾃﾗｲﾄ ★⑥ 伊藤良子 

訪問介護事業所 ふれあいｻﾃﾗｲﾄ ★⑥ 佐藤千富 

訪問介護事業所 おおやまｻﾃﾗｲﾄ ★⑥ 鈴木美佳 

訪問介護事業所 くしびきｻﾃﾗｲﾄ ★⑥ 小川玲子 

鶴岡市高齢者福祉ｾﾝﾀｰおおやま 

(特養・短期入所部門) 

★⑥ 小林朋子 

グループホームはちもり ★⑥ 恩田貴行 

  実習内容・指

導体制等 

＊施設見学 

 研修の序盤で、デイサービスの施設見学を行います。そこで

デイサービス事業の雰囲気や施設で働く現場の理解を深めて

いただきます。また、今後の研修に向けて意欲やイメージを



高めていただきます。実習先では、実習担当者をはじめ、現

場の職員による施設およびデイサービスの概要等について見

学を交えながら指導します。 

 

＊特別養護老人ホーム･グループホームの施設実習（体験・見学） 

＊デイサービスの施設実習（体験・見学） 

＊訪問介護の同行訪問（見学） 

 一連にわたって講義・演習等を終えた後、上記３つの実習を

行います。それぞれの介護サービスにおける現場の理解はも

ちろん、これまで習得したことを実際に利用者と関わりなが

ら支援技術等を体験・見学していただきます。実習先では、

実習担当者をはじめ、現場職員が各支援技術やその他業務に

おける留意点等について指導します。 

実習施設毎

の受入延べ

人数 

各デイサービス:1日当たり 4名 (延べ人数 50名) 

各訪問介護事業所: 1日当たり 2名 (延べ人数 25名) 

特別養護老人ホーム:1日当たり 2名  (延べ人数 25名) 

ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム:1日当たり 2名     (延べ人数  5名) 

講師情報 講師氏名・略歴・現職・

資格 

★⑦ 

実績情報 過去の研修実施回数     8回 

過去の研修延べ参加人数    100人 

連絡先等 研修に関するお問合せ 社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会 

電話 0235-24-0053     FAX 0235-23-9110 

養成研修担当課  事業推進課 

研修に関する苦情受付先 社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会 

電話 0235-24-0053 

苦情対応責任者  事務局長  佐藤 豊継 
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平成２９度介護職員初任者研修開催学則 

 

１ 目  的 

  高齢化が進み、一人暮らしの高齢者や虚弱な高齢者世帯、寝たきりや認知症

等の要介護者が増加してきている。こうした人々を社会全体で支えるシステム

として、公的介護保険制度が施行されました。 

  このような福祉制度の充実により、本市における介護保険事業の人材育成と

雇用促進を図るとともに、これからの福祉ニーズに対応できるような家族介護、

福祉教育に役立てることを目的とする。 

 

２ 研修事業の名称 

  社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会 介護職員初任者研修（Ⅰ）養成事業 

 

３ 課程編成責任者の氏名 

   本間 志保子 

 

４ 実施場所 

  ・鶴岡市中央公民館  

鶴岡市みどり町２２番３６号 

    電話 ０２３５－２５－１０５０ 

   

  ・鶴岡ふれあいプラザかたりあい 

    鶴岡市西新斎町１４番２６号 

    電話 ０２３５－２９－１６２６ 

 

  ・地域福祉センターなえづ 

    鶴岡市ほなみ町３番１号 

    電話 ０２３５－２５－９２５５ 

 

５ 開催期間 

平成２９年５月２６日から 平成２９年８月４日 

 

６ 開催カリキュラムおよび開講時間 

  別紙のとおり 

 

７ 研修修了の認定方法 

  介護職員初任者研修課程の全受講完了し、修了評価の結果が下記の所定水準

(筆記･技術評価いずれもＡ～Ｃの区分の場合。詳細については下記の①～③

のとおり)を満たしているものについては、介護保険法施行規則第２２条の２

５に規定する修了証明書を交付する。 
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① 筆記試験は 100点満点とし、Ａ(90点以上)、Ｂ(89～80点)、Ｃ(79～70点)、 

Ｄ(69点以下)の４区分により評価する。 

評価区分でＤと判断された者については、再試験(１回のみ)を実施する。 

その際、再試験料として 1,000円を徴収する。 

② 技術評価は 170点満点とし「こころとからだのしくみと生活支援技術」にお

ける演習と実習で行う。生活支援技術に係る演習受講内容及び実習先からの

実習報告書に基づき、当該項目の担当講師が評価する。各項目の評価を総合

し、Ａ(145点以上)、Ｂ(144～110点)、Ｃ(109～85点)、Ｄ(84点以下) の

４区分により評価する。 

③ 上記①②の評価区分を総合し、評価基準を満たした者を合格とする。 

評価方法の概要（修了評価表）については別紙参照のこと。 

 ※修了評価基準に満たなかった場合、修了と認定しない。また、納めた費用に

ついての返金は一切行わない。 

 

８ 受講資格 

・介護職として活動しようとしている健康で熱意のある鶴岡市在住者及び近隣

市町村在住者。 

 

９ 受講手続き（募集要領等） 

  設定した期間内に、申し込み窓口で申込用紙に必要事項を記入し直接申し込

む。その他の方法 (メール等)での受け付けはしない。申込み窓口については

以下のとおり。 

    ・鶴岡市社会福祉協議会事務局 鶴岡市泉町 5-30    ℡0235-24-0053 

    ・藤島福祉センター   鶴岡市藤島字古楯跡 94-1   ℡0235-64-3100 

    ・羽黒福祉センター   鶴岡市羽黒町荒川字白山 56-1 ℡0235-62-4534 

    ・櫛引福祉センター   鶴岡市櫛引三千刈字藤掛 1   ℡0235-57-5300 

    ・朝日福祉センター      鶴岡市熊出字東村 156     ℡0235-53-2795 

    ・温海福祉センター      鶴岡市温海戊 577-1      ℡0235-43-2114  

  尚、申し込みの受付けは先着順とする。 

   

１０ 受講料、実習費等 

   ３０，０００円（テキスト代込） 

※ テキスト購入時の送料は開催者負担とする。また、福祉施設の実習で指

定する項目の健康診断書が必要な場合、その経費及び個人にかかる経費は

別途負担とする。 

  

１１ 募集人員 

   ２５名  

 

１２ 使用するテキストの名称 

   一般財団法人 長寿社会開発センターの「介護職員初任者研修テキスト」
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を使用する。 

  

１３ 補講の方法 

   研修の一部でやむを得ない事情があるものについては、修業年限内で当法

人の開催する研修にて補講する。なお、補講に係る受講料として、一講義

につき１,０００円を徴収する。他に実習についての補講を必要と認めた時

の料金を半日につき１,０００円を徴収する。 

１４ 修了者の管理 

   修了者は修了者台帳に記載し、知事に報告する。また、修了証明書を紛失

した場合には申し出により再発行を行う。その場合の費用はかからない。 



研修日程表

    ※都合により、日程等が変更になる場合があります。ご了承下さい。
年月日 時 間 (注) 時間数 区分 科　　　目 項　　　　目

(注） 開始 ～ 終了 (注) 資格 氏名 資格 氏名

29.5.26 9:30 ～ 10:20 開講式
開講式
オリエンテーション

10:30 ～ 12:30 2 講義 1 職務の理解 (1) 多様なサービスの理解 社会福祉士 大井克宏

13:30 ～ 17:00 3 講義 2
介護における尊厳の保持・自
立支援

(1) 人権と尊厳を支える介護
介護支援専
門員

大戸奈緒子

29.5.29 10:00 ～ 12:00 2 講義 1 職務の理解 (2) 介護職の仕事内容や働く現場の理解 介護福祉士 小林芳昭

13:00 ～ 16:30 3 講義 2
介護における尊厳の保持・自
立支援

(1) 人権と尊厳を支える介護
介護支援専
門員

畑山真美

16:45 ～ 17:15 0.5 11 オリエンテーション (1) 実習オリエンテーション

29.5.30～
5.31

9:00 ～ 16:00 2 実習 1 職務の理解 (2) 介護職の仕事内容や働く現場の理解

29.6.1 9:00 ～ 12:30 3 講義 2
介護における尊厳の保持・自
立支援

(2) 自立に向けた介護 介護福祉士 五十嵐ちか

13:30 ～ 15:15 1.5 講義 3 介護の基本 (1) 介護職の役割・専門性と多職種との連携 介護福祉士 吉田隼人

15:15 ～ 17:00 1.5 講義 3 介護の基本 (2) 介護職の職業倫理 介護福祉士 吉田隼人

29.6.2 9:00 ～ 10:45 1.5 講義 3 介護の基本 (3)
介護における安全の確保とリスクマネジメン
ト

看護師等 鈴木千穂

10:45 ～ 12:30 1.5 講義 3 介護の基本 (4) 介護職の安全 看護師等 鈴木千穂

13:30 ～ 17:00 3 講義 4
介護・福祉サービスの理解と
医療との連携

(1) 介護保険制度 行政職員 佐藤正

29.6.5 9:00 ～ 12:30 3 講義 4
介護・福祉サービスの理解と
医療との連携

(2) 医療との連携とリハビリテーション 作業療法士 田澤廣行

13:30 ～ 17:00 3 講義 4
介護・福祉サービスの理解と
医療との連携

(3) 障害者自立支援制度およびその他制度 行政職員 木島秀明

29.6.6 9:00 ～ 12:30 3 講義 5
介護におけるコミュニケー
ション技術

(1) 介護におけるコミュニケーション
介護支援専
門員

菅原麻樹

13:30 ～ 17:00 3 講義 5
介護におけるコミュニケー
ション技術

(2) 介護におけるチームのコミュニケーション 介護福祉士 荒木裕幸

29.6.8 9:00 ～ 12:30 3 講義 6 老化の理解 (1) 老化に伴うこころとからだの変化と日常 看護師等 南波紀子

13:30 ～ 17:00 3 講義 6 老化の理解 (2) 高齢者と健康 看護師等 石塚美穂

29.6.9 9:00 ～ 10:45 1.5 講義 7 認知症の理解 (1) 認知症を取り巻く状況 介護福祉士 細井慎二

10:45 ～ 12:30 1.5 講義 7 認知症の理解 (4) 家族への支援 介護福祉士 細井慎二

13:30 ～ 15:15 1.5 講義 7 認知症の理解 (2) 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 看護師等 小島真由美

講師講師



15:15 ～ 17:00 1.5 講義 7 認知症の理解 (3)
認知症に伴うこころとからだの変化と日常生
活

看護師等 小島真由美

29.6.12 9:00 ～ 9:30 0.5 講義 8 障がいの理解 (1) 障がいの基礎的理解
相談支援専
門員

渡部和樹

9:30 ～ 10:00 0.5 講義 8 障がいの理解 (3) 家族の心理・かかわり支援の理解
相談支援専
門員

渡部和樹

10:15 ～ 12:15 2 講義 8 障がいの理解 (2)
障がいの医学的側面・生活障害・心理・行動
の特徴・かかわり支援等の基礎的知識

社会福祉士 大戸智博

13:15 ～ 15:15 2 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(1) 介護の基本的な考え方 介護福祉士 茂木安子

29.6.14 10:00 ～ 12:00 2 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(5) 快適な居住環境整備と介護 介護福祉士 菅原美津子

13:00 ～ 16:30 3 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(5) 快適な居住環境整備と介護 介護福祉士 恩田貴行 介護福祉士 相馬　恵

29.6.15 10:00 ～ 12:00 2 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(4) 生活と家事 介護福祉士 加藤美穂

13:00 ～ 17:30 4 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(2) 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 介護福祉士 金内夏子

29.6.16 9:30 ～ 12:00 2.5 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(7)
移動・移乗に関連したこころとからだのしく
みと自立に向けた介護

介護福祉士 松本とみ

13:00 ～ 17:30 4 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(3) 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 理学療法士 遠藤拓也

29.6.19 10:00 ～ 12:00 2 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(10)
排泄に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

介護福祉士 佐藤ひさ子

13:00 ～ 16:30 3 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(6)
整容に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

介護福祉士 小川玲子 介護福祉士 佐藤照実

29.6.20 9:00 ～ 12:30 3 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(7)
移動・移乗に関連したこころとからだのしく
みと自立に向けた介護

介護福祉士 齋藤　豊 介護福祉士 鈴木悦子

13:30 ～ 17:00 3 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(7)
移動・移乗に関連したこころとからだのしく
みと自立に向けた介護

介護福祉士 小野寺崇 介護福祉士
長谷川のり
子

29.6.21 9:00 ～ 12:30 3 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(10)
排泄に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

介護福祉士 鈴木美佳 介護福祉士 佐藤千富

13:30 ～ 18:00 4 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(11)
睡眠に関したこころとからだのしくみと自立
に向けた介護

介護福祉士 五十嵐志保 介護福祉士 佐藤　徹

29.6.22 9:00 ～ 12:30 3 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(8)
食事に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

介護福祉士
五十嵐美紀
子

介護福祉士 山本　尚

13:30 ～ 18:00 4 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(9)
入浴・清潔保持に関連したこころとからだの
しくみと自立に向けた介護

介護福祉士 吉住　健 介護福祉士 伊藤良子

29.6.26 9:30 ～ 12:00 2.5 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(12)
死にゆく人に関したこころとからだのしくみ
と終末期介護

介護福祉士 三浦絵里

13:00 ～ 15:00 2 講義 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(13) 介護過程の基礎的理解 介護福祉士 佐藤雄史

15:15 ～ 16:00 0.75 11 オリエンテーション (1) 実習オリエンテーション

29.6.27 13:00 ～ 17:30 4 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(14) 総合生活支援技術演習 介護福祉士 今野博美 介護福祉士 佐藤信子

29.6.29 13:00 ～ 17:30 4 演習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(14) 総合生活支援技術演習 介護福祉士 阿部　満 介護福祉士 阿部律子



29.6.30～
7.17

8:30 ～ 16:00 5 実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(5) 快適な居住環境整備と介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(6)
整容に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(7)
移動・移乗に関連したこころとからだのしく
みと自立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(8)
食事に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(9)
入浴・清潔保持に関連したこころとからだの
しくみと自立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(10)
排泄に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(11)
睡眠に関したこころとからだのしくみと自立
に向けた介護

29.6.30～
7.17

8:30 ～ 16:00 11 実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(6)
整容に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(7)
移動・移乗に関連したこころとからだのしく
みと自立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(8)
食事に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(9)
入浴・清潔保持に関連したこころとからだの
しくみと自立に向けた介護

実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(10)
排泄に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護

1 実習 10 振り返り (1) ・振り返り

29.6.30～
7.17

8:30 ～ 16:00 2 実習 9
こころとからだのしくみと生
活支援技術

(4) 生活と家事

29.7.18 13:00 ～ 15:00 2 講義 10 振り返り (1) ・振り返り 社会福祉士 大井克宏

15:15 ～ 16:15 1 講義 10 振り返り (2)
就業への備えと研修修了後における継続的な
研修

課程編成責
任者

本間志保子

29.7.20 10:00 ～ 11:00 1 12 修了評価 (1) 筆記試験

～

29.8.4 10:00 ～ 11:00 閉講式
修了証交付
諸連絡



《付表》受講費用等一覧

その他の費用

修了評価による筆記試験の結果がＤ判定（不
合格）だった場合、再試験を行います。
その際、再試験料として１，０００円がかか
ります。ただし、再試験は１度限りとなりま
す。

修了証明書を紛失した場合の再発行の手数料
はかかりません。

災害保険料 なし

実習を行うために必要となる健康診断に要する
費用や損害賠償保険料等

当協議会が指定する診断書で健康診断を
受けていただきます。医療機関の指定はあり
ません。各自、実費負担になります。

補講に要する費用

１講義につき１，０００円
実習の場合は、半日につき１，０００円
※受講申し込みに関しては、全課程出席でき
る方のみ対象となります。

項　　　　　目 費　用　の　額

受　講　料 　　　２３，００５円

テキスト代 　　　　　　　　　６，９９５円



社会福祉法人

鶴岡市社会福祉協議会

科目及び
研修時間数

特　　徴

目　　標

項　　目
研修
時間数

研修形態

多様なサービス
の理解 2 講義

介護職の仕事内
容や働く現場の

理解
4

講義
・
実習
（施設見
学）

合　　計 6

使用テキスト

使用機器・備品等

備考 施設見学を行うにあたり、事前オリエンテーション（上記時間外）を行います。

内　　　　　　　容

介護職員初任者研修シラバス

研修事業者名　

１　職務の理解　　　【６時間】

研修に先立ち、これからの介護が目指すべき、その人の生活を支える「在宅における
ケア」等の実践について、介護職がどのような環境で・どのような形で・どのような仕事
を行うのか、具体的イメージを持って実感し、以降の研修に実践的に取り組めるように
なる。

○研修過程全体の校正と各研修科目相互の関連性の全体像をあらかじめイメージできるように
なる
○施設見学を通じて、介護職が働く現場や仕事内容を理解する

一般財団法人　長寿社会開発センター　発行　介護職員初任者研修　第１巻

ＤＶＤを用いて講義を行う場合があります。

①介護保険制度における多様なサービス

②介護保険外サービス

①介護の社会化と尊厳の保持

②キャリアパスと介護職員初任者研修

③ＯＪＴ・Ｏｆｆ-ＪＴを通じた学習の継続

④施設見学を通じて、サービス提供現場の具体的イメージをつか
む



鶴岡市社会福祉協議会　　平成29年度　介護職員初任者研修（Ⅰ）　科目別担当講師一覧

講師① 資　　　　格 講師② 資　　　　格

1 職務の理解 （１） 多様なサービスの理解 大井克宏 社会福祉士

（６時間） （２） 介護食の仕事内容や働く現場の理解 小林芳昭 介護福祉士

2
介護における尊厳の保
持・自立支援

（１） 人権と尊厳を支える介護① 大戸奈緒子 介護支援専門員

（１） 人権と尊厳を支える介護② 畑山　真美 介護支援専門員

（９時間） （２） 自立に向けた介護 五十嵐ちか 介護福祉士

3 介護の基本 （１） 介護職の役割・専門性と多職種との連携

（６時間） （２） 介護職の職業倫理

（３） 介護における安全の確保とリスクマネジメント

（４） 介護職の安全

4 （１） 介護保険制度 佐藤正 行政職員

（２） 医療との連携とリハビリテーション 田澤廣行 作業療法士

（９時間） （３） 障害者自立支援制度およびその他制度 木島　秀明 行政職員

5
介護におけるコミュニケー
ション技術

（１） 介護におけるコミュニケーション 菅原　麻樹 介護支援専門員

（６時間） （２） 介護におけるチームのコミュニケーション 荒木　裕幸 介護福祉士

6 老化の理解 （１） 老化に伴うこころとからだの変化と日常 南波　紀子 看護師

（６時間） （２） 高齢者と健康 石塚　美穂 保健師

7 認知症の理解 （１） 認知症を取り巻く状況

（６時間） （４） 家族への支援

（２） 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

（３） 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

8 障がいの理解 （１） 障がいの基礎的理解

（３時間） （３） 家族の心理・かかわり支援の理解

（２）
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

大戸智博 社会福祉士

9 （１） 介護の基本的な考え方 茂木　安子 介護福祉士

（２） 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 金内　夏子 介護福祉士

（７５時間） （３） 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 遠藤　拓也 理学療法士

（４） 生活と家事 加藤　美穂 介護福祉士

（５） 快適な居住環境整備と介護≪講義≫ 菅原美津子 介護福祉士

（５） 快適な居住環境整備と介護≪演習≫ 恩田　貴行 介護福祉士 相馬　恵 介護福祉士

（６） 整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 小川　玲子 介護福祉士 佐藤　照美 介護福祉士

（７） 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護≪講義≫ 松本　とみ 介護福祉士

（７） 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護≪演習①≫ 齋藤　豊 介護福祉士 鈴木　悦子 介護福祉士

（７） 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護≪演習②≫ 小野寺　崇 介護福祉士 長谷川のり子 介護福祉士

（８） 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 五十嵐美紀子 介護福祉士 山本　尚 介護福祉士

（９） 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 吉住　健 介護福祉士 伊藤　良子 介護福祉士

（１０） 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護≪講義≫ 佐藤ひさ子 介護福祉士

（１０） 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護≪演習≫ 鈴木　美佳 介護福祉士 佐藤　千富 介護福祉士

（１１） 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 五十嵐志保 介護福祉士 佐藤　徹 介護福祉士

（１２）
死にゆく人に関したこころとからだのしくみと
終末期介護

三浦　絵里 介護福祉士

（１３） 介護過程の基礎的理解 佐藤　雄史 介護福祉士

（１４） 総合生活支援技術演習① 今野　博美 介護福祉士 佐藤　信子 介護福祉士

（１４） 総合生活支援技術演習② 阿部　満 介護福祉士 阿部　律子 介護福祉士

10 振り返り （１） 振り返り 大井克宏 社会福祉士

（４時間） （２） 就業への備えと研修修了後における継続的な研修 本間志保子 課程編成責任者

指導者数 48  名

こころとからだのしくみと
生活支援技術

介護・福祉サービスの理
解と医療との連携

細井慎二 介護福祉士

小島真由美 看護師

渡部和樹 相談支援専門員

鈴木千穂 看護師

※都合により、講師が変更になる場合があります。ご了承ください。

科　　　　　　目 項　　　　　　　　　　　　目

吉田隼人 介護福祉士



電話番号 FAX番号

〒997-1123

鶴岡市友江町２３番１４号

〒997-0862

鶴岡市ほなみ町３番１号

〒999-7463

鶴岡市三瀬字菖蒲田６７番地１

〒997-0045

鶴岡市西新斎町１４番２６号

鶴岡市高齢者福祉センターおおやま

（デイサービス部門）

鶴岡市高齢者福祉センターおおやま

（特養・短期入所部門）

〒997-0346

鶴岡市上山添字成田２１番地９

〒999-7204

鶴岡市湯温海字湯之尻５２１番地１２

〒997-0862

鶴岡市ほなみ町３番１号

〒999-7463

鶴岡市三瀬字菖蒲田６７番地１

〒997-0045

鶴岡市西新斎町１４番２６号

（鶴岡ふれあいプラザかたりあい内）

〒997-1124

鶴岡市大山三丁目３４番１号

〒997-0346

鶴岡市上山添字成田２１番地９

〒997-7462

鶴岡市三瀬字菖蒲田64番2号

訪問介護事業所　ふれあいサテライト 64-0315 29-1781 佐藤　千富

グループホーム　はちもり 64-0122 73-3955 恩田　貴行

訪問介護事業所　おおやまサテライト 38-0255 38-0256 鈴木　美佳

訪問介護事業所　くしびきサテライト 57-5080 57-5082 小川　玲子

訪問介護事業所　なえづサテライト 25-9265 25-9277 加藤　美穂

訪問介護事業所　とようらサテライト 38-8155 73-3870 伊藤　良子

くしびきデイサービスセンター 57-5080 57-5082 田澤　廣行

温海デイサービスセンター愛寿園 43-3266 43-3522 小野寺　崇

老人デイサービスセンターふれあい 29-0370 24-1140 五十嵐真由美

38-0255 38-0256 佐藤　雄史
〒997-1124

鶴岡市大山三丁目３４番１号
38-0250 38-0251 小林　朋子

地域福祉センターなえづ 25-9255 25-9277 齋藤　豊

とようら老人デイサービスセンター 38-8155 73-3870 佐藤ひさ子

デイサービスセンターたかだて 33-0833 33-0854 佐々木ゆかり

協力実習期間の名称・所在地・概要等

施設名
市外局番：0235

所在地 実習担当者

http://www.shk01.jp/office/day-service-ooyama/
http://www.shk01.jp/office/day-service-ooyama/
http://www.shk01.jp/office/senh-ooyama/
http://www.shk01.jp/office/senh-ooyama/
http://www.shk01.jp/office/home-help-hureai/
http://www.shk01.jp/office/group-home-hachimori/
http://www.shk01.jp/office/home-help-ooyama/
http://www.shk01.jp/office/home-help-kushibiki/
http://www.shk01.jp/office/home-help-naedu/
http://www.shk01.jp/office/home-help-toyoura/
http://www.shk01.jp/office/day-service-kushibiki/
http://www.shk01.jp/office/day-service-atsumi/
http://www.shk01.jp/office/day-service-hureai/
http://www.shk01.jp/office/day-service-naedu/
http://www.shk01.jp/office/day-service-toyoura/
http://www.shk01.jp/office/day-service-takadate/


●　講師情報

1 本間　志保子
課程編成責任
者

鶴岡市社会福祉協議会
事務局

事業推進課課長
鶴岡市ゆうあいプラザ
かたぐるま

所長

2 大井　克宏 社会福祉士
鶴岡市社会福祉協議会
事業推進課

推進係　主任
鶴岡市ゆうあいプラザ
かたぐるま

サービス管理責任
者（障がい）

3 小林　芳昭 介護福祉士
短期入所センターはち
もり

主任
特別養護老人ホーム
おおやま

ユニットリーダー
介護副主任

4 五十嵐　ちか 介護福祉士
鶴岡市ゆうあいプラザ
かたぐるま

係長
ホームヘルパーステー
ションふれあい

訪問介護員

5 金内　夏子 介護福祉士
訪問介護事業所　ふれ
あいサテライト

介護副主任
老人デイサービスセン
ターたかだて

介護職員

6 鈴木　千穂 看護師
老人デイサービスセン
ターふれあい

主任
くしびきデイサービス
センター

看護師

7 佐藤　正 行政職員
鶴岡市役所健康福祉部
長寿介護課

高齢者支援専門員
鶴岡市立荘内病院
地域医療連携室

行政職員（高齢者
担当）

8 木島　秀明 行政職員
鶴岡市役所健康福祉部
福祉課

障害福祉主査 福祉課生活福祉係
行政職員（高齢者
担当）

9 渡部　和樹
相談支援専門
員

鶴岡市障害者相談支援
センター

主任
鶴岡市障害者相談支援
センター

副主任

10 佐藤　ひさ子 介護福祉士
とようら老人デイサー
ビスセンター

係長
なえづヘルパーステー
ション

訪問介護員

11 遠藤　拓也 理学療法士
高齢者福祉センター
おおやま

理学療法士
介護老人保健施設かけ
はし

理学療法士

12 細井　慎二 介護福祉士
特別養護老人ホーム
おおやま

介護副主任
短期入所センターおお
やま

介護職員

13 佐藤　徹 介護福祉士
短期入所センターはち
もり

主任 もみじが丘 生活支援員主任

14 大戸　智博 社会福祉士
鶴岡市障害者相談支援
センター

主任 地域福祉課地域福祉係
ソーシャルワー
カー

15 齋藤　豊 介護福祉士
老人デイサービスセン
ターなえづ

係長
老人デイサービスセン
ターたかだて

介護職員

16 加藤  美穂 介護福祉士
訪問介護事業所　なえ
づサテライト

主任
ホームヘルパーステー
ションふれあい

訪問介護員

17 小川　玲子 介護福祉士
訪問介護事業所　くし
びきサテライト

主任
老人デイサービスセン
ターたかだて

介護職員

18 松本　とみ 介護福祉士 デイサービスはちもり 主査
デイサービスセンター
たかだて

介護職員

19 吉田　隼人 介護福祉士
鶴岡市ゆうあいプラザ
かたぐるま

副主任
とようらホームヘル
パーステーション

訪問介護員

講師氏名 資格

職　　名

現　　　　職

所　　　属 職　名

略　　　　歴

主な職歴

所　　　属



20 相馬　恵 介護福祉士
とようら居宅介護支援
センター

副主任
市社協ホームヘルパー
ステーション(旧)

訪問介護員

21 長谷川 のり子 介護福祉士
鶴岡市ゆうあいプラザ
かたぐるま

副主任
なえづホームヘルパー
ステーション

訪問介護員

22 伊藤  良子 介護福祉士
訪問介護事業所　とよ
うらサテライト

介護員
訪問介護事業所
ふれあいサテライト

訪問介護員

23 吉住　健 介護福祉士
温海デイサービスセン
ター愛寿園

副主任
とようら老人デイサー
ビスセンター

介護職員

24 三浦　絵里 介護福祉士
特別養護老人ホーム
おおやま

ユニットリーダー
介護副主任

特別養護老人ホーム
おおやま

介護職員

25 鈴木　美佳 介護福祉士
訪問介護事業所　おお
やまサテライト

主任
なえづホームヘルパー
ステーション

訪問介護員

26 田澤　廣行 作業療法士
くしびきデイサービス
センター

係長
なえづ老人デイサービ
スセンター

作業療法士

27 小野寺　崇 介護福祉士
温海デイサービスセン
ター愛寿園

係長
なえづ生活介護・自立
支援（機能訓練）事業
所

生活支援員（障が
い）

28 菅原　麻樹
介護支援専門
員

たかだて居宅介護支援
センター

介護支援専門副主
任

居宅介護支援センター
ふれあい

介護支援専門員
（介護保険施設）

29 山本　尚 介護福祉士
とようら老人デイサー
ビスセンター

介護副主任
特別養護老人ホーム
おおやま

介護職員

30 大戸 奈緒子
介護支援専門
員

居宅介護支援センター
ふれあい

副主任
高齢者福祉センター
おおやま

介護支援専門員
（介護保険施設）

31 畑山　真美
介護支援専門
員

居宅介護支援センター
おおやま

介護支援専門係長
くしびき居宅介護支援
センター

介護支援専門員

32 南波　紀子 看護師 地域包括支援センター 主査 関東逓信病院 看護師

33 小島 真由美 看護師
鶴岡市ゆうあいプラザ
かたぐるま

主任 事業推進課推進係 看護師

34 茂木　安子 介護福祉士
居宅介護支援センター
愛寿園

介護支援専門係長
なえづホームヘルパー
ステーション

介護職員

35 阿部  律子 介護福祉士
くしびき居宅介護支援
センター

介護支援専門員主
任

とようらホームヘル
パーステーション

訪問介護員

36 恩田 貴行 介護福祉士
グループホームはちも
り

係長
特別養護老人ホーム
おおやま

介護職員

37 菅原 美津子 介護福祉士
居宅介護支援センター
ふれあい

介護支援専門係長
ホームヘルパーステー
ションふれあい

訪問介護員

38 石塚　美穂 保健師
なえづ老人デイサービ
スセンター

保健師兼介護主任
くしびきデイサービス
センター

保健師

39 佐藤　雄史 介護福祉士
老人デイサービスセン
ターおおやま

係長
とようら老人デイサー
ビスセンター

介護職員

40 荒木　裕幸 介護福祉士
なえづ老人デイサービ
スセンター

介護主任
老人デイサービスセン
ターふれあい

介護職員



41 五十嵐 志保 介護福祉士
グループホームはちも
り

介護主任
老人デイサービスセン
ターたかだて

介護職員

42 鈴木　悦子 介護福祉士
高齢者福祉センター
おおやま

主任兼生活相談主
任

なえづ老人デイサービ
スセンター

介護職員

43 五十嵐 美紀子 介護福祉士
温海デイサービスセン
ター愛寿園

介護主任 もみじが丘作業所
生活支援員（障が
い）

44 佐藤  千富 介護福祉士
訪問介護事業所
ふれあいサテライト

副主任
ホームヘルパーステー
ションふれあい

訪問介護員

45 佐藤  照実 介護福祉士
老人デイサービスセン
ターたかだて

副主任
ホームヘルパーステー
ションふれあい

訪問介護員

46 今野　博美 介護福祉士
なえづ居宅介護支援セ
ンター

介護支援専門係長
ホームヘルパーステー
ションふれあい

訪問介護員

47 佐藤　信子 介護福祉士
居宅介護支援センター
愛寿園

副主任
なえづホームヘルパー
ステーション

訪問介護員

48 阿部　満 介護福祉士
地域包括支援サブセン
ターとようら

主任
ホームヘルパーステー
ションおおやま

訪問介護員

49
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