
（別表第３） 

研修機関が公表すべき情報の内訳 

http://www.yuugen-fukushikai.com 

研修機関情報 法人情報 ● 社会福祉法人望月悠玄福祉会 

         佐久市布施 769番地 1 

           電話 0267－78－5132 

● 理事長      竹花 健太郎 

  研修担当理事   篠原 郁子 

△ 理事等の構成・組織・職員数等 

  理事 8名 ・ 監事 2名 ・ 顧問 1名 

  施設長 5名  14事業    職員数 128名（H29.4.1現在） 

△  介護保険事業、その他事業の概要  

ホームページ 「サービス案内」にリンク☆

http://www.yuugen-fukushikai.com/index.html 

△ 法人財務状況 （毎年決算後 広報、ホームページに掲載） 

研修機関情報 

 

● 社会福祉法人望月悠玄福祉会「介護職員初任者研修」講座 

● 理念 

「高齢者が住み慣れた地域で自律した生活を続けることを可能にするために、介

護の専門的な知識や技術を持ち、高齢者・障害者を身近で支えることの出来る介

護員を養成する。介護員としての考え方のプロセスを身につけ、自ら進んで学ぶ

ことの出来る介護員を養成することで、地域における包括ケアシステムの基盤強

化と、地域福祉の向上を目指すことを目的とする。」 

● 学則  別添学則をホームページ上に掲載 

● 研修施設・設備  特別養護老人ホーム結いの家 

           佐久市望月 362－4 

           電 話 0267－53－8108 

           ＦＡＸ 0267－53－8107 

△沿革 ホームページ上に掲載 「望月悠玄福祉会について」にリンク☆ 

    http://www.yuugen-fukushikai.com/aboutsite.html#enkaku 

研修事業情報 研修の概要 ● 対象 

 講座の目的を理解し終了時まで真剣に取り組むことのできる心身共に健康な者

であれば年齢、性別、学歴は問いません。 

● 研修のスケジュール（期間、日程、時間数） 

 研修期間は概ね 3 ヶ月を 1 単位として年間 2 講座を開催し、講座ごとに日程を

定めます。 

 平成 29年度の開講予定は下記の通りです。（実習及び評価試験を含む） 

   第 1回  平成 29年 7月 13日～平成 29年 9月 21日    

   第 2回  平成 29年 10月 5日～平成 29年 12月 7日 

   第 3回  平成 30年 1月 11日～平成 30年 3月 15日 

● 定員 18名 最低催行数 4名 

● 研修受講までの流れ 

  受講申し込みは、法人の定める申込に必要事項を記入し、受講料とともに必

http://www.yuugen-fukushikai.com/index.html
http://www.yuugen-fukushikai.com/aboutsite.html#enkaku


要書類を添えて指定期日までに事務局にご提出ください。 

● 費用  受講料 68,000円，テキスト代 6,100円 

（介護労働安定センター出版「介護職員初任者研修テキスト」使用） 

学生   受講料 68,000円，テキスト代 無料 

母子家庭の母、父子家庭の父  受講料 47,500 円，テキスト代 6,100円 

● 留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等 

   当法人の介護職員初任者研修は現場で働いている経験豊かな専門職が講師

となり、実際に現場で働く上で役立つ介護知識・技術を講義します。 

   私たち職員も現在、自分たちの介護を日々進化させるため、介護アドバイ

ザーＲＸ組の青山幸広講師をお招きして「楽ワザ介護」の勉強会、NPO 法

人佐久平総合リハビリセンターの中村崇講師をお招きして「介護技術勉強

会」を行い、介護技術の向上と利用者様に当たり前の生活をしていただく

ことを目指して勉強を続けています。介護技術をマスターした介護チーム

マネージャーが講師となり、利用者様のできる力を活用した介護技術を指

導します。 

   認知症高齢者の対応については、認知症介護実践リーダー研修を修了した

職員が講師を務めます。今後ますます増え続けると言われる、認知症高齢

者への対応を基礎から学びます。 

研修責任者 ● 研修責任者  小林 憲生 

● 研修責任者の略歴・資格 

       社会福祉法人望月悠玄福祉会  

通所サービス事業部 施設長（介護福祉士） 

研修カリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

修了評価 

● 科目別シラバス・課目別担当講師名 ホームページに掲載 （別紙１） 

● 科目別特徴 

  （１）職務の理解 

     当法人で実際に行っているキャリアパス、職員研修等を例にとり、実

際にこれから福祉の社会で生きていく自分がイメージできる講座で

す。 

  （２）尊厳の保持・自立支援 

     障がい者・高齢者の実際の事例を示して地域の中で当たり前の生活を

続けるための考え方を学びます。 

  （３）介護の基本 

     現場で働く職員だからわかるチームケアの重要性・サービス提供上の

注意点を学びます。 

  （４）介護・福祉サービスの理解と医療との連携 

     介護保険制度、障害者自立支援制度の基礎からこれからの地域包括ケ

アの考え方まで講義します。 

  （５）介護におけるコミュニケーション 

     利用者様とのコミュニケーションはもちろん、職場内におけるコミュ

ニケーションを考えます。 

   （６）老化の理解 

     加齢・老化に伴う変化や疾病について学び、実際に器具を使って高齢

者の不自由な状態を体験します。体験を基に、変化への気づき、サー



ビス提供上の注意点についてより深い理解ができるよう講義します。 

   （７）認知症の理解 

     これからますます増加する認知症高齢者が安心して暮らせる地域にな

るように認知症の基礎から実際の介護の方法まで時間数を増やし、よ

り深く学びます。 

   （８）障害の理解 

     障害者福祉サービス施設を運営する法人だからこそできる、社会支援

の考え方を学びます。 

   （９）こころとからだのしくみと生活支援技術 

     現場で働いている経験豊かな専門職が講師となり、実際に現場で働く

上で役立つ介護知識・技術を演習します。 

● 修了評価の方法、評価者、再履修等の基準 

    終了評価は筆記試験と各科目の到達目標が達成されているかを基準に  

評価いたします。長野県介護職員初任者研修、「終了評価の取り扱い」に

そって厳正に評価を行い、｢９．心と体のしくみと生活支援技術｣において

講師及び指導者に介護技術を習得したと評価され、終了評価試験において

７０点以上をおさめた方を研修終了と致します。なお、終了評価において

基準を達成されなかった方については、必要に応じて補講を行い、基準に

到達したと思われる時点で再評価を行います。なお、欠席等により講座を

受講できなかった場合は当法人が行う次回の介護職員初任者研修を８か

月以内に受講してください。８か月以内に補講が受けられない等の理由に

より個別に特別補講を行う場合は、一科目につき５，０００円の別途料金

をいただくことになります。 

実習施設 ● 協力実習機関の名称・住所等☆ 

   特別養護老人ホーム 結いの家 （定員 50名介護老人福祉施設） 

〒384-2202   佐久市望月３２６－４ 

   望月デイサービスセンター駒 （一日定員 30名 一般型通所介護施設） 

〒384-2202   佐久市望月３１７－２ 

   望月ホームヘルパーステーション結い      

〒384-2202   佐久市望月３２６－４ 

● 協力実習機関の介護保険事業の概要 

      ホームページ 「サービス案内」にリンク☆ 

● 協力実習機関の演習担当者名 

   特別養護老人ホーム結いの家  介護チームマネージャー 小林 宏至 

   望月デイサービスセンター駒  施設長         小林 憲生 

   望月ホームヘルパーステーション結い 

                  サービス提供責任者   橋詰 則子 

● 実習プログラム内容、プログラムの特色 

   講義で教えた講師がいる施設に実際に入って、介護現場を経験します。 

   講義で学んだ知識、技術について、実際の現場で体験し疑問に思った点は 

どんどん質問をしてください。 

● 実習中の指導体制・内容（振り返り、実習指導等） 

   講義で学んだ介護技術を実際の現場で指示に基づいて経験していただきま



●：必須  △：可能な限り公表  ☆：他のページにリンクで対応可 

＊ インターネット上のホームページにより情報を公開する。 

＊ サーバーは、法人ごと事業所ごとに自ら確保する。 

す。実習 5 時間終了後、実習振り返りの時間をとって、不安に感じた点、

疑問に感じた点をその場で実習担当職員と質疑応答することができます。

それにより就業後の不安を軽減し、自ら考えて行動できる介護職員を育成

します。 

● 協力実習機関における延べ人数 

   特別養護老人ホーム結いの家       4人/日 

   望月デイサービスセンター駒       4人/日 

   望月ホームヘルパーステーション結い   2人/午前、2人/午後    

講師情報 ●講師 13名 ●名前、経歴、現職、資格 ホームページに掲載 （別紙２） 

実績情報 ● 過去の研修実施回数  

平成 24年度 ヘルパー2級養成講座  1回 

平成 25年度 介護職員初任者研修   2回 

平成 26年度 介護職員初任者研修   2回 

平成 27年度 介護職員初任者研修   3回 

平成 28年度 介護職員初任者研修   1回 

●過去の研修延べ参加人数 

    平成 24年度  19名 

    平成 25年度   6名 

    平成 26年度   9名 

    平成 27年度  10名 

    平成 28年度   3名 

連絡先等 ●申し込み・資料請求先 

   電話  0267－53－8108 

   FAX  0267－53－8107 

   佐久市望月 326番地 4   

    特別養護老人ホーム結いの家内   

     社会福祉法人望月悠玄福祉会 「介護職員初任者研修」講座 

        担当   小林 憲生 

●法人の苦情対応者名・役職・連絡先 

     苦情対応責任者  事務局長  町田 公男 

        TEL   0267－78－5131（代）  

●事業所の苦情対応者名・役職・連絡先 

     苦情対応責任者  研修責任者 小林 憲生 

        TEL   0267－51－8108  

質を向上させるための取り組み ● 研修生満足度調査情報（アンケート、研修生の声など） 

     平成 24年度 受講生のアンケート結果  満足度 95％ 

     平成 25年度 受講生のアンケート結果  満足度 98％ 

平成 26年度 受講生のアンケート結果  満足度 95％ 

平成 27年度 受講生のアンケート結果  満足度 95％ 

平成 28年度 受講生のアンケート結果  満足度 90％ 


