令和元年度香川県介護に関する入門的研修開催要領
１

目的
これまで介護との関わりがなかった者など、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけ
るとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう介護に関
する入門的研修（以下「研修」という。
）を実施し、介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介
護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多様な人材の参入を促進することを目的としま
す。

２

実施主体
香川県

３

受託者
香川県介護福祉士養成校連絡協議会

４

開催日及び会場
開
会 場

①高松
②丸亀

基礎講座
入門講座
8 月 18 日（日）
8 月 24 日（土）

③三豊

10 月 26 日（土）

④高松

11 月 23 日（祝）

⑤宇多津

11 月 30 日（土）

⑥高松

2 月 23 日（祝）

催

日
場

所

入門講座
9 月 16 日（祝）
10 月 13 日（日）
8 月 31 日（土）
9 月 7 日（土）
11 月 2 日（土）
11 月 9 日（土）
11 月 24 日（日）
11 月 30 日（土）
12 月 14 日（土）
12 月 21 日（土）
3 月 1 日（日）
3 月 8 日（日）

専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ
（高松市西の丸町 14-10）
さぬき福祉専門学校
（丸亀市飯野町東分 2700）
四国学院大学専門学校
（三豊市高瀬町下勝間 2351-2）
守里会看護福祉専門学校
（高松市香西本町 17-9）
香川短期大学
（綾歌郡宇多津町浜一番丁 10）
四国医療福祉専門学校
（高松市上之町 2 丁目 12-30）

５

対象者
香川県内の概ね 16 歳以上で、介護の仕事に関心があり、全ての課程を受講できる方とします。
（企業等で定年退職を予定している方、中高年齢者、子育てが一段落した方、地域住民、学生など）

６

定員
各会場 20 名程度

７

受講料
無料（当日の会場までの交通費、昼食、飲み物等は各自負担となります。
）

８ 内容
（１）基礎講座
介護に関する基礎知識と介護の基本を学びます。
（２）入門講座
基本的な介護の方法や認知症の理解などを学びます。

９

カリキュラム
日

1 日目

基礎講座
（3 時間）
入門講座
（18 時間）

程

内
8:45～9:00

受付

9:00～9:10

オリエンテーション

9:10～10:40

介護に関する基礎知識

10:50～12:20

介護の基本

13:10～15:10

認知症の理解

15:20～17:20

認知症の理解

8:50～9:10
9:10～10:10
10:20～12:20
2 日目

入門講座
（18 時間）

13:10～14:30
14:40～15:30
15:30～17:20
9:10～10:10

3 日目

入門講座
（18 時間）

10:20～12:20

福祉人材センターについて
基本的な介護の方法（講義）
【環境整備・移動】
基本的な介護の方法（実技）
【ベッドメイキング・杖】
基本的な介護の方法（実技）
【車いす・スライディングボードなどの活用】
基本的な介護の方法（講義）
【食事の介護】
基本的な介護保方法（実技）
【食事の介護】
基本的な介護の方法（講義）
【排泄の介護・入浴清潔保持の介護】
基本的な介護の方法（実技）
【排泄の介護・入浴清潔保持の介護】

13:10～15:10

障害の理解

15:20～17:20

介護における安全確保

17:20～

容

修了証明書の交付等

※１ 会場により内容が一部変更になる場合があります。
※２ 全日程、昼食休憩と適宜休憩時間を設ける予定です。
※３ 介護分野での就労を希望する方には、香川県福祉人材センターと連携し、香川県内の介護施設・
事業所等とのマッチング支援を行います。
10 受講上の注意
（１）原則として、同一会場で基礎講座と入門講座の３日間の課程を全て受講してください。
（２）定員を超過した場合は先着順としますので、予めご了承ください。
（３）研修当日は、本人確認ができる書類（運転免許証、健康保険証等の公的証明書）をお持ちくだ
さい。
（マイナンバーカードは不可）
11 修了証明書
（１）本研修の全課程（基礎講座、入門講座）を修了された方（以下「修了者」という。）に、香川県知
事名の修了証明書を交付します。
（２）欠席、遅刻、早退があった場合は、修了証明書の交付の対象とはなりません。
（３）欠席等で本研修の全課程を受講できなかった場合は、翌年度以降、改めて全課程を受講してくだ
さい。

（４）居眠り等受講態度に問題があると認められた場合は、修了証明書を交付しない場合がありますの
で、予めご了承ください。
12

他の研修における科目免除
本研修の修了者については、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修課程の一部を免除するこ
とができます。科目免除については、介護員養成研修事業者に直接お問合せください。

13

申込方法
別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAX、ホームページで各開催日の初日の 1 週間前ま
でにお申込みください。

14

受講決定
受講の可否については、各開催日の２日前までに申込書に記載された住所あてに決定通知を送付し
ます。

15 その他
（１）本研修で使用するテキスト等は、主催者側で準備します。
（２）服装は、動きやすい服装でご参加ください。
（３）欠席、遅刻、早退等は事前に事務局までご連絡ください。
（４）研修中の録音・録画は一切禁止とさせていただきます。
（５）地震、台風等、やむを得ない事情により研修会を中止せざるを得ない場合は各会場ホームページ
に掲載します。
（６）申込者の個人情報は、本事業に関係する事務手続き等を行う目的で使用し、他の目的で使用する
ことはありません。
16

問合せ・申し込み先
受講希望会場により、お問合せ・お申し込み先が異なりますので、ご注意ください。
①高松会場
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ
〒760-0021 高松市西の丸町 14-10
TEL：087-823-5566
FAX：087-823-4888
②丸亀会場
さぬき福祉専門学校
〒763-0085 丸亀市飯野町東分 2700

TEL：0877-21-8500

FAX：0877-23-1941

③三豊会場
四国学院大学専門学校
〒767-0011 三豊市高瀬町下勝間 2351-2 TEL：0875-72-5192

FAX：0875-72-5737

④高松会場
守里会看護福祉専門学校
〒761-8012 高松市香西本町 17-9

TEL：087-813-3359

FAX：087-813-3323

⑤宇多津会場
香川短期大学
〒769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁 10 TEL：0877-49-5500

FAX：0877-49-5252

⑥高松会場
四国医療福祉専門学校
〒761-8064 高松市上之町 2 丁目 12-30

FAX：087-865-1700

TEL：087-867-7676

