
令和元年度岡山市母子家庭等就労支援講習会事業 
 

母子家庭のお母さんのための 
介護職員初任者研修受講生募集 

   
 母子家庭のお母さまや寡婦の方を対象に、介護職員初任者研修を開催します。 
 全ての日程を受講し修了試験に合格すると「修了証」が受け取れます。介護職場への就

職を希望している方は、お気軽に各福祉事務所の母子・父子自立支援員にご相談ください。 
     

 
〇受講資格   次の条件をすべて満たす方 
   ①岡山市に住んでいて、20歳未満のお子さまを養育している母子家庭の母、または 

   寡婦（かつて母子家庭の母であって現在も配偶者がいない人）。 
  ②介護関係の職場に就職や転職を希望していて、受講修了後に介護職場で働ける健 

   康状態の人。 
  ③全日程（裏面日程のとおり）に出席できる人。一部でも受講できない場合は、修 

   了証を発行できません。 
   ④ホームヘルパー２級の修了資格を持っていない人。 
 
○定   員  １６名（申込多数の場合は書類選考後抽選になります） 
 
○会   場  講義・実技  岡山ふれあいセンター（岡山市中区桑野） 
       実習     岡山市内 
 
〇日時・内容  裏面を参照ください。 

 
〇受 講 料  無料（ただし、テキスト代5,400円と実習に必要な健康診断費・交通費 

       は自己負担です。） 
 
○申込期限  令和元年８月３０日(金)  
      
○申込方法 ①住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員に電話予約のうえ、

受講について事前にご相談ください。  
      ②受講申込書に記入し、母子家庭等であることを確認できる書類(ひとり親

家庭等医療費受給資格証や遺族年金証書などの写し、または戸籍謄本等)

を添付して提出してください。児童扶養手当受給者の方は、添付書類を省

略できます。 
        
 
 
 
 ＜お問い合わせ＞  

（各福祉事務所） 北区中央福祉事務所 電話０８６－８０３－１８２４ 
北区北福祉事務所    電話０８６－２５１－６５２１ 
中区福祉事務所   電話０８６－９０１－１２３４ 
東区福祉事務所   電話０８６－９４４－０１３１ 
南区西福祉事務所    電話０８６－２８１－９６５２ 
南区南福祉事務所  電話０８６－２６１－７１２７ 
       

    岡山市こども福祉課子育て福祉係     電話０８６－８０３－１２２１ 
 



令和元年度　介護職員初任者研修カリキュラム

日付 曜日 部屋 教科名 教科の概要

R1.9.4 水 10:00 ～ 12:00 第１研修室 開講式・オリエンテーション 講座受講における諸注意

9:30 ～ 12:30 職務の理解① 多様なサービスの理解

13:30 ～ 16:30 職務の理解② 介護職の仕事内容や働く現場の理解

R1.9.6 金 9:30 ～ 15:30 第2,3研修室 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

R1.9.10 火 9:30 ～ 14:30 第1 研修室介護における尊厳の保持・自立支援② 自立に向けた介護

9:30 ～ 11:30 介護の基本① 介護職の役割、専門性と多職種との連携

11:30 ～ 12:30 介護の基本② 介護職の職業倫理

13:30 ～ 15:30 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

15:30 ～ 16:30 介護の基本④ 介護職の安全

9:30 ～ 11:30 第１研修室 老化の理解① 老年期の発達と老化に伴う心身の変化の特徴

12:30 ～ 16:30 老化の理解② 高齢者と健康

9:30 ～ 10:30 認知症の理解① 認知症を取り巻く環境

10:30 12:30 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

13:30 15:30 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

15:30 ～ 16:30 認知症の理解④ 家族への支援

9:30 ～ 12:30 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

13:30 ～ 16:30 介護・福祉サービスの理解と医療との連携③ 障害福祉制度及びその他制度

R1.9.18 水 9:30 ～ 12:30 第2.3研修室 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

9:30 ～ 12:30 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

13:30 ～ 16:30 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

16:30 ～ 17:30 オリエンテーション 演習・実習に関するオリエンテーション

9:30 ～ 10:30 障害の理解① 障害の基礎的理解

10:30 ～ 11:30 障害の理解② 障害の医学的側面、生活障害などの基礎知識

11:30 ～ 12:30 障害の理解③ 家族の心理、かかわり支援の理解

9:30 ～ 11:30 第2.3研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
介護に関する基礎的理解①

介護の基本的な考え方

12:30 ～ 14:30
こころとからだのしくみと生活支援技術
介護に関する基礎的理解②

介護に関するこころのしくみの基礎的理解

R1.10.1 火 9:30 ～ 16:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
介護に関する基礎的理解③

介護に関するからだのしくみの基礎知識

R1.10.2 水 9:30 ～ 17:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開①

生活と家事

R1.10.3 木 9:30 ～ 16:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開⑧

睡眠に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護

R1.10.4 金 9:30 ～ 17:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開②

快適な居住環境整備と介護

R1.10.7 月 9:30 ～ 17:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開③

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

R1.10.8 火 9:30 ～ 17:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開④

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

R1.10.15 火 9:30 ～ 17:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開⑥

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

R1.10.16 水 9:30 ～ 16:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開⑤

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

R1.10.17 木 9:30 ～ 17:30 第2.3研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開⑦

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

9:30 ～ 10:30
こころとからだのしくみと生活支援技術
自立に向けた介護の展開⑨

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

10:30 ～ 16:30
こころとからだのしくみと生活支援技術
生活支援技術演習①

介護過程の基礎的理解

R1.10.31 木 9:30 ～ 15:30 第１研修室

こころとからだのしくみと生活支援技術
生活支援技術演習②

総合生活支援技術演習

振り返り①-1 訪問介護同行訪問 同行訪問による業務実習(１ケース目）

振り返り①-2 訪問介護同行訪問 同行訪問による業務実習(2ケース目）

9:30 ～ 11:30 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

11:30 ～ 12:30 修了試験

R1.12.6 金 10:00 ～ 11:00 第１研修室 修了式

R1.9.17 火 第１研修室

R1.9.25 水 第１研修室

R1.12.4 水 第１研修室

R1.9.19 木 第１研修室

R1.10.18 金 第1 研修室

R1.9.26 木

11/７～12/３

R1.9.13 金 第１研修室

第１研修室

時間

R1.9.5 木 第2.3研修室

R1.9.11 水

R1.9.12 木


