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呉市委託事業 令和5年度 福祉の人材育成・就職情報提供事業

介護職員
初任者研修

受 講 案 内
(旧)訪問介護員(ホームヘルパー)２級課程

介護の世界に、

一歩踏み出そう！

令和５年度

１８日程度

受講料

５０，０００円

募集定員
各回

２０名

社会福祉法人 呉市社会福祉協議会

研修日数

一緒に学びませんか？

●第１回：令和５年　５月１６日（火）～令和５年１０月１２日（木）

日　　時 場 所 定 員
施設実習（リモート）  5月16日(火)  9:00～17:00 呉市福祉会館

20名科目試験  8月22日(火)  9:00～12:00 
呉市身体障害者福祉センター

(つばき会館1階)

修了日  9月14日(木)
― ―

その他 10月12日(木)　　　　　※9月14日までに修了できなかった方のみ

実習  8月23日(水）～9月 3日(日）の間で1日　※土日祝含む
8:00～18:30 

福祉施設

講義

・

演習

 5月17日(水)、23日(火)  9:00～16:10 
呉市生涯学習センター

(つばき会館4階)
 5月24日(水)  9:00～15:00 

 5月30日(火)

 9:00～16:00 
 6月 6日(火)、13日(火)、27日(火)

 7月 4日(火)、11日(火)、18日(火)、25日(火)

 8月 1日(火)、 8日(火)

呉市身体障害者福祉センター

(つばき会館1階)

職場説明会  8月 5日(土) 10:00～15:00 シシンヨーオークアリーナ

の間で9時間

(内休憩1時間)

講義・

修了試験・

就職相談会

 9月 7日(木) 9:00～16:00 
呉市身体障害者福祉センター

(つばき会館1階)

●第２回：令和５年　６月　８日（木）～令和５年　９月２７日（水） 
日　　時 場 所 定 員

施設実習（リモート）  6月 8日(木)  9:00～17:00 呉市福祉会館

20名福祉施設
の間で9時間

(内休憩1時間)

職場説明会  8月 5日(土) 10:00～15:00 シシンヨーオークアリーナ

 7月26日(水)、27日(木)、8月 2日(水)

科目試験  8月 3日(木)  9:00～12:00 

実習  8月 4日(金）～8月20日(日）の間で1日　※土日祝含む
8:00～18:30 

講義

・

演習

 6月14日(水)、15日(木)  9:00～16:10 

呉市福祉会館 6月21日(水)  9:00～15:00 

 6月22日(木)、28日(水)
 9:00～16:00  6月29日(木)、 7月 5日(水)、12日(水)、13日(木)、20日(木)

呉市きんろうプラザ

[ビュー・ポートくれ]

講義・

修了試験・

就職相談会

 8月23日(水) 9:00～16:00 
呉市きんろうプラザ

[ビュー・ポートくれ]

修了日  8月30日(水)
― ―

その他  9月27日(水) 　　　　　※8月30日までに修了できなかった方のみ

●第３回：令和５年　９月２０日（水）～令和６年１月２４日（水）

日　　時 場 所 定 員
施設実習（リモート）  9月20日(水) 9:00～17:00 呉市福祉会館

20名

就職相談会 調整中 10:00～15:00 呉市内(調整中)

科目試験 11月30日(木) 9:00～12:00 
呉市きんろうプラザ

[ビュー・ポートくれ]

講義

・

演習

 9月26日(火)、27日(水) 9:00～16:10 

呉市きんろうプラザ

[ビュー・ポートくれ]

10月 3日(火) 9:00～15:00 

10月 4日(水)、18日(水）、19日(木）、25日(水)
9:00～16:00 11月 1日(水)、 8日(水) 、15日(水）、16日(木）

　　22日(水)、29日(水）

※新型コロナウイルス感染拡大状況により，開講の延期または中止，日時，会場が変更になる場合があります

修了 12月20日(水)
― ―

その他  1月24日(水)　　　　　※12月20日までに修了できなかった方のみ

実習 12月 1日(金）～12月10日(日）の間で1日　※土日祝含む
8:00～18:30 

福祉施設
の間で9時間

(内休憩1時間)

講義・

修了試験・

就職相談会

12月13日(水) 9:00～16:00 
呉市きんろうプラザ

[ビュー・ポートくれ]



　

　

　
 
　　　

◎全日程に出席できる方

◎呉市内の福祉施設等で，介護業務に従事する事を希望する方

（原則，くれ福祉人材バンクに求職登録をしていただきます）

※ただし，訪問介護員養成研修２級課程以上（訪問介護員養成研修１級課程・介護職員基礎研修修了者，正・准看護師，

介護福祉士等）の資格取得者又は各種学校に在学中の方については受講できません

社会福祉法人 呉市社会福祉協議会 くれ福祉人材バンク

〒737-8517

呉市中央5丁目12-21（呉市福祉会館内）

(０８２３)２１-５０１３

受付時間 ８：３０～１７:１５ ※土・日曜、祝日はお休みです

『介護職員初任者研修』は？

呉市社会福祉協議会

【講義・演習について】

①新型コロナウイルス感染拡大防止対策のご協力をお願いします

（検温，マスク・フェイスシールド着用，手指消毒の徹底等）

②研修日程・時間は，会場・講師等の都合により変更となる場合があります

③演習・実習においては，体力が必要です

【実習について】

①実習については，開講後に通知します

（実習先，日程は希望に応じることが出来ませんので，ご了承ください）

注意事項

介護職員初任者研修は，介護の仕事につくためのスタート資格です！

介護を行う上で，必要な技術と知識を習得することができます。

急速に高齢化が進む日本社会において，介護職員の需要は年々増加して

います。

年齢・学歴・職歴は不問です。これまでも様々な方が挑戦しています。

※各回の詳細は裏面の日程をご覧ください

研修修了後は

申込期間内に次のものを呉市社会福祉協議会 くれ福祉人材バンクへ持参，または郵送にて提出してください

１ 令和５年度 介護職員初任者研修 受講申込書

２ 返信用封筒（受講可否の決定通知書 送付用）

長３封筒（235×120ｍｍ）に9４円切手を貼り，表面に自宅の郵便番号，住所，氏名を記入したもの

※受講案内をよく読んで，申し込んでください

※受講申込書及び提出書類等に不備がある場合は，無効とします

※受講可否の決定通知書は，各回の申込最終日より約１週間後にお届けする予定です

※受講手続きに必要な書類や受講料の支払い方法については，受講決定通知書にて案内します

●特別養護老人ホーム

●介護老人保健施設

●デイサービスセンター

●デイケアセンター

●サービス付き高齢者向け住宅

●養護老人ホーム

●障害児者支援施設

●訪問介護事業所 など

●開講式，オリエンテーション

講義・リモート施設見学（1日）

●講義・演習（13日） ※自宅学習あり

●科目試験[筆記・実技・口答]（1日）

●講義・修了試験（1日）

●実習（1日）

●職場説明会，セミナー等（1日）

●修了

修
了
証

科目試験・修了試験は

理解度を確認・評価す

るものなので、比較的

やさしい試験です。

１ ２

・申し込み多数の場合は，書類選考で決定します

・受講希望者が１０名未満の場合は，開講を見合わせる場合があります

・万一，欠席，遅刻，早退により履修が認められなかった場合は，補講(有料）を受けていただきます

・研修の際の服装や持参物は，オリエンテーションで説明します

・個人情報は，本協議会個人情報保護方針に基づき管理し，本事業以外では利用しません

５０，０００円（税込）※テキスト料，保険料，通信教育にかかる費用等を含む

(2023.3)

研修内容 就 職 先

希望に沿った施設・事業所など、就職先を紹介・あっせん

します！

【研修会場】

【受講要件】

【受講料】

【申込期間】

【申込方法】

【その他】

【申込・お問い合わせ先】

※令和5年3月1日現在

第１回 令和５年  ３月　１日(水)～令和５年 ４月１０日(月) 　

　 8:30～17:15
　　※各回申込最終日

       は15:00必着

第２回
（実施予定）

令和５年  ４月　３日(月)～令和５年 ５月　９日(火)

第３回
（実施予定）

令和５年  ７月１８日(火)～令和５年 ８月３１日(木)

第１回
呉市福祉会館（呉市中央５丁目１２－２１）

呉市生涯学習センター・呉市身体障害者福祉センター（呉市中央６丁目２－９）等

   ※受講生用駐車場は

     ありません
第２回
(実施予定) 呉市福祉会館（呉市中央５丁目１２－２１）

呉市きんろうプラザ[ビュー・ポートくれ]（呉市中通１丁目１ー２）等第３回
(実施予定)


