
研修機関情報 法人情報 法人名称：社会福祉法人わたり福祉会 

  住所：〒960-0231 福島市飯坂町平野字小深田 1番地 5号 

  TEL：024-542-8755   FAX：024-543-1693 

  ホームページアドレス：http://www.watari-fukushikai.jp/ 

代表者名：理事長 遠藤 義雄 

 研修機関情報 事業所名称：社会福祉法人わたり福祉会 介護職員初任者研修事務局 

  住所：〒960-0231 福島市飯坂町平野字小深田 1-5 

      介護老人保健施設はなひらの内 

  TEL：024-542-8755  FAX：024-543-1693 

理念 

  研修を通し「生きる意欲を引き出す」介護・福祉・医療を学び、共に支え 

  あって生きる介護職員を養成する 

学則 

研修施設：特別養護老人ホームはなしのぶ 談話室、地域交流スペース 

  住所：〒960-1103 福島市平石字堰ノ上 3番地 

  TEL：024-544-0711  FAX：024-545-0740 

設備 

  机：14台 イス：45脚 

  テレビ：1台 ブルーレイレコーダー：１台 

  マイクセット：2台 マイクスタンド：大小各 1個 

  プロジェクター：1台 スクリーン：1台 

  パソコン：1台 ポット：1台 

  ビデオカメラ：1台 

研修事業情報 研修の概要 対象：一般（全課程を出席できるやる気のある方） 

研修のスケジュール（期間、日程、時間数） 

定員（集合研修、実習）と指導者数 

  定員：24名 

  講師：12名 実習指導者：28名 

研修受講までの流れ（募集、申し込み） 

  ①受講希望者は、申込用紙・募集要項を、下記の申し込み先から直接入手

する（または下記の資料請求先に電話、FAX、メールにて連絡し、郵送に

よる入手も可） 

  ②申込用紙に記入の上、写真を貼り、下記の申込先に本人が直接提出す

る。その際、本人確認のため健康保険証、運転免許証などを提示する 

  ③募集期間終了後、定員を超えた場合は選考を行い、受講希望者に郵送

にて合否の連絡をする 

  ④受講決定者には、郵送による連絡を行い、その後受講補償金と引き換え

にテキストを配付する 

費用：受講料 60,000円 

内訳：受講料 50,000円（テキスト代含）、諸経費 10,000 円（会場使用料、

賠償保険加入代） 

※福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金に基づき、要件に該当

http://www.watari-fukushikai.jp/
https://watari-fukushikai.jp/wp-content/uploads/2022/07/22-01.pdf
https://watari-fukushikai.jp/wp-content/uploads/2022/08/22-02_01.pdf


する方には、研修修了後受講料の一部を返金する。途中退講した場

合、返金は行なわない。 

留意事項   

募集要項 

受講生の手引き 

特徴 

ヘルパー養成講座から通算して 22回目の養成研修です。講師は現場のプ

ロを迎え、充実した内容となっており、修了者や事業所から好評をいただい

ています。実技演習・実習もあり、基礎となる技術も習得でき、初めて介護

を志す方も安心して受講することができます 

受講者へのメッセージ等 

より深く介護の知識や技術を修得するだけでなく、受講者と講師・事務局と

の交流や支え合いがこの研修を通して体験できます。学ぶことの楽しさが

実感できる 3カ月です 

課程責任者 課程編成責任者名：板橋 修 

協力事業所 事業所名：福島医療生活協同組合わたり病院 

研修カリキュラム 科目別シラバス 

科目別担当教官名 

科目別特徴 

  演習の実技内容 

  演習の備品 

演習指導体制 

講師に補助講師を加えた十分な体制のもと、グループに分かれロールプレ

イを行います 

（通信） 科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間 

  添削指導及び面接指導実施要領 

通信課程の教材・指導体制・指導方法・課題 

  添削指導及び面接指導実施要領 

修了評価 修了評価の方法、評価者、再履修等の基準 

実習施設 協力実習機関の名称・住所等 

  ・介護老人保健施設はなひらの 

住所：〒960-0231 福島市飯坂町平野字小深田 1番地 5号 

 TEL：024-542-8755 

  ・特別養護老人ホームはなしのぶ 

 住所：〒960-1103 福島市平石字堰ノ上 3番地 

 TEL：024-544-0711 

  ・老人デイサービスセンターはなひらの 

 住所：〒960-0231 福島市飯坂町平野字小深田 1番地 5号 

 TEL：024-543-1546 

  ・老人デイサービスセンターはなみずき 
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 住所：〒960-8141 福島市渡利字中江町 29番地 3号 

 TEL：024-515-3150 

  ・デイサービスセンターはなしのぶ 

 住所：〒960-1103 福島市平石字堰ノ上 3番地 

 TEL：024-544-1106 

  ・デイサービスセンターはなゆまち 

      住所：〒960-0201 福島市飯坂町字湯町 37-1 

      TEL：024－542－8588 

協力実習機関の介護保険事業の概要 

協力実習機関の実習担当者名 

実習プログラム内容、プログラムの特色 

実習中の指導体制・内容（振り返り、実習指導等） 

受講生は、担当者の指導のもと実習に取り組んでいただきます。事前に実

習の目的、プログラムを説明し、最後に総括、評価を行います 

協力実習機関における延べ人数 

  介護職員初任者研修：253名 

  訪問介護員養成研修 2級課程：328名 

講師情報 名前、略歴、現職、資格 

実績情報 過去の研修実施回数、研修延べ参加人数（年度ごと） 

介護職員初任者研修 

   年度 実施回数 参加人数 

平成 25年度 2 46名 

平成 26年度 1 29名 

平成 27年度 1 28名 

平成 28年度 1 26名 

平成 29年度 1 28名 

平成 30年度 1 29名 

令和元年度 1 22名 

令和 2年度 1 21名 

令和 3年度 1 24名 

訪問介護員養成研修 2級課程 

   年度 実施回数 参加人数 

平成 14年度 1 40名 

平成 15年度 1 37名 

平成 16年度 1 40名 

平成 17年度 1 30名 

平成 18年度 1 27名 

平成 19年度 1 31名 

平成 20年度 1 26名 

平成 21年度 1 32名 

平成 22年度 1 29名 
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平成 23年度 1 16名 

平成 24年度 1 22名 

連絡先等 申し込み先（各施設事務室） 

  介護老人保健施設はなひらの 

 住所：〒960-0231 福島市飯坂町平野字小深田 1-5 

 TEL：024-542-8755 

  わたりケアセンターはなみずき 

 住所：〒960-8141 福島市渡利字中江町 29-3 

 TEL：024-573-5432 

  特別養護老人ホームはなしのぶ 

 住所：〒960-1103 福島市平石字堰ノ上 3番地 

 TEL：024-544-0711 

お問い合わせ・資料請求先 

  社会福祉法人わたり福祉会 介護職員初任者研修事務局 

 住所：〒960-0231 福島市飯坂町平野字小深田 1-5 

     介護老人保健施設はなひらの内 

 TEL：024-542-8755   FAX：024-543-1693 

 メールアドレス：honbu@watari.or.jp 

法人の苦情対応者名 板橋 修 

  役職   社会福祉法人わたり福祉会 専務理事 

  連絡先  024-542-8755 

事業所の苦情対応者名 篠谷 衛 

  役職  社会福祉法人わたり福祉会 総務部 

  連絡先  024-542-8755 
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