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法人情報 

法人名 社会福祉法人 心愛会 

所在地 
〒963-0702 

郡山市緑ヶ丘東六丁目 26番地 2 

電話番号 024-941-1182 

ホームページ 

アドレス 
http://www.sin-ai.com/ 

代表者名 三瓶 英才 

研修事業取締役 三瓶 英才 

研修機関情報 

事業所名称 社会福祉法人 心愛会 

所在地 
〒963-0702 

郡山市緑ヶ丘東六丁目 26番地 2 

理念 

高齢化社会において、介護の技術や知識を習得した人材を育成することは、大いに社会

的意義のあることだと思います。 

高齢者の多様化するニーズに対応した介護福祉の担い手となる専門的な知識、技術を

有する介護職員の養成を図りたいと考えます。 

次のような基本方針を掲げ、実施する。 

①円滑な研修を行うため、受講者との連絡、調整を密に行い、行き違いが生じないよう

留意する。 

②指導陣がきめ細やかな指導を行えるよう常時、情報交換を行うことで、受講者とのコミ

ュニケショーンを潤滑させる。 

③実際の講義、実技で学んだ介護技術を実務に直結するように身に付けさせる。 

学則 別紙「学則」のとおり 

研修施設 

会津会場 

会津若松市インター西 69 

            社会福祉法人 心愛会 会津事務所  

設備 使用備品一覧表参照 



 

 

 

沿革 
2012年 12月 スクール設置準備室設置。 

2013年 4月より介護職員初任者研修事業、郡山、会津 2会場にて開始。 

研修の概要 

対象 介護業務に就きたいと考えている求職者または資格取得希望者 

研修スケジュール 会津会場、年間 1回 開講 

定員 受講者定員 19名 指導者数 9名 

研修受講までの流

れ 

・資料請求、受講申込（本人確認含む）の順で手続きを進める。 

・資料請求は、電話によって受け付ける。この請求に応じて、学則、受講案内、直近の研修カ

リキュラム、申込書を郵送させて頂くか、直接お越し頂いた際はお渡しするようにする。 

・受講申込は、直接お越し頂くか申込書類一式を郵送して頂くことにより受け付ける。 

・受講料の支払い確認にて受講決定とする。 

費用 4,950円 

留意事項 

（１） 体調管理し、遅刻・欠席することなく全科目出席するよう努めてください。 

（２） 授業中はマナーを守り、積極的に学習に取り組んでください。 

（３） 受講中の苦情・相談は担当者の「松本 利一」に申し出てください。 

特徴 （１）当法人の事業所に就職のご案内をすることができます。 

受講者へのメッセー

ジ 

社会福祉法人 心愛会 初任者研修スクールでは、豊富な現場経験をもった多彩な講

師陣が、受講者のみなさんに介護の基本をお教えします。講義だけでなく、福祉器具を

使った演習などを行います。「やる気」さえあれば、根拠に基づいた介護の知識・技術を

深く学べる環境です。 

課程責任者 

課程編成責任者 

氏名 松本 利一 

所属名：社会福祉法人 心愛会 

役職：特別養護老人ホーム 主任 

研修カリキュラム 

科目別シラバス 別紙「シラバス」のとおり 

http://mitouph.com/pdf/Syllabus.pdf


 

 

 

 

科目別担当教官名 別紙「講師情報」のとおり 

科目別特徴 別紙「シラバス」のとおり 

科目別通信・事前・

事後学習とする内

容及び時間 

自宅学習(通信添削)を講義の事前に行うこととする。 

提出日は講義中の日程に設けることとし、講義に出席後の解答が望ましいと考える。 

内容は各科目から3 問以上設け、記述式での解答形式とする。 

各科目の通信に相当する時間数は「介護員養成研修の取扱細則について」（介護職員

初任者研修関係）別紙4（第7条関係）通信形式での実施基準に規定されている通りであ

り、合計40.5 時間である。 

通信課程の教材・指

導体制・指導方法・

課題 

自宅学習(通信添削)の教材はテキストと同様とし、項目ごとに添削責任者を設ける。

自宅学習中に生じた質問等に対しては、ＦＡＸ（番号：0242-57-1621）又は電話（番

号：0242-57-1620）により受付け、必要に応じて担当講師に照会し、回答・指導に

あたる。 

実技内容・備品（演

習の場合） 

実技内容は別紙「シラバス」のとおり 

備品は別紙「使用備品一覧表」 

指導体制（演習の場

合） 

講師が 1 名。受講生が適宜グループなどをつくり、講師が巡回して、演習の状況を確認

する。 

修了評価の方法、

評価者、再履修等

の基準 

修了評価の方法：筆記試験（合格点は 70％以上） 

評価者：担当講師全員 

詳細は、別紙「学則」「講師情報」「修了評価の方法」のとおり 

講師情報 

講師情報 名前、略歴、現職、資格などは別紙「講師情報」のとおり 

研修実績 

研修実績 

【過去の研修実施回数及び延べ人数】 

2012年度 介護員養成研修 2級課程 全 1回 延べ 13名 

2013 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 3 回 延べ 41 名 

2014 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 2 回 延べ 44 名 

2015 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 2 回 延べ 36 名 

2016 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 2 回 延べ 35 名 

2017 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 1 回 延べ 19 名 

2018 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 1 回 延べ 22 名 

2019 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 1 回 延べ 20 名 

2020 年度 介護職員初任者研修 会津・郡山 2 会場にて全 1 回 延べ 29 名 

2021 年度 介護職員初任者研修 会津会場にて 1 回 延べ 19 名 

http://mitouph.com/pdf/Teacher_List.pdf
http://mitouph.com/pdf/Syllabus.pdf
http://mitouph.com/pdf/Equipment_List.pdf
http://mitouph.com/pdf/School_Regulations.pdf
http://mitouph.com/pdf/Teacher_List.pdf
http://mitouph.com/pdf/Evaluate_Method.pdf
http://mitouph.com/pdf/Teacher_List.pdf


 

 

 

 

連絡先等 

申し込み・資料請求

先 

氏名：松本 利一 

所属名：社会福祉法人 心愛会 

役職：特別養護老人ホーム 主任 

連絡先： 0242-57-1620 （特別養護老人ホーム ハーモニーハウス内） 

法人の苦情相談窓

口・連絡先 

法人本部 高齢事業担当マネジャー  大堀 よし子                                

電話 0242-57-1620 （特別養護老人ホーム ハーモニーハウス内） 

事業所の苦情相談

窓口・連絡先 

課程責任者   松本 利一                                     

電話 0242-57-1620 （特別養護老人ホーム ハーモニーハウス内） 


