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介護に関する入門的研修介護に関する入門的研修
滋賀県滋賀県いきいきいきいき生活支援員養成研修生活支援員養成研修

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター（担当：山中）
TEL.077-566-8266　FAX.077-566-8277お問合せ先

説明会 研　修

修了後 更新研修
所属先、振興センター
関係機関と一緒に
修了生の「はたらく」を
応援します

いきいき生活支援員の
資格は3年の有期限。
更新研修※で継続して
学びます

申し込み申し込み

説明会から修了後までの流れ

介護の研修介護の研修
　　ステップアップのイメージ　　ステップアップのイメージ
介護の研修
　　ステップアップのイメージ

更新更新

修了修了

※いきいき生活支援員研修課程修了証の期限内に12時間の更新研修を受講することで資格期限を3年間延長できます。

所在地：滋賀県草津市大路2丁目11-15

説明会に参加して
詳しく話を聞いて
から申し込みます

入門的研修

介護に関する入門的研修
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一部免除

生活援助従事者研修
(59時間)

介護職員初任者研修
(130時間)

実務者研修
(450時間)

介護福祉士

講義・見学・実技
実習を通して
学びます

・知的障害がある方
①原則として療育手帳の交付を受けている方

　②障害福祉サービス事業所に所属しており、
　　所属先からの支援が受けられる方。または、
　　働き・暮らし応援センター、相談支援事業所

等の支援が受けられる方。
　③本人が介護分野での就労を希望している事
④原則として滋賀県に住んでいる方

　⑤説明会に参加された方

・精神障害がある方
①原則として精神保健福祉手帳の交付を受けて

　　いる方。または自立支援医療（精神通院医療）の
　　受給者証の交付を受けている方
　②障害福祉サービス事業所に所属しており、所属
　　先からの支援が受けられる方。または、働き・暮ら
　　し応援センター、相談支援事業所、精神科病院・
　　診療所のデイケア施設等の支援が受けられる方
　③本人が介護分野での就労を希望している事
　④原則として滋賀県に住んでいる方
　⑤説明会に参加された方

応募要件

大津市平野コミュニティセンター
大津市馬場３丁目15‐45

説明会説明会

9 （月）14：00～15：309/12（月）14：00～15：309/12（月）14：00～15：30
説明会申込方法
申込用紙にご記入いただき
FAXまたは郵送でお申込ください。

● 研修課程 介護に関する入門的研修・滋賀県いきいき生活支援員養成研修
● 研修期間 2022年10月7日（金）～2022年12月21日（水）
● 会　　場　大津市平野コミュニティセンター（大津市馬場3丁目15-45）
● 受 講 料 3,740円（テキスト代等、消費税含む）　
　                  研修初日に現金でお持ち下さい。
● 募集人数 10名
　　　　　    全科目の時間数に出席し、各回レポートを提出
　　　　　    した方を修了者と認定し、修了証明書を交付します。
● 研修修了  
　 認定方法

9月9日（金）午前必着9月9日（金）午前必着
申込締切

2022 年度　 
介護等の場における知的・精神障害者就労促進事業

介護に関する入門的研修
滋賀県いきいき生活支援員養成研修

新しい自分に
チャレンジ

会会会

福 サービスの
「受け手」から「担い手」へ！

主　催 ： 滋賀県、 特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センター

check!



募集要項
　１. 研修の目的

　この事業は、知的障害・精神障害がある方を対象に、介護に関する入門的研修、滋賀県独自資格のいき

いき生活支援員養成研修を実施します。その中で、高齢者介護について学び、障害のある方が福祉サービス

の「受け手」から「担い手」となっていただくことを目的とする事業です。

　２. 事業の名称

20２２年度介護等の場における知的・精神障害者就労促進事業

　３． 研修課程

・知的障害がある方・知的障害がある方

　介護に関する入門的研修＋滋賀県いきいき生活支援員養成研修

　カリキュラムに載っているすべての日程（ピンクと青）を受講してください。

・精神障害がある方・精神障害がある方

　介護に関する入門的研修

　カリキュラムに載っている青色の日程を受講してください。

　４. 委　託　元

滋賀県

　５. 募 集 人 数

10 名

　６. 研修期間・場所

研修期間　2022年 10月7日（金）～12月21日（水）

場所　大津市平野コミュニティセンター（大津市馬場三丁目15-45）

　7. 受講料

3,740 円（テキスト代等）昼食代、交通費は各自負担

　8. 応募者の要件

・知的障害がある方・知的障害がある方

①原則として療育手帳の交付を受けている方

　②障害福祉サービス事業所に所属しており、所属先からの支援が受けられる方。または、働き・暮らし応

　　援センター、相談支援事業所等の支援が受けられる方。

　③本人が介護分野での就労を希望している事

④原則として滋賀県に住んでいる方

　⑤説明会に参加された方

・精神障害がある方・精神障害がある方

①原則として精神保健福祉手帳の交付を受けている方

　　または自立支援医療（精神通院医療）の受給者証の交付を受けている方

　②障害福祉サービス事業所に所属しており、所属先からの支援が受けられる方。または、働き・暮らし応

　　援センター、相談支援事業所、精神科病院・診療所のデイケア施設等の支援が受けられる方

　③本人が介護分野での就労を希望している事

　④原則として滋賀県に住んでいる方

　⑤説明会に参加された方

　9. 修了認定方法

研修課程の全科目に出席し、各回レポートを提出した方を修了者と認定し修了証明書を交付します。

　10. 補講について

研修を欠席された方でやむを得ない事情があると認められる場合、欠席の教科について補講を行います。

補講の方法は原則としてビデオ補講とし、補講は2コマまでとします。詳しくは説明会でお伝えします。

　11. 説明会、申し込み方法

受講を希望する方は、9月12日（月）の説明会に必ず支援者等、関係者と一緒に出席してください。説明

　1２. その他

・新型コロナウイルス等感染拡大の状況により、研修を中断もしくは中止とする場合がございますので

予めご了承ください。

・研修会場、実習先へのアクセスは、受講者・関係者・保護者で責任をもっていただきます。

会で学則、カリキュラム、受講申込書をお渡しします。

申込用紙にご記入の上、9月9日（金）までにFAXまたは郵送にて振興センターまでお送りください。

じぎょう

けんしゅう もくてき

ぼしゅう　　　　ようこう

じぎょう めいしょう

い た く も と

ぼしゅうにんずう

けんしゅうきかん　　ばしょ

じゅこうりょう

た

せつめいかい

ほこう

しゅうりょうにんていほうほう

おうぼしゃ ようけん

もう　 こ　 ほうほう

けんしゅうかてい

もくてき じぎょうう　　 て にな　　て

ねんど かいごとう ば ちてき　　 せいしんしょうがいしゃしゅうろうそくしんじぎょう

ちてきしょうがい

せいしんしょうがい

かた

かた

かいご　　 かん　　　にゅうもんてきけんしゅう　しがけん

かいご　　かん　　　にゅうもんてきけんしゅう

せいかつしえんいんようせいけんしゅう

の にってい

の にってい じゅこうあおいろ

あお じゅこう

しがけん

けんしゅうきかん ねん がつ か きん がつ にち すい

ばしょ おおつ　し ひらの おおつ　し ばんば さんちょうめ

えん　　　　　　　　　だいとう ちゅうしょくだい こうつうひ　 かく じ　ふたん

めい

こうれいしゃかいご まな しょうがい かた ふくし

ちてきしょうがい せいしんしょうがい かた たいしょう かいご かん にゅうもんてきけんしゅう しがけん　どくじ しかく

せいかつしえんいんようせいけんしゅう じっし なか

せつめいかい

げんそく

ほんにん

りょういくてちょう

しょうがいふくし

えん かたしえん　　  うそうだん  し  えん じぎょうしょ とう

じぎょうしょ しょぞく しょぞくさき はたら く おうしえん　　  う                     かた

こうふげんそく

げんそく

う かた

かいご  ぶんや しゅうろう きぼう こと

しがけん す かた

さんか かた

ほんにん かいごぶんや

えん そうだん し えん じぎょうしょ

しょうがいふくし

じりつ   しえん いりょう せいしんつういんいりょう

せいしんほけん  ふくし  てちょう

せいしんしょうがい かた

ちてきしょうがい かた

こうふ う かた

じゅきゅうしゃしょう こうふ う かた

じぎょうしょ しょぞく しょぞくさき しえん う かた はたら く おう

せいしんかびょういん しんりょうじょ しせつとう しえん う かた

しゅうろう きぼう こと

げんそく しがけん　　　す かた

せつめいかい

けんしゅうかてい ぜんかもく かた にんていしゅうりょうしゃ しゅうりょうしょうめいしょ こうふしゅっせき かくかい ていしゅつ

けんしゅう

ほこう ほこう ほこうほうほう げんそく くわ せつめいかい つた

じゅこう

もうしこみようし きにゅう　   うえ がつ　 か      きん ゆうそう      　 しんこう おく

じゅこうもうしこみしょ わた

きぼう かた がつ にち げつ せつめいかい かなら　 しえんしゃとう　　かんけいしゃ　　いっしょ しゅっせき せつめい

かい　  がくそく

しんがた とうかんせんかくだい じょうきょう けんしゅう ちゅうだん ちゅうし ばあい

あらかじ りょうしょう

けんしゅうかいじょう じっしゅうさき じゅこうしゃ かんけいしゃ ほごしゃ せきにん

けっせき かた え じじょう みと ばあい ほこう おこなけっせき　 きょうか

さんか かた


