
 

 

 

 

介護福祉士実務者養成施設の情報公開 

 

 

▼設置者に関する情報 

名称 社会福祉法人 北筑前福祉会 

所在地 福岡県宗像市用山 471番地 5 

連絡先 
電話：0940－38－3910 

FAX：0940－38－3920 

代表者 理事長  髙山  勲 

実施事業 

1）第一種社会福祉事業 

 （イ）特別養護老人ホームの経営 

2）第二種社会福祉事業 

 （イ）老人デイサービス事業の経営 

 （ロ）老人短期入所施設事業の経営 

 （ハ）老人居宅介護等事業の経営 

 （ニ）認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

 （ホ）小規模多機能型居宅介護事業の経営 

 （ヘ）障害福祉サービス事業の経営 

 （ト）老人福祉センター事業の経営 

公益を目的とする事業 

 （イ）居宅介護支援事業 

 （ロ）介護員養成研修事業 

 （ハ）介護福祉士実務者養成事業 

計算書類

等 
計算書類等はこちら 

 

 

 

 

 

 

http://kitatikuzen.net/about_financial.html


 

 

 

▼介護福祉士実務者養成施設に関する情報 

名称 宗寿園ケアスクール 

住所 福岡県宗像市稲元 5丁目 2番 2号（福祉センター宗寿園内） 

連絡先 
電話：0940－33－2761 

FAX：0940－33－2276 

代表者 所長  髙木 紀美子 

開設日 平成 25年 5月 13日 

学則 
ア【通学課程】 

イ【通信課程】 

設備の概

要 

（ア）基本設備等 

教室の面積…A教室：82.36㎡／B教室：36.90㎡ 

冷暖房完備、換気装置有り、休憩室有り、就職相談室有り 

トイレ（男女別）有り 2か所 

介護用ベッド 3台、車椅子 13台、介護用浴槽 2台、ポータブルトイレ 4台 

実習用モデル人形 1体、人体骨格模型 1体、人体解剖模型 1体 

吸引訓練モデル 2体、 経管栄養訓練モデル 1体、 

心肺蘇生訓練用器材一式、処置台又はワゴン 2台、 

ストレッチャー 1台、歩行補助杖 12本、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ・ﾏｯﾄ 2台、 

吸引装置一式 2.台、障害者用調理器具・食器類、 

視聴覚機器一式（プロジェクター、ブルーレイレコーダー、スクリーン）  

 

（イ）公共交通機関 

JR赤間駅から 2㎞ 徒歩 25分  

西鉄バス「宗寿園前」から 徒歩 1分  

西鉄バス「河東コミセン前」から 徒歩 10分  

無料駐車場有り    

 

（ウ）就職支援等 

ジョブカード作成アドバイザーが常駐して就職支援している 

受講生が自由に求人情報の検索ができるパソコンがある 

介護事業所からの求人票を常備している 

 

 

 



 

 

 

▼養成課程に関する情報 

スケジュー

ル 

受講期間：平成 29年 10月 3日（火曜日）～平成 30年 3月 30日（金曜日） 

687時間（6 ヶ月）…時間：午前 9時 30分～午後 4時 00分 

土・日・祝日、12月 29日～1月 3日は休講です。 

定員 25名 

費用 

受講料は無料です。 但し、テキスト代は 13,824円必要です。 

健康診断書料は実費になります。 

実習などで必要な準備物も必要です。 

カリキュラ

ム 

⇒『科目ごとのシラバス』(PDF) 

⇒『介護職員実務者研修』  カリキュラム(PDF) 

⇒講師名簿(PDF) 

使用教材 中央法規出版：介護職員等実務者研修テキスト（第 1巻～第 5巻） 

実習施設 ⇒実習施設一覧表(PDF) 

内容・特徴 

今後、高齢化がさらに進む中で、福祉・介護分野は、最も人材確保に取り組んでいかなけ

ればならない分野です。 

これから介護職員になる人が幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の習得に加

え、介護過程及び医療的ケアに関する知識及び技能習得を目指します。 

 

認知症のことも専門分野の勉強と実習で学びます。 

人体模型・骨格モデル等を使って医療・看護ケアを学び、喀痰吸引・経管栄養の演習をし

医療的ケアを学びます。 

介護現場への就職につながり、介護現場での仕事に役にたつ訓練科目となっています。  

 

社会福祉法人北筑前福祉会は 1978年 6月に特別養護老人ホーム津屋崎園を開園し、

「共生」を法人の理念として利用者と職員が共に生きることの介護に取り組んできました。 

 

グループ職員は約 280名で、経験豊富で介護の専門的な資格を持ったベテラン職員が揃

っています。介護種別も特別養護老人ホームを始め通所介護・グループホームと複数の

施設を経営していますので、見学・実習するにも便利です。 

社内教育や事例発表会も年間計画で取り組み、介護教育に力を入れ介護員の養成を目

指しています。 

 

 

 

http://kitatikuzen.net/images/2017calicuram.pdf
http://kitatikuzen.net/images/2017teacher.pdf
http://kitatikuzen.net/images/facilities.pdf


▼実績に関する情報 

延べ人数 

実務者研修課程修了者…174名 

基礎研修課程修了者…44名 

初任者研修課程修了者…17名 

ホームヘルパー2級課程修了者…150名 

進路の状

況 

特別養護老人ホーム・老人保健施設・有料老人ホーム・病院・グループホーム 

デイサービスセンター・デイケアセンター・訪問介護ステーション・障害者支援施設 等 

 

▼その他の情報 

介護福祉士を受験する為には、介護職員実務者研修を修了しておく必要があります。介

護職員実務者研修を修了した方は「サービス提供責任者」になれます。 

※学則 

ア.通学課

程 

（ア）設置目的 

少子高齢化が進む中で、様々な形態の介護サービスが求められている。介護従業者に、

質の高い介護サービスの提供が求められるようになり、そのために必要となる知識・技術

が多様化・高度化している。そこで、介護福祉士実務者養成研修施設を設置し、実務だけ

では習得できない知識や技術を中心に学んだり、医学や制度の知識、介護過程の展開や

認知症についての知識を深め介護員の養成を図ることを目的とする。 

 

（イ）名称 

実務者養成研修  (昼間課程) 

 

（ウ）位置 

福岡県宗像市稲元 5－2－2（福祉センター宗寿園内） 

 

（エ）研修・開講期間 

6 ヵ月 

 

（オ）生徒定員、学級数 

50名 1学級 

 

（カ）履修方法 

訓練生は看護師、介護福祉士等の関係免許・資格をお持ちでない人、又は介護職員基礎

研修課程等の修了者でない人。カリキュラムに基づいて全ての科目を履修すること。 

 

（キ）受講資格 

雇用保険受給資格者、又は公共職業安定所（ハローワーク）から受講推薦を受けることが

でき、訓練を受けて関連職種へ就職を希望される方。 



 

（ク）学習の評価及び課程修了の認定 

各科目ごとに修了評価を行い、基準点（7割以上）に達するまで再評価を行うこととし、決

められたすべての講義及び実技演習の全日程を全出席し全体の修了評価が 7割以上の

者を修了者とする。補講については研修期間中に受講するものとする。 

 

（ケ）受講料 

無料（テキスト代、健康診断書料等は自己負担あります） 

 

（コ）受講者選抜の概要 

求職者支援制度による実施要項による 

 国：ハローワークに求職の申し込みをした者で、雇用保険被保険者や雇用保険受給

者でなく、労働意思と能力があり、職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワ

ーク所長が認めた者 

 県：公共職業安定所に求職申込をした者であって、公共職業安定所長の受講指示、

受講推薦又は支援指示を受けた者 

 

（サ）組織 

所長 1名、専任教員 3名 

イ.通信課

程 

（ア）設置目的  

働きながらでもキャリアアップが出来るよう、実務だけでは習得できない知識や技術を学

び、医療的ケアの知識、介護過程の展開や認知症についての知識を深めることを目的と

する。 

 

（イ）名称 

介護福祉士実務者養成研修  (通信課程) 

 

（ウ）位置 

福岡県宗像市稲元 5－2－2（福祉センター宗寿園内） 

 

（エ）修業年限 

7 ｹ月とする。 

 

（オ）定員及び学級数 

1学年につき 60名 3学級 

 学級の定員は 20名とする。応募者数の状況によっては、1学級か 2学級で運営する

こともある。 

 

 

 



（カ）受講資格 

訪問介護員養成研修 2級課程（ホームヘルパー2級）修了者 

訪問介護員養成研修 1級課程（ホームヘルパー1級）修了者 

介護職員初任者研修課程修了者 

介護職員基礎研修課程修了者 

講座を受講して関係職種へ就職を希望される方 

 

（キ）受講者の選考 

定員を超える申し込みがあった場合は、先着順とする。 

 

（ク）履修方法 

テキストに沿って自己学習し、当スクールが定める期日までに各科目ごとに添削レポート

を提出する。質問に関しては、別紙の質問用紙にて受付し、担当講師が回答する。 

 

（ケ）評価及び課程修了の認定 

各科目ごとの添削レポートを期日までに提出し、医療的ケア以外の科目については基準

点（70点以上）、医療的ケアについては基準点(90点以上)に達すること。基準点に達しな

かった場合は、再提出とする。期日までに提出がなかった場合は、催促し提出を促す。そ

れでも未提出の場合は退学処分とする。スクーリングの場合は全日程に出席し、介護過

程Ⅲ（介護技術）及び医療的ケア演習の修了評価を受け、基準点に達すること。「実務者

研修修了証明書」の発行のためには、全課程を修了していることと受講料を全額入金して

いることが条件となる。 

（１）医療的ケア以外の科目 

Ａ：90点以上  Ｂ：80点～89点  Ｃ：70点～79点  Ｄ：69点以下 

Ａ、Ｂ、Ｃを合格、Ｄを不合格とする。 

（２）医療的ケア 

合格：90点以上  不合格：89点以下 

 

（コ）受講料 

○無資格者 

 受講料 130,000 円（消費税別途） 

 テキスト代  12,800円（消費税別途） 

○訪問介護員養成研修 2級課程（ホームヘルパー2級）修了者 

 又は介護職員初任者研修課程修了者 

 受講料 110，000円（消費税別途） 

 テキスト代 12，800円（消費税別途） 

○訪問介護員養成研修 1級課程（ホームヘルパー1級）修了者 

 受講料 80，000円（消費税別途） 

 テキスト代 4，400円（消費税別途） 

○介護職員基礎研修課程修了者 

 受講料 30，000円（消費税別途） 

 テキスト代 2，800円（消費税別途） 

 



（サ）受講料の返還 

納入された受講料は原則として返還しない。ただし、入校日前に受講の辞退の申し出があ

った場合は返還することとする。 

 

（シ）休学・復学・退学 

疾病、事故、その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、休学届にその事由

を明らかにする書類（診断書など）を添えて提出し、当スクールの許可を得なければならな

い。休学の期間は最長 1年までとし、これを超える場合は退学しなければならない。 

休学していた受講生が、休学の事由が消滅し復学しようとするときは、復学願を提出し、当

スクールの許可を得なければならない。 

退学をしようとする受講生は、退学願を提出し当スクールの許可を得なければならない。 

 

（ス）退学処分 

次の事由に該当する場合は退学処分とすることができる。 

（１）受講にあたって提出した書類の虚偽記載及び受講誓約書の内容に違反した場合 

（２）各科目ごとのレポートを期日までに提出せず、催促しても未提出の場合 

（３）受講態度が悪く遅刻や欠席が多い場合は本人に注意をし、改めない場合 

退学処分となった者は、その決定に従うものとする。なお、受講料の未納金は退学の日ま

でに全額を納入しなければならない。 

 

（セ）補講について 

病気やけがなどやむを得ない理由によりスクーリングに欠席・遅刻・早退した場合は、歩行

を受講することにより出席したものとみなす。補講料は有料（4,000円／1日、2,000円／半

日）である。 

 

（ソ）組織 

研修を実施するにあたり、次の職員を置く。 

所長、専任教員、介護過程Ⅲを担当する講師、医療的ケアを担当する講師、添削問題を

担当する講師、事務職員 

 

（タ）個人情報の保護 

個人情報については、受講者名、受講者属性（年齢、性別等）、就職状況等、研修を通じ

て把握した状況について、研修目的以外には使用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




