
2016年5月4日現在

第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日

9:00～16:00 9:00～18:10 9:00～18:10 9:00～18:10 9:00～18:10 9:00～17:10 9:00～16:10

第1回 日曜ｺｰｽ 5月8日 5月15日 5月22日 5月29日 6月5日 6月12日 6月19日

第2回 月曜ｺｰｽ 7月18日 7月25日 8月1日 8月8日 8月15日 8月22日 8月29日

第3回 木曜ｺｰｽ 9月29日 10月6日 10月13日 10月20日 10月27日 11月3日 11月10日

第4回 土曜ｺｰｽ 11月12日 11月19日 11月26日 12月3日 12月10日 12月17日 12月24日

第5回 日曜ｺｰｽ 平成29年 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月12日 3月19日 3月26日

第1回 日曜ｺｰｽ 5月15日 5月22日 5月29日 6月5日 6月12日 6月19日 6月26日

第2回 金曜ｺｰｽ 7月8日 7月15日 7月22日 7月29日 8月5日 8月19日 8月26日

第3回 日曜ｺｰｽ 9月11日 9月18日 9月25日 10月2日 10月9日 10月16日 10月23日

第4回 火曜ｺｰｽ 11月1日 11月8日 11月15日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日

第5回 日曜ｺｰｽ 1月15日 1月22日 1月29日 2月5日 2月12日 2月19日 2月26日

第6回 木曜ｺｰｽ 3月9日 3月16日 3月23日 3月30日 4月6日 4月13日 4月20日

第1回 土曜ｺｰｽ 6月11日 6月18日 6月25日 7月2日 7月9日 7月16日 7月23日

第2回 土曜ｺｰｽ 10月8日 10月15日 10月22日 10月29日 11月5日 11月12日 11月19日

第3回 土曜ｺｰｽ 平成29年 2月11日 2月18日 2月25日 3月4日 3月11日 3月18日 3月25日

第1回 土曜ｺｰｽ 8月6日 8月13日 8月20日 8月27日 9月3日 9月10日 9月17日

第2回 日曜ｺｰｽ 12月4日 12月11日 12月18日 12月25日 1月8日 1月15日 1月22日

第1回 火曜ｺｰｽ 5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日

第2回 土曜ｺｰｽ 7月16日 7月23日 7月30日 8月6日 8月20日 8月27日 9月3日

第3回 土曜ｺｰｽ 9月24日 10月1日 10月8日 10月15日 10月22日 10月29日 11月5日

第4回 火曜ｺｰｽ 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日 12月20日 12月27日 1月10日

第5回 日曜ｺｰｽ 1月29日 2月5日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月12日

第6回 土曜ｺｰｽ 3月25日 4月1日 4月8日 4月15日 4月22日 4月29日 5月6日

藤仁館学園グループ - Tojinkan Gakuen Group -

池袋福祉カレッジ / 大宮福祉カレッジ(大宮校･南浦和校･熊谷校) / 高崎福祉カレッジ(高崎校･太田校)

平成28年度　福祉用具専門相談員指定講習会  開講日程一覧表
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東京都･埼玉県･群馬県知事指定 [厚生労働大臣指定] 教育訓練給付金制度対象講座 
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２０１４年（平成２６年）４月１日より福祉用具専門相談員が利用者ごとに「福祉用具サービス計画」を作成

することが義務付けられました。よって指定居宅サービスとして福祉用具の貸与（販売）の際は、福

祉用具専門相談員（同等の資格有り）が行うことが定められております。（注１） 

 

また、福祉用具専門相談員は、介護支援専門員（ケアマネジャー）の専門家と円滑な情報の共有を図ることの

重要性があり、２０１４年（平成２６年）の介護保険制度の大きな見直しにおいて、福祉用具専門相談員

の質の向上の観点から福祉用具貸与（販売）に関する必要な知識の習得及び能力の

向上につとめなければならないとする自己研磨の努力規定が設けられました。 

注１：介護保険制度では、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に２名以上の

専門相談員を配置することが定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 26年度までは「都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修の修了者（介護職員基礎研修課程・

１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者）」も福祉用具専門相談員の要件に該当

しましたが、介護保険法施行令が改正され（平成 27年４月１日施行）、同修了者は要件から外れました（経

過措置は平成 28年３月 31日まで）。 

 

現在は、福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国

家資格保持者（保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装

具士）は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることが

できます。

福祉用具専門相談員とは 

福祉用具専門相談員 資格取得の必要性 

福祉用具の 

●貸与(レンタル) ●販売 

のお仕事に必要となる資格です 

福祉用具貸与事業を行う場合 

各事業所に 2名以上の 

専門相談員の配置が必要 

福祉用具貸与/販売業務に必須となります 
 



東京都・埼玉県・群馬県知事指定 

「福祉用具専門相談員指定講習会」 

（５０時間） 

≪講習課程≫ 
 

◇開催日程・時間 

7日間（休憩時間を除き正味全 50時間） 

  ※別紙福祉用具専門相談員指定講習会 

年間予定表をご参照ください。 

  ※やむを得ない理由による欠席につきましては、 

補講をご受講いただくことが出来ます。 

 

◇会場 （講義・演習・実習とも） 

○池袋福祉カレッジ 

○大宮福祉カレッジ 

○大宮福祉カレッジ南浦和校 

○大宮福祉カレッジ熊谷校 

○高崎福祉カレッジ 

 

◇受講費用   ５９，８００円  

教材費・消費税込、補講は無料、 

分割支払い可（手数料・利息不要） 

 

◇受講定員 

○池袋福祉カレッジ        35名 

○大宮福祉カレッジ        35名 

○大宮福祉カレッジ南浦和校  35名 

○大宮福祉カレッジ熊谷校    35名 

○高崎福祉カレッジ        30名 

 

◇受講資格 

年齢性別不問、どなたでも受講できます。 

申込時に本人確認のため免許証等のコピー 

をご提出ください。 

 

★申し込み方法 

お席に限りが有りますので、先着順での受け付けとなります。下記の手順でお申込みください。 

①電話で残席を確認  ②別紙受講申込書に必要事項を記入  ③本校に提出(郵送/ＦＡＸ） 

※上記の講習カリキュラムに基づき講習会を開催しますので、別途開催日程表をご参照下さい。 

（講師等の都合により、一部時間割が変更になることがございます） 

※講師は本校専任講師をはじめとした、厚生労働省の指定要件に基づく講師陣です。 

 

 

 

1 日目 

9:00～16:10 

福祉用具の役割 

福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 

介護保険制度等の考え方としくみ 

介護サービスにおける視点 

2 日目 

9:00～18:10 

からだとこころの理解 

リハビリテーション 

3 日目 

9:00～18:10 

高齢者の日常生活の理解 

介護技術 

住環境と住宅改修 

4 日目 

9:00～18:10 

福祉用具の特徴 

5 日目 

9:00～18:10 

福祉用具の活用 

6 日目 

9:00～17:10 

福祉用具の供給のしくみ 

福祉用具貸与計画等の意義と活用 

7 日目 

9:00～16:10 

福祉用具に係る支援の手順と 

福祉用具貸与計画等の作成、修了評価 

当講座は、一般教育訓練給付制度 の指定を受けた講座です。 

この制度は、受講費用の20％相当額が受講修了後ハローワークでの手続きを通じて給付されるものです。支給対象者に

は雇用保険等に一定の条件がございます。利用を希望される方は、講座申し込みの際に利用希望の旨をお伝え下さい。 

 



私は下記の通り、福祉用具専門相談員指定講習会の受講を申し込みます。

◆太枠内の事項に記入してください。記入の際は、楷書ではっきりとお書きください。

　平成  　　　　　年  　　　　　月  　　　　　日

 池袋福祉カレッジ ： 第 　            回

 大宮福祉カレッジ ： 　　　　　　　　　　曜コース

 大宮福祉カレッジ南浦和校 ： 平成 　　 　　　　年  　　　　　  　月  　　 　　　 　日

 大宮福祉カレッジ熊谷校

 高崎福祉カレッジ

◆本人確認書類の添付が必要です。該当する書類に丸を付け、裏面にコピーを張り付けてください。    ※学生証不可

 〒　　　　　 　－                 

※建物名・マンショ ン名等まで記入してください  

事業
内容

TEL

　1．本校ホームページ ２．資料請求サイト ３．新聞広告 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）新聞

　４．本校修了生からのご紹介 （氏名： 　　　        　 　　　　　　　　　　　　　　）様 ５．本校での他講座の受講

　６．知人･事業所等からの紹介（氏名または事業所名：　　  　   　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　）様

　７．都道府県のWEBサイト ８.その他（                    　　　 　　　　    　 　　　　　　　  　　　　   　　　　　） 

※事務局記入欄※
受講生番号 免許証　・　保険証　・　住民票　・ 住基カード　・ パスポート 受理日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アンケート№ 　　　　　　/　　　　　　発送 ・ 手渡し ・ 未

　　　　　　/　　　　　　発送 ・ 手渡し ・ 未 受理者

受講料 適用 適用額 入金

藤仁館学園グループ　Tojinkan Gakuen Group

振込用紙

性　別 年　齢

歳男  　・　  女

受　講　校　（○を付けてください）

 開催回数

 コ  ー  ス

 受講開始日

受 講 希 望 コ ー ス

勤務先/学校

名　称

所在地

この講座は何で

知りましたか？
(○を付けてください)

本人確認書類

受 講 証

職　業
(○を付けてください)

　　１．介護職 ２．福祉職 　４．自営業 ５．公務員

６．学生 ７．ﾊﾟｰﾄ ・ ｱﾙﾊﾞｲﾄ  ８．求職中 　９．その他（　　   　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏　名

申込内容

(受講校と受講希望コースを

選択してください）

 ３．会社員 ( 営業職 ・ その他 )

住　所

連絡先
　ＴＥＬ　　　　　　 　　（　　　　　　　　）

生年月日 S  ・  H 　　　　　年　　 　　　月　　　 　　日
　携帯　　　　　　 　　（　　　　　　　　）

池袋福祉カレッジ/大宮福祉カレッジ・大宮福祉カレッジ南浦和校・大宮福祉カレッジ熊谷校/高崎福祉カレッジ・高崎福祉カレッジ太田校

福祉用具専門相談員指定講習会　受講申込書

申 込 日

　運転免許証 ・ 健康保険証 ・ 住民票 ・ 住基カード ・ 戸籍謄本又は抄本 ・ パスポート ・ その他（　　　　　　　　　　　）　

フリガナ



 
 
 

本人確認書類の写し（運転免許証、保険証、住民票、パスポート等） 

 
 

ここに貼り付けてください 

 


