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仕事をしながらステップアップできる  

介護の資格にﾁｬﾚﾝｼﾞしよう 
株式会社日本医療企画 教育メディア事業部 志村課長に伺いました 

April 
 

 

  

     

 

 

 

 

 

Q：さてこれらの「資格」を取得するにはどれくらいの時間や費用がかかるのでしょうか？ 

志村：資格のとりかたや要する期間はそれぞれ異なりますが、まずは入門資格である「初任者研修」にﾁｬﾚﾝｼﾞ

するのが王道でしょう。初任者研修の場合、通常の「通学」の他に「通信〈但し一定時間はｽｸｰﾘﾝｸﾞが併用〉」

も認められているため最短 1 か月という短期間で取得することも可能です、金額の相場は 4 万円～10 万円程

度。そして介護職員初任者研修の上位にあたる「介護福祉士実務者研修」は無資格者で約半年、「初任者研修」

修了者が 3～4 か月、同様に「通学」もしくは「通信」が利用できます。費用は 10 万前後（初任者修了）～20

万前後(無資格)でしょう。ともに自治体等のｻﾎﾟｰﾄ体制によって料金はさまざまですが雇用保険を利用した教育

訓練給付金や自治体からの補助金、母子･父子家庭を対象とした自立支援教育訓練給付金制度等の活用もできる

ため、養成校や主催者によく確認してみましょう。唯一の国家資格で介護職のｷｬﾘｱﾊﾟｽ最上位にあたる「介護福

祉士」の取得難易度はやや高めです。専門の養成機関を卒業せずに働きながら介護福祉士を目指すには、介護

現場での実務経験 3 年以上と、「実務者研修」を修了するという 2 つの条件をｸﾘｱし、国家試験に合格する必要

があります。2019 年国家試験合格者の約 9 割がこのﾙｰﾄによる取得です。学習と実務の研鑽を地道に積み重ねれ

ば取得可能な国家資格と言えます。 

Q：その他にはどんな資格がありますか？ 

志村：民間の資格や講座で「介護保険事務」や「ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ介護士」等数多くありますが、実践に即したものも

多く、時間をかけ学んでいけば仕事をしていく上で役に立つものが多いです。最後に図の「初任者研修」の下

位に「生活援助従事者研修」「介護に関する入門的研修」が位置づけられていますが、研修の内容などから考え

て、前者は実際の現場では活躍の場がまだまだ狭く、後者は「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、家族介護」向けと考えられます。 

 

W E S T  

㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 
 

介護の仕事に就きたいと思ったものの資格がないからと諦めたり、躊躇した経験はありませんか? 今回は

雑誌や書籍の発行を通じて医療や介護雑誌や書籍の発行を通じ介護に関わる情報を発信している株式会社日

本医療企画教育ﾒﾃﾞｨｱ事業部の志村課長に介護に関わる資格についてお話を伺いました。 

志村：まず「介護の仕事」をする上で資格が必須であるかというと、そうではありません。無資格であっ

ても施設や通所・施設系ｻｰﾋﾞｽ〈ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽやｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等〉の介護職員として働くことは十分に可能です、

但し、訪問ｻｰﾋﾞｽ事業所で訪問介護職員（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ）として働く場合は資格要件があります。また資格が

あることで採用時に有利になったり、給与の面で優遇されることもあります。 

Q:介護の資格というと今でも入門は「ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級･2級」というｲﾒｰｼﾞが浮かびますね。 

志村：今では「ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ（訪問介護員）1 級･2 級」という資格はありません。初任者研修と介護福祉士実

務者研修というものに変更されました。また、以前より介護の専門職としては国家資格である「介護福祉

士」がｷｬﾘｱﾊﾟｽの最上位です。介護福祉士は、専門の養成機関(大学･短大･専門学校他)卒業後に試験を受

けるほか、実務経験に応じ段階的に技術向上を図りながら「初任者研修」→「介護福祉士実務者研修」→

「介護福祉士(国家資格)」へとｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟしていく流れが 2013 年以降できています。ご存じの通り介護業

界は、慢性的に人材不足を抱えています。日本の高齢化のｽﾋﾟｰﾄﾞに対応できるほどの人材不足を補うため

には、無資格でも実務を重ね資格にﾁｬﾚﾝｼﾞしﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟができる体系を目指そうという考え方です。 

Q：社会福祉士やｹｱﾏﾈｼﾞｬｰというのは？ 

志村：「社会福祉士」も「介護福祉士」と同様に国家資格ですが、障害や児童福祉をはじめとする社会福

祉全般で相談業務に従事します、地域包括支援ｾﾝﾀｰや病院等で働く際の資格要件にもなります。「ｹｱﾏﾈｼﾞｬ

ｰ（介護支援専門員）」は、介護を必要とする方が介護保険ｻｰﾋﾞｽを受けられるように、ｹｱﾌﾟﾗﾝ（介護ｻｰﾋﾞｽ

計画書）の作成やｻｰﾋﾞｽ事業者との調整を行う介護保険に関するｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄで、2000 年の介護保険と同時に

新たに導入された資格です。現在では、「保健、福祉、医療の国家資格保有者」と「相談援助業務の経験

がある人」に受験要件が限定されています。現場実務に携わる「介護福祉士」とは少し異なります。同じ

く介護保険導入時に福祉用具貸与および福祉用具販売が保険給付の対象となったため「福祉用具専門相談

員」という資格もでき、福祉用具のﾚ通じ介護のﾝﾀﾙ事業を行う際にはこの有資格者（もしくは指定の有資

格者）を配置しなければなりません。 

 

 

株式会社日本医療企画ﾍﾙｽｹｱ教育ﾒﾃﾞｨｱ事業部課長の志村真

奈美さん、同社で『介護職員初任者研修ﾃｷｽﾄ』『実務者研

修ﾃｷｽﾄ』『福祉用具専門相談員講習ﾃｷｽﾄ』などの教材やﾍﾙｽ

ｹｱ分野の書籍の企画・編集に携わってきた。 

 

 

職種・研修 実施年等 仕事内容 資格取得方法等 履修時間 職種・研修 実施年等 仕事内容 資格取得方法等

介護福祉士

1987年  社会福祉士及び
介護福祉士法　国家資
格　名称独占資格
2007年改正 「入浴、排せ
つ、食事、その他の介
護」⇒「心身の状況に応
じた介護」

専門的知識及び技術
をもって、身体または
心に障害があることに
より、日常生活を行うこ
とが困難な人に対し
て、その心身に応じた
介護や介護に関する指
導を行う。

大学、短期大
学、養成校、実
務経験、福祉高
校、EPA等

1850時間 社会福祉士

1987年
社会福祉士及び介護
福祉士法　国家資格
名称独占資格

身体や心の障害、また
は環境上の理由によっ
て日常生活を行うことが
困難な人の福祉に関す
る相談に応じ、問題を解
決するための助言、指導
を行う。

大学、短期大
学、養成校等

介護福祉士実務
者研修

（旧介護職員基礎
研修＋医療的ケ

ア）

2012年度
利用者の状態像に応じた
系統的・計画的な介護や
医療職との連携を行うた
めの幅広い領域の知識・
技術を修得。実務経験3
年と実務者研修を経て、
国家試験を受けることが
可能となる。

介護福祉士資格の取
得者に期待される能力
をもって、介護業務を
実践する。

介護福祉士実務
者研修

450時間
福祉用具専門相

談員

2000年度　介護分野
の知識・技術、福祉
用具の選定や使用に
ついての支援、福祉
用具の機能・安全性・
衛生状態などについ
ての点検・調整、福
祉用具貸与計画等に
関する研修。

利用者の心身の状況、
希望、置かれている環境
を評価し、専門的な知識
に基づく福祉用具の選定
や使用についての支援、
機能・安全性・衛生状態
などについての点検・調
整を行う。

福祉用具専門相
談員講習
（介護福祉士、社
会福祉士、保健
師、看護師、准
看護師、理学療
法士、作業療法
士、義肢装具士
は講習なしで可）

初任者研修
（旧訪問介護員
〈ホームヘルパー〉

2級）

2013年度
訪問、在宅における介護
職として基本となる知識・
技術を身につける。

基本的な介護業務を実
践する。

介護職員初任者
研修課程

130時間
生活援助従事者

研修

2018年度
生活援助が中心であ
る指定訪問介護に従
事する職員が行う業
務に関する知識及び
技術を習得する。

生活援助サービスを専
門的に提供する。掃除、
洗濯、食事の調理・片づ
け、買い物、衣類の整理
整頓、ベッドメイク等　※
身体介護は行わない。

介護職員生活
援助従事者研
修

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

2000年度
介護支援専門員実務研
修受講試験に合格後、実
務研修を修了。5年更新
制。

介護保険法に基づき、要
介護者や要支援者、そ
の家族の相談に応じ、そ
の心身の状況に応じた
適切な介護サービスが
利用できるよう、介護
サービス計画を作成し、
市（区）町村や居宅サー
ビス事業者、介護保険
施設との連絡・調整を行
う。

受験資格：国家
資格所持者等、
受験申込書類を
もって審査

試験（介護
支援分野、
保健医療
福祉サー
ビス分野）
に合格後、
実務研修
（87時間）

を修了

介護に関する入
門的研修

2018年度
介護の未経験者が介
護に関する基本的な
知識を習得する、ま
た介護に携わること
になった場合に知っ
ておくべき基本的な
知識を習得するため
の研修。

施設や通所介護（デイ
サービス）等の介護職員
として従事。

介護に関する入
門的研修

志村課長が編集に携わった様々な介護系の講座のﾃ

ｷｽﾄ。併せて介護者、指導者向けの講座も開催！ 

医療的ケア教員講習会 

https://www.jmp.co.jp/seminar/i_care/tokyo26th/ 

 

https://www.jmp.co.jp/seminar/i_care/tokyo26th/


★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です! 
■募集要項 
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問 

★給与：① 月給：213,334 円～<18歳資格なし夜勤 6日含む> 

② 時給 1020<無資格>～1170円<介護福祉士>  
※夜勤 1回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②処遇改善加算交付金含 

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00 

★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000円迄 

★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い 

 場所を選べます。 

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで   

☎044-455-6117 

2021 年 3 月新卒社員募集中 

会社説明会随時開催中      
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→ 

        

 

 

 

 

 

        

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」より 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄで気持ちを穏やかに 
川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」より 

ケーキと女子会で認知症予防 

 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 184 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 

川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

グループホーム空室情報 
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記    

の各施設もしくは総合案内 

044-455-6119       

バナナ園グループ 
【グループホーム】                                               
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386   ●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773      

●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101    ●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361   

●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203   ●のんびりーす ☎044-422-2295       

●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692   

●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693  ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634 

  
    

              
 

 

 

 

 

遠くから春の足音がわずかに聞こえてきても、高齢者が外に出づらい今日こ

の頃、そんな 2 月の某日のおやつ時、入居者様全員でｹｰｷを食べながらおし

ゃべりに花が咲く、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」のﾘｳﾞｨﾝｸﾞﾙｰﾑ。そう、こ

の日はご入居者 T 様のお誕生日です。先ずは皆でﾊﾞｰｽﾃﾞｰｿﾝｸﾞを合唱、それ

が終わると同時に勢い良くﾛｳｿｸを吹き消して頂きます！「ﾛｳｿｸは何本だった

か？」など野暮な事は言いっこなしにしましょう、折角のｹｰｷが美味しくな

くなってしまいます(笑) …皆さんあっという間にｹｰｷを完食されると恒例

のお喋りﾀｲﾑ、気分はすっかり女子会ﾓｰﾄﾞです、ｹｰｷの話から、いつの間にか

ｵｼｬﾚの話題に方向転換、いくつになっても女性のおしゃべりﾊﾟﾜｰは衰え知ら

ず！これが長生きの秘訣なのだろうと感心してしまいます。その頃 3 人の男

性陣は、何とか話に入ろうと四苦八苦されている模様ですが、さながら男子

禁制の様相を呈して来ました、仕方なく男性陣は男性陣で会話しています。

ところで皆さん「会話が認知症予防に効果がある」という話を聞いたことが

ありませんか？普段、何気ないおしゃべりをしたとき、心が晴れて気分が良

くなったと感じたこがありますよね？実は、おしゃべり(会話)は脳にとって

もよい作用があるようなのです。まず、一番目に「会話は脳の多くの部分を

使うから」人は会話をするときは、脳をたくさん使い、それが脳自体の刺激

になるということです。まず、会話をするときには、口や舌を動かすために

前頭葉の運動野が働きます、人の話を聞くためには、側頭葉の聴覚野も働き

ます、記憶に関わる海馬も働きますし、いろいろ考えたりする過程で前頭前

野も働きます、更に感情や感覚も刺激されます。会話はまさに脳をフル回転

する作業と言えるのです。第二に「会話はｽﾄﾚｽ解消になる」ということはご

存じの通り。第三に「他者との関係が出来上がり心が落ち着き、他の人の信

頼関係を築けるようになる」ということです。「穏やかな心」でいられるこ

とが認知症予防の秘訣といいいます。たとえ認知症になっても積極的におし

ゃべりして心の交流をすることで、その症状の進行も緩やかにすることがで

きるのではないでしょうか。 

 

 

 

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」では、お伝えしている通りﾚ

ｸﾘｴｰｼｮﾝに力を入れており、毎日午後 2 時から 3 時の間はそのための時間

を設けています。2020 年はこれまでにない新しい物、変わった物もどんど

ん導入していこうという方針で、工夫を凝らす日々。ｽﾀｯﾌも書棚のﾚｸﾘｴｰｼ

ｮﾝ百科やｲﾝﾀｰﾈｯﾄで検索をしながら試行錯誤の連続です。高齢者にとって

は外出をためらう 3 月のある日曜日、皆様に季節の花に触れていただき、

春らしさを感じて頂くため皆で「ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ」を行うことにしました。

まず下準備ですが、「西洋の生け花」として日本に「ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ」が入

ってきたときから、旧来の剣山と器の代わりをつとめた『ﾌﾛｰﾗﾙﾌｫｰﾑ』と

呼ばれる生け花用のｽﾎﾟﾝｼﾞに水を浸み込ませます。仕組みとしては、この

ｽﾎﾟﾝｼﾞの上に花を挿し、茎の断面から水を吸い取らせるというもの。更に

見栄えを良くするため、このﾌﾛｰﾗﾙﾌｫｰﾑを薄いﾋﾟﾝｸの布で包装。この作業

も、ﾊｻﾐや輪ｺﾞﾑを使用して入居者様に行って頂き、次々と準備が進みま

す。ﾃｰﾌﾞﾙにお花が並べられると、入居者様は思い思いの形に花を挿して

いきます。認知症予防という観点からすると、花の香りには副交感神経活

動を活性化し、脳をﾘﾗｯｸｽさせる効果があります。更に一つの作品をつく

りあげるまでの一連の作業によって、身体機能のﾘﾊﾋﾞﾘ効果や意思決定な

ど思考力の維持にもつながります。手先を動かし、自分なりの美的感覚で

彩りを考えることは大いに脳への刺激になるでしょう。また、お互いの作

品を褒め合ったり、手が止まってしまった方には親切に説明してあげたり

と、入居者様同士のにこやかなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝも見られます。定年退職してか

ら生け花教室に通い始めたという A 様。文字通り六十の手習いだと、そん

な話題で盛り上がりました。そうして完成した作品は、一人ひとりの居室

に飾られます。「花は心のﾋﾞﾀﾐﾝ」とは、ﾌﾗﾜｰｱｰﾃｨｽﾄの假屋崎省吾さんの

言葉ですが、そこにお花があるだけでその空間の雰囲気が変わり、気持ち

が落ち着くものです。世間では暗いﾆｭｰｽも多いですが、どんな時も穏やか

な気持ちを忘れずにいたいですね。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

生花に触れると元気をもらえ、香

は副交感神経活動を活性化し、脳

の前頭前野をﾘﾗｯｸｽさせる効果が

あります、作品をつくりあげるま

での一連の作業によって、身体機

能のﾘﾊﾋﾞﾘ効果と意思決定など思

考力の維持にもつながります。

 

 

 

高齢者にとって認知症予防、進行防

止のためには「運動」や「生活習慣

病の予防･治療」と並んで「他者と

の交流(会話)」が非常に大切と言

われる。 


