有限会社コスモス
平成31年度 介護職員初任者研修 情報開示項目
研修事業者情報
○法人情報
・法人格、法人名称、住所等
有限会社コスモス

群馬県前橋市川曲町１－１

・代表者名、研修事業担当理事、取締役名
代表取締役

小和田 幾野

・理事等の構成、組織、職員数等
研修責任者

運営本部長

山本 幸男

苦情等相談担当者

介護研修室長

島宮 久美子

情報公開責任者

運営本部長

山本 幸男

課題編成責任者

介護研修室長

島宮 久美子

研修担当事務

介護研修室長

島宮 久美子

・教育事業を実施している場合、事業概要
介護職員初任者研修
・介護保険事業を実施している場合、事業概要
有限会社コスモス ホームページ「介護保険事業のご案内」参照
・その他の事業概要
有限会社コスモス ホームページ「有料老人ホーム」「事業支援」参照
○研修機関情報
・事業所名称、住所等
有限会社コスモス 企画兼総務部
群馬県前橋市川曲町１－１
・理念
介護職の人材不足等が深刻な問題となり、各介護保険指定事業所では人材の育成・確保が
困難な状態が続いている。また将来的な人材不足が危惧される。
そこで、人材の育成のため介護職員初任者研修修了者の養成を図り高齢化社会への迅速な
対応の一助とする為に、研修事業を実施する。
・学則
「学則」参照
・研修施設、設備
ピースフルジャパンアカデミー
ナーシングホームあい 暖

研修室

ナーシングホームあい 誉

研修室

・沿革
有限会社コスモス ホームページ 「沿革」参照

・事業所の組織、職員数等
企画部 部長・部員
職員数：4 名
・併設して介護保険事業を実施している場合、事業概要
有限会社コスモス ホームページ 「介護保険事業のご案内」参照
研修事業情報
○研修の概要
・対象
研修会場まで通学可能で、研修参加費用を指定通り納付できる者
心身ともに健康な者
・研修のスケジュール(期間、日程、時間数)
「研修カリキュラム」参照
・定員(集合研修、実習)と指導者数
定員：20 名 指導者数：10 名
・研修受講までの流れ(募集、申込み)
① 申込用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添付して期日までに当法人へ申し込む。
② 当法人で審査の上、決定された受講予定者に対し、受講案内・日程表を送付する。
③ 納付期限までに受講料を納付する。
・費用
55,000 円(テキスト代込、別途消費税)
・留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等
経験豊富な講師が丁寧に教えます。ぜひ一緒に頑張りましょう。
○課程責任者
・課程編成責任者名
有限会社コスモス 介護研修室長 島宮 久美子
○研修カリキュラム
・科目別シラバス
「研修カリキュラム」参照
・科目別担当教官名
「担当講師一覧」参照
・科目別特徴(演習の場合は、実技内容・備品・指導体制)
「研修カリキュラム表」参照
・修了評価の方法、評価者、再履修等の基準
「学則」参照

○実習施設
・協力実習機関の名称、住所等
住宅型有料老人ホーム ナーシングホームあい 暖
群馬県前橋市川曲町 1-1
住宅型有料老人ホーム ナーシングホームあい
群馬県高崎市緑町 4-3-1
住宅型有料老人ホーム ナーシングホームあい 想
群馬県伊勢崎市連取町 2360-1
住宅型有料老人ホーム ナーシングホームあい 誉
群馬県安中市板鼻 150-1
・協力実習機関の介護保険事業の概要
ヘルパーステーションあい

暖

デイサービスあい 暖
デイサービスあい
デイサービスあい

想

ヘルパーステーション 誉
・協力実習機関の演習担当者名
高木 諭（ヘルパーステーションあい 暖）
黒澤 夕子（デイサービスあい 暖）
樋口 香（デイサービスあい）
芝崎 智之（デイサービスあい 想）
岩井 洋子（ヘルパーステーションあい 誉）
・実習プログラム内容、プログラムの特色
内容：初任者研修の振り返りとして、施設を見学したり、介護職員と一緒に実際の介護業務を体
験する。
特色：経験ある介護職員が、自身の体験も含め介護業務を教えたり、体験できる。
・実習中の指導体制、内容
実習担当者による解説・体験。実習終了前に反省会を行い、疑問等に対してなど、意見交換を行
う時間を設ける。
○講師情報
・名前、略歴、現職、資格
「担当講師一覧」参照
○受講者満足度調査の結果等
・別途ホームページに掲載予定。

○実績情報
・平成 27 年 7 月 4 日～平成 27 年 10 月 24 日 修了者 9 名
・平成 28 年 5 月 11 日～平成 28 年 10 月 12 日 修了者 14 名
・平成 29 年 4 月 19 日～平成 29 年 9 月 27 日 修了者 14 名
・平成 30 年 4 月 17 日～平成 30 年 9 月 25 日 修了者 9 名
○連絡先等
・申込、資料請求先
有限会社コスモス 介護研修室長 島宮 久美子
〒371-0823 群馬県前橋市川曲町 1-1
TEL 027-251-1500

FAX 027-289-3301

E-mail ：kensyu@cosumosu.info
・法人の苦情対応者、役職、連絡先
有限会社コスモス 介護研修室長 島宮 久美子
〒371-0823 群馬県前橋市川曲町 1-1
TEL 027-251-1115

FAX 027-289-3301

・事業所の苦情対応者、役職、連絡先
・ナーシングホームあい暖

施設長 深澤 明史

〒371-0823 群馬県前橋市川曲町 1-1
TEL 027-289-3300

FAX 027-289-3301

・ナーシングホームあい 施設長 須永 智美
〒370-0073 群馬県高崎市緑町 4-3-1
TEL 027-386-8881

FAX 027-

・ナーシングホームあい想 施設長 塚越

弥央

〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町 2360-1
TEL 0270-27-7000

FAX 0270-

・ナーシングホームあい誉 施設長 多田出 洋子
〒379-0111 群馬県安中市板鼻 150-1
TEL 027-329-5000

FAX 027-329-6000

○質を向上させるための取り組み
・研修生満足度調査を実施する。

