
法人格・法人名称・住所等

社会福祉法人　隆生福祉会

大阪市東住吉区湯里1-3-22

代表者名、研修事業担当

代表者　理事長　藤本加代子

研修事業担当　小野 聖一

理事 8名

監事 2名

評議員 17名

職員数 350名

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム ゆめあま
み

デイサービスセンターゆめ長居
公園
淀川地域在宅サービスステー
ションゆめ

認知症対応型

共同生活介護

短期入所介護事業
特別養護老人ホーム ゆめあま
み

訪問介護事業 ヘルパーステーションゆめ中野

児童福祉施設 ゆめ中央保育園

ケアプランセンターゆめ中野

淀川地域在宅サービスステー
ションゆめ
東住吉区中野地域包括支援セ
ンター
都島区北部地域包括支援セン
ター

情報の種類 内　　　　容

研修機関

情報

法人情報 

公益事業

居宅介護支援事業

地域包括支援センター

グループホームゆめ長居公園

介護保険事業・事業概要

第一種社会福祉事業

第二種社会福祉事業

老人デイサービス事業

理事等の構成、組織、職員数等



決算報告書

資金収支予算書（PDFファイル）

賃借対照表（PDFファイル）

損益計算書（PDFファイル）

事業所名称・住所等

ゆめケアカレッジ

大阪市東住吉区湯里1-3-22

理念

学則

学則（通信）（PDFファイル）

研修施設

特別養護老人ホーム ゆめあまみ 

大阪市東住吉区矢田 7-6-10 

社会福祉法人 隆生福祉会 本部

大阪市東住吉区湯里1-3-22

研修設備

研修設備（PDFファイル）

対象

研修のスケジュール（期間、日程、時間数）

研修の概

要

研修機関

情報

法人情報 

研修機関

情報 

研修事業

情報

高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した、質の高い
介護を提供するために必要な知識・技術を有する介護員の
育成を図る。

訪問介護サービス及び介護職に従事することを希望する方

http://www.smile-yume.com/care_college/H24sikin.pdg
http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/H24taisyaku.pdf
http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/sonekikeisansho_H24nendo.pdf
http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/gakusoku_t.pdf
http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/bihin.pdf


研修スケジュール（PDFファイル）

定員 20名

指導者数 25名

研修受講までの流れ

申し込み

質問・お問い合わせ

お申し込みに関する質問、お問い合わせにつきましては

電話・FAX・メールのいずれかにて受け付けますので

TEL：06-6701-5820

FAX：06-6705-5108

mail：hq@smile-yume.com

上記連絡先のいずれかにてお気軽にご連絡下さい。

費用

55,000円（税・テキスト代込み）

課程編成責任者名

小野　聖一

科目別シラバス

科目別シラバス（通信）（PDFファイル）

通信学習実施計画書

通信学習実施計画書

修了評価の方法、評価者、再履修等の基準

研修の概

要

課程責任

者

研修 カリ

キュラム

通信学習

実施計画

書

修了評価

研修事業

情報

定員（集合研修、実習）と指導者数

当ホームページより申込書をダウンロードして頂き印刷、
ご記入後郵送して頂くか、または事務局まで電話・FAX・メー
ルのいずれかにご連絡頂き申込の旨をお伝え下さい。
ご連絡を頂いてから数日中に事務局より申込書をお送りい
たしますのでご記入の上、ご返送下さい。
お申込みが完了致しましたら事務局よりご連絡の後、案内、
受講票等の書類一式をお送りさせて頂きます。

http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/H2701schoolschedule.pdf
http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/syllabus-correspondence2611.pdf
http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/correspondence-scheduleH2611.pdf


修了評価の方法、評価者、再履修等の基準（PDFファ
イル）

住所

事業概要

担当者

前年度までの延べ実習数 平成18年度 12名

訪問介護員 養成研修 平成19年度 27名

（2級課程） 平成20年度 30名

平成21年度 17名

平成22年度 23名

平成23年度 22名

平成24年度 38名

住所

事業概要

担当者

前年度までの延べ実習数 平成18年度 5名

訪問介護員 養成研修 平成19年度 13名

（2級課程） 平成20年度 15名

平成21年度 15名

平成22年度 19名

平成23年度 9名

平成24年度 4名

住所

事業概要

担当者

情報の種類 内　　　　容

研修事業

情報

施設長　岡田 恵介

実習施設

特別養護老人ホーム　ゆめあまみ

大阪市東住吉区矢田7-6-10

特別養護老人ホーム/短期入所介護

施設長　寺本 節子

認知症対応型 共同生活介護

施設長　岡田 恵介

デイサービスセンター　 ゆめ長居公園

大阪市東住吉区鷹合3-1-33

老人デイサービス

グループホーム　 ゆめ長居公園

大阪市東住吉区鷹合3-1-33

修了評価

協力実習機関の名称・住所等

研修事業

情報

http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/testhouhou.pdf
http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/testhouhou.pdf


前年度までの延べ実習数 平成18年度 15名

訪問介護員 養成研修 平成19年度 36名

（2級課程） 平成20年度 43名

平成21年度 24名

平成22年度 32名

平成23年度 21名

平成24年度 32名

住所

事業概要

担当者

前年度までの延べ実習数 平成18年度 -

訪問介護員 養成研修 平成19年度 -

（2級課程） 平成20年度 -

平成21年度 -

平成22年度 2名

平成23年度 21名

平成24年度 32名

住所

事業概要

担当者

前年度までの延べ実習数 平成18年度 2名

訪問介護員 養成研修 平成19年度 3名

（2級課程） 平成20年度 2名

平成21年度 9名

平成22年度 10名

平成23年度 10名

平成24年度 10名

科目別担当講師名

研修事業

情報

講師情報

老人デイサービス

施設長　大野 義典

ヘルパーステーションゆめ中野

大阪市東住吉区湯里1-3-24

訪問介護事業

所長　金子 貴久美

淀川地域在宅サービスステーションゆめ

実習施設

大阪市都島区毛馬町5-5-23



講師一覧表（PDFファイル）

訪問介護員 養成研修 平成18年度 1回

（2級課程） 平成19年度 3回

平成20年度 3回

平成21年度 2回

平成22年度 3回

平成23年度 3回

平成24年度 3回

訪問介護員 養成研修 平成18年度 18名

（2級課程） 平成19年度 41名

平成20年度 40名

平成21年度 34名

平成22年度 43名

平成23年度 31名

平成24年度 42名

対応者名

役職

TEL 06-6701-5820

FAX 06-6705-5108

Mail hq@smile-yume.com

対応者名

役職

TEL 06-6701-5820

FAX 06-6705-5108

Mail hq@smile-yume.com

主任

連絡先

連絡先等

小野　聖一

主任

連絡先

事業所の苦情対応窓口

小野　聖一

法人の苦情対応窓口

過去の研修実施回数（年度ごと）

過去の研修延べ参加人数（年度ごと）

講師情報

実績情報

http://www.smile-yume.com/care_college/pdf/koushiichiranh260805.pdf

