
ホームヘルパーの資格を取得するならいまですな!!

介護職員初任者研修（130時間）

 70,000円※

助成金額 
生活援助従事者研修（59時間）

 30,000円※

(公社)かながわ福祉サービス振興会 福祉教育課 

●費用を考えると躊躇していましたが、この機会に資格を取得して仕事を始めようと思います（50代女性）
●退職後何をしようか考えていましたが、資格を取って人生の第２ステージを始めます（60代男性）
●子育て中でも、短時間勤務でこの制度を活用できるのはとても嬉しいです（30代女性）

市民の声 

かなふく 

横浜市の助成金事業を活用して資格を取得しよう！ 

横浜市健
康福祉局 
補助事業 

横浜市訪問介護等
資格取得支援事業 

ホームヘルパーの資格取得にかかる 
研修受講量を横浜市が助成します！

訪問介護の
資格取得に
かかる受講
料を助成し
ます！ 

ホームヘルパーの資格を取得するなら、い・ま・で・す !!

助成金申請の 
詳細はこちら！ 

【研修時間】59時間 
【研修修了後にできる仕事内容】 
生活援助（洗濯、掃除、買い物など） 

【助成対象者】次の要件をすべて満たす方 
(1) 申請時の住所地が横浜市内にある方
(2) 登録養成機関（裏面参照）における介護職員初任者研修

又は生活援助従事者研修の受講開始日が当該年度内で
あること

(3) 資格取得後から、介護職として横浜市内の介護事業所で
就業を開始（登録ヘルパー等にあっては実働を開始）し、
助成金申請受付期限までに80時間以上就業した方

(4) 就業開始（登録ヘルパー等にあっては実働を開始）から
１か月以上経過していること

(5) 他に国、都道府県等公的機関から本申請に係る研修費用に
対する助成（本事業の助成を含む）を受けていない方

短時間勤務OK！ 
年齢不問！ 
経験不問！ 

【申請期間】令和元年５月７日～令和２年２月28日 

申請イメージ

H31.4.1 R32.2.28

80時間以上就業かつ
就業から１か月以上経過約２～３か月

★

助成金

申請

申請受付期間

研修受講期間 就業

研修受講申込

＜助成を受けるまでの流れ＞ 
① 登録養成機関で研修受講 

（２～３か月）
↓ 

② 市内事業所で就業 
（１～２か月）

↓ 
③ 助成金申請 

（令和２年２月28日まで） 

＜助成を受けるまでの流れ＞ 

① 登録養成機関で研修受講
（１～３か月） 

↓ 
② 市内事業所で就業

（１～２か月） 
↓ 

③ 助成金申請
（令和２年２月28日まで） 

R1.2.28

研修受講申込 

80時間以上就業かつ 

就業から1か月以上経過 

【 申請イメージ 】 
申請受付期間 

R32.2.28 H31.4.1

1~3か月 

研修受講期間 就業 

研修受講申込 

助成金申請 

ホームヘルパーの資格取得
にかかる研修受講料を横浜
市が助成します！

R1.5.7 R2.2.28 

（※）助成金額の上限額です。受講料がそれぞれの研修の助成金額未満の場合は受講料が助成金額となります。 

0 4 5 - 6 7 1 - 0 2 9 5  

申請方法、注意事項など 
詳しくは右記のサイトをご確認ください。https://www.kanafuku.jp/ 

0 4 5 - 2 2 7 - 7 0 4 4  電話 

0 4 5 - 6 7 1 - 0 2 9 5  FAX 

お問い合わせは下記までご連絡ください 

ホームヘルパーの資格取得にかかる
受講料を横浜市が助成します！ 

【研修時間】59時間 
【研修修了後にできる仕事内容】 
生活援助（洗濯、掃除、買い物など）

【研修時間】130時間 
【平均的な受講料】7万円 
【研修修了後にできる仕事内容】 
身体介護（入浴、排せつ、食事などの介助）

生活援助（洗濯、掃除、買い物など）

横浜市 
健康福祉局 
補助事業 



№ 養成機関名 〒 所在地 連絡先 受講料 通信・通学 

1 株式会社 アイシマ  246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境73-7 045-363-8121 
85,000円 
（税込） 

通学 

2 社会福祉法人あさひ 230-0062 
横浜市鶴見区豊岡町7-10 
パーライトビル 7F 

045-570-4570 
40,000円 
（税込） 

通学 

3 学研アカデミー 141-8420 
東京都品川区西五反田2-11-8 
学研ビル 

03-6431-1606 
63,828円 
（税込） 

通学 

4 
特定非営利活動法人 
かながわ福祉保健学院 

226-0027 横浜市緑区長津田6-11-22 045-989-2650 
59,500円 
（税込） 

通信・通学 
通信は上大岡校もあり 

5 
特定非営利活動法人 
参加型システム研究所参加型 
福祉研修センター 

231-0006  
横浜市中区南仲通4-39 
石橋ビル 4階 

045-222-8720 
82,500円 

（会員外価格） 
（税込） 

通学 

6 三幸福祉カレッジ 220-0004 
横浜市西区北幸1-11-15 
横浜STビル 17F 

0120-294-350 
65,000円 
（税別） 

通信 

7 湘南国際アカデミー 251-0052 藤沢市藤沢38-3-2F 0120-961-190 
86,000円 
（税込） 

通信 

8 
株式会社ツヴァイク 
カイゴジョブアカデミー 

220-0004 横浜市西区北幸1－2－13－9F 0120-90-1144 
39,000円 
（税別） 

通信 

9 藤仁館医療福祉カレッジ横浜校 221-0835 
横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 
新港ビル2階 

045-565-9880 
89,000円 
（税別） 

通信 

10 ナイスコミュニティー福祉カレッジ 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-4-20 045-510-4122 
39,800円 
（税込） 

通学 

11 
特定非営利活動法人福祉ネット
ワーク協会 

231-0047 
横浜市中区羽衣町2-4-4 
エバーズ第8関内ビル 3階C 

045-341-0681 
66,480円 
（税込） 

通学 

12 未来ケアカレッジ 220-0004 
神奈川県横浜市西区北幸2-9-30 
横浜西口加藤ビル 3F 

045-290-6700 
44,500円～
49,500円 
（税別） 

通信 

13 よこはま介護アカデミー 246-0003 横浜市瀬谷区瀬谷町4131-16 045-300-0881 
55,444円 
（税込） 

通学 

14 
社会福祉法人横浜市福祉サービ
ス協会研修センター 

220-0021 横浜市西区桜木町6-31 4F 045-227-1710 
50,000円 
（税込） 

通信 

横浜市訪問介護等資格取得支援事業 登録養成機関一覧 

・助成金の申請には、上記登録養成機関での研修受講が必要であるため、登録養成機関以外で研修 
 を受講した場合は申請が出来ませんのでご注意ください。 
・研修会場は、上記所在地以外の場合があります。各養成機関にご確認ください。 
・通信講座は、スクーリング（通学）が必要な場合があります。詳細については、各養成機関に 
 ご確認ください。 
・この登録養成機関一覧は、令和元年5月7日時点のものです。今後、新規登録などにより掲載内容 
 が変更となる場合がありますので、最新の登録養成機関一覧は、かながわ福祉サービス振興会の 
 ホームページにてご確認ください。 

令和元年５月７日現在 
５０音順 


