添付２号様式

学

則

１

研修の目的
超高齢社会の中、社会福祉法人として、社会的な要請と役割を鑑み、居宅のホームヘル
パー・施設の介護職員等としての知識と技能を身に付けた人材の育成を目的とし実施する。

２

研修の名称
白 ゆりケ アカレ ッジ 介護職 員初任 者研 修
通 信昼間(土日)コース

３

研修の要旨
事業所の 所
在地
札幌市 A

研修形態
通信昼間
(土日)

修業年限
8 ヶ月

研修期間
3 ヶ月

定員（人 ） 受 講 料（ 円 ） 受 講 対 象 者
30 人

55,000 円

一般

事業所(研 修会場 )
札幌市Ａ ：札幌 市北区 あいの 里 3 条 8 丁目 14 番 1 号
介護 老人福 祉施設 白ゆり あいの 里 地域交流 室(１室 )
受講料内 訳：受 講料 48,700 円
テキスト 代 6,300 円
修業年限 の延長：本 人の申 し出に より、急病等 、やむ を得な い事情 と事務 局が判 断し
た場 合にの み、修 業年限 を 1 年 6 ヶ 月に 延長する ことが できる 。
４

受講手続
(1) 募集時期
開講日の ２ヶ月 前から インタ ーネッ ト・広告・ チラシ等 で募集 し、定員 になり 次第
締め切る 。
(2) 受講料納入方法
申し込み 後下記 のいず れかの 方法で 納入す るこ ととする 。
①指定の 期日ま でに所 定の口 座に振 込むこ とと する。
②指定の 期日ま でに事 務局に 直接納 入する 。
※尚、分 割の要 望があ る場合は 3 回 までと する 。（1 回目 20,000 円 、2 回目 20,000
円、3 回目 15,000 円） それぞ れを指 定の金 額 を期日ま でに全 額を事 務局に 直接
納入す ること とし遅 滞なき ように する 。
(3) 受講料返還方法
研修開始後は、理由の如何を問わず一切返還しない。なお、当法人の都合により中止し
た場合は、受講料を返還する。

５

カリキュラム
別紙１のとおりとする。

６

主要テキスト
介護 職員初 任者研 修テキ スト 日本医 療企 画

７

修了認定
(1) 出欠の確認方法
各講義の 開始前 に出席 簿に受 講生が 捺印し 、事 務局員が 講義中 に出欠 確認を 行う 。
実習中の 確認は 実習担 当者に よる出 欠確認 とレ ポート提 出をも って行 う。
なお、欠席 は原則 認めな いが、必 要事項 を記載 のうえ欠 席届に よる届 出を行 い、や
むを得な い事情 と認め られた 場合は、 補講の 受 講を認め ること とする。 また、遅 刻
・早退に ついて も欠席 とみな される ため、 所定 の欠席届 を提出 する。
(2) 修了の認定方法
① 全ての 講義(補講を 含め)に 出席し、 添削課 題 を提出・合 格、修了評 価に合 格し
たことを 確認し た後に 修了の 認定を 行う。
② 「９．こ ころと からだ のしく みと生 活支援 技術 」では、 介護に 必要な 基礎的
知識の理 解の確 認と、生 活支援 技術の 習得状 況 を担当講 師が評 価し、内 容の習 熟
度が低い と判断 された 時は補 講を行 うもの とす る。
③ 全てに出席したことが確認された段階で、筆記試験による修了評価を実施し、
正答率が 6 割に 達成し た者を 認定す る。
合格 基準 に 満た な い場 合 は補 講 によ り 、項 目 毎に 再 評価 を行 う 。な お 、合 格 基準
に達 し て いて も 、 科目 に よ って 著 し く正 答 率 が低 い 科 目（ 4 割 以 下） が あ った 場
合は補講 をし再 評価を 行う。
④ 上記の結 果は、筆 記試験 終了後 1 週 間以内 に修 了評価委 員会を 開催し 認定す る。
(3) 修了証明書
修了が認 定され た者に は、別 紙２・ ３の修 了証 明書を交 付する 。
な お、修 了後に 紛失・ 氏名の 変更な どに より修了 証明書 の再発 行が必 要にな った場
合は、 当法 人の 指定 する 修了 証再 発行 依頼 書で 申請し 、１ ２(１)と 同様 の本 人確 認
が可能な 証書等 の提示 、写し の保存 により 本人 確認が証 明され た場合 再発行 する

８

補講の取扱い
(１ )補講 は項目 を単位 とする 。
(２)欠席 した項 目につ いては、当法人 の次回 の 講座、も しくは 当法人 の指定す る他
の講座を 受講す ること により 、出席 したも のと して扱う 。
そ の際に 発生す る補講 料は１ 項目に つき３，０ ００円 の負担 とし、交 通費も 本
人負担と する。 補講料 は補講 終了後 1 週間以 内に事務 局へ直 接納入 するこ と
とする。尚、補 講が発 生する場 合は、受講生 と 確認し、受講生 が承諾 した場 合
に補講を 受講さ せるこ ととす る。
(３)添削 指導に ついて 、提出期 限内に 合格基 準 に達する ことが 出来ず 、以降の スク
ーリング に出席 できな い場合 が想定 される 。
その場合、同一内容の項目を別日に新たに設定し、個別対応にて講義等を行うこと
とする。その際に発生する費用については、１項目３，０００円の負担とし、交通
費も本人負担とする。補講料は補講終了後 1 週間以内に事務局へ直接納入すること
とする。

９

退学規定
（１ ）受講 者が退 学しよ うとす るとき は、 退学届け を提出 する。
（２）受 講者が 当法 人の諸 規定を 守らな かった り、次の 行為が あっ た場合 は退学 を命
ずる。
① 素行不 良で改 善の見 込がな いと認 められる とき。
② 学力劣等 で修了 の見込 がない と認め られる とき 。
③ 正当な理 由がな くして 出席が 常でな いとき 。
④ 講座の 秩序を 乱して いると き。

10

講師
添付 3 号様式 のとお り

11

実習施設
添付５号 様式の とおり

12 その 他
(1) 本人確認
初回の講 義時に 、戸籍 謄本、戸籍抄 本、住 民票 、運転免 許証、他公的 証明書 等によ り、
受講者が 本人で あるこ とを確 認し、 その写 しを 保存する ものと する。
(2) 科 目(項目 )の免 除
研修を受 講しよ うとす る者が、すでに 他の事 業 者による 研修の 一部を 受講し ていた 場
合は、該当 事業者 の履修 証明に より、当該科 目(項目)につ いて免 除する ことが できる 。
ただし、 受講者 から 所定の 申請が あった 場合に かつ、他 の事業 所に よる研 修の受 講開
始日より ８ヵ月 以内に 修了す ること が可能 と認 められた 場合に 限定す る。
(3) 秘 密の保 持
受講者か ら取得 した個 人情報 につい ては、 下記 のように 定め保 護に努 めます 。
1. 取得 する個 人情報 の内容
A)基本的 情報： 氏名、 生年月 日、性 別、住 所（ 住民票住 所）、 ご連絡 先
B) 業務 経験： 取得資 格、業 務経験 歴
2. 個人 情報の 利用目 的
A) 当校 の講座 受講運 営業務
B) 就業 支援
C) 指定 行政機 関への 報告
ただし 、下記 の場合 に、事 前に本 人の同 意を得 ることな く、必要な 個人情 報を関 係す
る第三者 に提供 するこ とがあ ります 。
①
②
③
④

法令に 基づく 場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の
同意を 得るこ とが困 難であ るとき
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
であっ て、本 人の同 意を得 ること が困難 であ るとき
国の機 関もし くは地 方公共 団体又 はその 委託 をうけた 者が法 令の定 める事
務を遂 行する ことに 対して 協力す る必要 があ る場合で あって、本人の 同意を
得ること により 当該事 務の遂 行に支 障を及 ぼす おそれが あると き

(4) 他 の事業 者の実 施する研 修（コ ース） 受講 者の受け 入れ
科目（項 目）ご とに、 他の事 業者の 実施す る研 修（コー ス）受 講者を 受け入 れる場
合がある 。

注１ 事業者が学校等の場合で、法令上定めている学則があっても、介護職員初任者研修に関
しての学則を別途定めるものとする。
２ 事業者は、学則そのものを提出する（本様式は、例示である。）。要綱１０(1)に掲げる
項目については、その内容が含まれるならば、別の名称であっても、項目を統合、追加し
ても構わない。なお、項目よっては、必要に応じて、別紙として添付すること。
３ 項目ごとの内容は、以下の点に留意する。
(1) 「研修の形態」は、講義の実施方法（昼間、夜間及び通信の別）を記載すること。
(2) 「修業年限」は、要綱４(3)の期間内であること。
(3) 「研修期間」は、研修（講義、演習、実習）の開始から修了までの標準期間を、年、
月又は日を単位として記載すること。例 １年、３か月、９０日
(4) 「受講料」は、講習料、教材料、実習料等受講者が共通して負担しなければならない
費用の総額であって、１人分を記載すること。
(5) 「カリキュラム」は、別紙１に定める科目（項目）を含み、科目（項目）名、研修時
間数等を記載すること。
(6) 「出欠の確認」は、講義・演習、実習において出欠を確認する方法、出席簿等につい
て、記載すること。
(7) 「成績の評定方法」及び「修了の認定方法」は、要綱１２を満たすものであること。
修了するには、すべての科目（項目）を受講しなければならないこと。
(8) 「補講の取扱い」は、例えば、補講の対象者、受講費用、上限時間数等を記載するこ
と。
(9) 「退学規定」は、退学の手続方法（受講者から退学を求める場合と事業者が一方的に
退学を命じる場合の方法等）を記載すること。
(10) 「講師」は、講師名、担当科目（項目）、資格等を事業所ごとに記載すること。
(11) 「実習施設」は、施設名、住所、設置者等を事業所ごとに記載すること。
(12) 「講師」、「実習施設」は、別紙として、それぞれ添付３号様式、添付５号様式を利
用して構わない。

