様式第２号

学

則

１ 事業者の名称及び
所在地

学校法人ＩＬＰ学園
〒 810 - 0041
福岡県福岡市中央区大名１丁目 9 - 51

２ 研修課程及び形式

介護職員初任者研修

３ 事業者が用いる研修
の名称

学校法人 ＩＬＰ学園 介護職員初任者研修

４ 研修責任者名

堀ノ内

５ 研修の目的

急速な高齢社会を迎え多様化するニーズに対応した介護サ
ービスを提供するため、介護に従事しようとする者を対象
とした基礎的な養成研修を通し、利用者のこころに寄り添
い共に支え合う介護員を養成する。

６ 受講資格及び定員

義務教育を修了しており、反社会的勢力に該当せず、
これから介護業務に従事しようとする方
募集定員は 30 名とする
※なお最低受講人数を 6 名とする

７ 研修参加費用

合計

・受講料
・テキスト代
・その他必要な経費

通学形式・通信形式

俊統

70,000 円 （受講料・テキスト代含み税込み）

（内訳）・受 講 料：
・テキスト代：
・そ の 他：

65,000 円
5,000 円
特になし

８ 使用教材（テキスト） 「介護初任者研修テキスト」
※副教材を含む。
1.介護のしごとの基礎
2.自立に向けた介護の実際

中央法規出版

９ 研修カリキュラム

別紙参照
※研修日程表（様式第３号）

10 研修会場一覧

別紙参照
※講義及び演習会場一覧表（様式第 10 号）

11 科目ごとの担当講
師名一覧

別紙参照
※担当講師一覧表（様式第７号）

12 見学及び実習施設
一覧

なし

※実習を行う場合のみ

13 受講者募集手続

・開講 60 日前に募集を開始し、ホームページ、チラシ等で
募集を行う。
・受講希望者に必要書類（学則等）と申し込み書を送付。
内容を確認のうえ、所定の申込用紙に必要事項を記入
し、開講 14 日前までに郵送・FAX・事業所へ持参し申し
込むものとする。
・申し込み書の書類審査等により受講可能か否かを判断し
受講者を決定する。
・申込者全員に選考結果を通知し、受講決定通知書を受け
取った受講者は、指定の期日までに当校の窓口での現金
支払いか、指定口座へ振り込むものとする。
・研修に使用する教材等は研修初日に当校にて販売する。
※申し込みは先着順で定員に達し次第締切とする。

14 科目の一部の免除の
取扱いとその手続
15 通信学習の実施方法
ア 学習方法
イ 添削指導及び面
接指導の実施方法
ウ 評価方法
エ 通信の方法によ
って行う地域

別紙 5（介護職員初任者研修免除科目及び時間）の通りと
し、様式第 1 号（介護業務実務経験証明書）を受講申し込
み時までに提出すること。
ア

学習方法
第 1 回講義終了後、添削課題（レポート問題）No.1 を
教室にて配布

第 4 回講義終了後、添削課題 No.1 を教室にて提出
添削課題 No.2 を教室にて配布
第 8 回講義終了後、添削課題 No.2 を教室にて提出
添削課題 No.3 を教室にて配布
第 12 回講義終了後、添削課題 No.3 を教室にて提出
イ 添削指導及び面接指導の実施方法
・添削指導（通信）
添削課題（レポート問題）提出後、次の講義時に教室に
て返却する。
合格＝70 点以上 不合格＝69 点以下の場合は合格点に
達するまで再提出させる。
・面接指導（講義）
通信で介護職員初任者研修を受講する場合
テキストに沿ったスクリーニングを担当講師が行う。
ウ 評価方法
すべての講義と添削課題（レポート問題）修了後
16 研修修了者の認定方法に記載された内容で認定評価
を行う。

エ通信の方法によって行う地域
講義を通信の方法によって行う地域は、福岡県内全域と
する。
16 研修修了者の認定方
法
（修了評価の実施方法
等）

修了の認定は、第 9 条に定めるカリキュラムを全て履修し、
次の修了評価を行った上、修了認定会議において基準に達
したとに認められた者に対して行う。
（1）修了評価は担当講師が科目ごとに行い、その評価をま
とめて項目全体に評価を行う。
（2）修了評価は、筆記試験により行う。
（3）認定基準は、次の通り（100 点を満点とする）
Ａ＝90 点以上、Ｂ＝80～89 点、Ｃ＝70～79 点
Ｄ＝70 点未満
※修了評価筆記試験で基準に満たなかった場合（認定基準
がＤの者）は補講を実施のうえ再試験を行う。再試験の費
用については 3,000 円を受講者負担とする

17 研修欠席者の取扱い ・原則、遅刻・早退・欠席は認めない。
※遅刻者及び早退者 ・研修開始から 10 分以上の遅刻、研修 10 分以上前に早退
の取扱いを含む。
した場合は欠席とする。
・緊急でやむを得ず遅刻、早退、欠席をする場合
（交通機関の事故・災害・体調不良・忌引等）は授業開始
前までに必ず連絡を入れること。
・欠席、遅刻、早退した受講者は必ず各届を提出すること
・無断欠席が続く場合には面接指導を行う。その後も状況
が改善しない場合には受講中止を勧告する場合もある。
18 補講の取扱い
・研修の一部を欠席した受講者で、やむを得ない事情が認
（実施方法及び費用の
められる受講者については補講を実施することにより当
有無等）
該科目を修了したものとみなす。ただし、補講にかかる
受講料については 1 科目 2,000 円を受講者の負担とする。
19 受講の取消し

・次に該当する者は、受講を取り消すことができる。
（1）学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認めら
れる者。
（2）研修の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反し
たとき。
（3）故意に当研修施設・設備あるいは実習先の施設・設備
等を毀損したとき。
（4）他人より受講証の貸与を受けた者が当研修及び実習に
参加したとき。

（5）感染症（医師等の診断によって事実が明らかになった
時点）
（6）その他処分を適当とする行為があり、当研修がそれを
決定したとき。
※原則、受講料納入後に受講を取り消す場合は、受講料の
返還は行わない。
20 修了証明書の交付

（1）第 16 条により修了を認定された受講者に対しては、
修了証明書及び修了証明書（携帯用）を交付する。
（2）研修修了者から修了証明書の紛失や氏名の変更により
修了証明書の再発行の依頼があった場合には、研修修了
者名簿に登載されていること及び再発行であることを確
認した上で運転免許証や保険証の提示により本人確認を
行い、旧修了証明書の発行年月日及び再発行年月日を併
記して修了証明書を再発行するものとする。
また、再発行費用として 500 円徴収する。

21 研修修了者の名簿の
管理

修了者は修了者名簿に記載し、要綱に指定された様式に基
づき知事に報告する。また、修了者情報については永年保
管する。

22 受講者の個人情報の

1.受講者から知り得た個人情報においては、適切な管理を

取扱い

23 研修の実施担当部署

行い、紛失・破壊・改ざん・漏えい等の防止に努める。
2.受講者の個人情報については、ご本人の同意を得ず開示
することはなく、他の受講者に個人情報を閲覧等される
ことはない。
3.受講者の個人情報については、当該研修の運営以外に使
用することはない。
※「24 その他研修実施に係る留意事項」に本人確認に必
要な公的証明書を記載。
本研修事業は、
「学校法人 ＩＬＰ学園 介護事務局」にて執
行する。

24 その他研修実施に係
る留意事項

1.研修受講の際、受講申し込み時に本人の確認を行う。
本人の確認方法は、以下の公的証明書の提出により行い、
本人確認ができない場合は、受講の拒否叉は修了の認定
を行わない。
（ア）住民基本台帳カード
（イ）在留カード等
（ウ）健康保険証
（エ）運転免許証
（オ）パスポート

（カ）年金手帳
（キ）国家資格の免許叉は登録証
（ク）身体障害者手帳・療養手帳叉は精神障害者保健福祉
手帳
（ケ）個人番号カード
（コ）その他官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で
写真付のもの
2.事業実施により知り得た受講生等の個人情報をみだりに
他人に知らせ、叉は不当な目的に使用されることはない。
3.受講生が、実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に
知らせ、叉は不当な目的に使用することのないように受
講生の指導を行う。
4.研修中に配布する資料等の無断転載を禁止する。
5.研修内容をカメラ・ビデオ・携帯電話等で撮影すること
を禁止する。

