特定非営利活動法人 鷹ロコ・ネットワーク大楽
【介護職員初任者研修（通学）学則】
第１条（事業者の名称・所在地）
本研修は、次の事業者が実施する。
特定非営利活動法人 鷹ロコ・ネットワーク大楽：
東京都三鷹市下連雀三丁目３８番４号三鷹産業プラザ 3 階
第２条（目的）
質の高い介護職員の養成を行い、広く福祉社会に貢献することを目的とする。
第３条（実施形式）
前条の目的を達成するために、次の研修事業（以下「研修」という）を実施する。
・介護職員初任者研修課程（通学形式）
第４条（研修事業の名称）
研修の名称は、次のとおりとする。
・特定非営利活動法人 鷹ロコ・ネットワーク大楽

介護職員初任者研修

第５条（年度事業計画）
平成 29 年度の研修事業は、次の計画のとおり実施する。

区分

実施期間

募集定員

第1回

平成 29 年 4 月 ～ 平成 29 年 8 月

24 名

第2回

平成 29 年 8 月 ～ 平成 29 年 12 月

24 名

第3回

平成 29 年 12 月 ～ 平成 30 年 4 月

24 名

合
第６条（受講対象者）
受講対象者とは、次のとおりとする。
（１） 公共職業安定所及び当校が認めた者

計

72 名

第７条（研修参加費用）
研修参加費用は次のとおりとする。
（金額は全て税込み）
（平成 29 年度）

区分
第１回
第２回

内訳

金額

受講料

無料

テキスト代

7,460 円

受講料

無料

テキスト代

4,860 円

受講料

無料

テキスト代

7,560 円

研修参加費用

第３回

納付方法

納付期限

7,460 円

一括納入

受講開始日

4,860 円

一括納入

受講開始日

7,560 円

一括納入

受講開始日

合計

第８条（使用教材）
研修に使用する教材は次のとおりとする。
（平成 29 年度）

区分

テキスト名
介護職員初任者研修テキスト
福祉情報技術コーディネータ

第１回

ー認定試験テキスト
看護助手実務能力認定試験
(公式テキスト)

第２回

出版社名
株式会社 QOL サービス
JAGAT 株式会社
（情報学習新聞社）
全国医療福祉教育協会

介護職員初任者研修テキスト

株式会社 QOL サービス

看護助手実務能力認定試験

全国医療福祉教育協会

(公式テキスト)

第３回

介護職員初任者研修テキスト

株式会社 QOL サービス

看護助手実務能力認定試験

全国医療福祉教育協会

(公式テキスト)
福祉住環境コーディネーター

東京商工会議所

検定試験３級（公式テキスト）
第９条（研修カリキュラム）
研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは、別紙「研修カリキュラム表」
のとおりとする。

第 10 条（研修会場）
前条の研修を行うために使用する講義および演習会場は、別紙「研修会場一覧」のとおりと
する。
第 11 条（担当講師）
研修を担当する講師は、別紙「担当講師一覧」のとおりとする。
第 12 条（募集手続）
募集手続は次のとおりとする。
（１） 受講希望者はハローワークの窓口で受講申し込み手続きを行い、
受講申込書を当法人に提出する。
（２） 当法人は、選考（面接・筆記試験など）を行い、合否を受講希望者宛に通知する。
（３） 「合格」通知を受け取った受講希望者は、研修開始日の前日までに来所し、
「就職支
援計画」の交付を受ける。
第 13 条（科目の免除）
科目の免除についてはこれを認めない。
第 14 条（修了の認定）
修了の認定は、第９条に定める全てのカリキュラムを履修し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の評価を行
う。
（２） 修了評価は、筆記試験により行う。ただし、介護に必要な基礎的知識の理解度及び
生活支援技術の習得状況の評価については、併せて実技試験も行う。
（３） 認定基準は、次のとおり、理解度の高い順にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４区分で評価した上、
Ｃ以上の評価の受講者を修了基準に達した者として修了認定する。修了基準に達し
ない場合には、修了基準に達するまで補講等を行うものとする。
認定基準：A＝90 点以上、B=80~89 点、C＝70~79 点、D＝70 点未満
第 15 条（遅刻者の欠席扱い）
理由の如何にかかわらず、研修開始から５分以上遅刻した場合は、欠席とする。
また、やむを得ず欠席する場合は、必ず「欠席届」を事務局へ提出するものとする。
第 16 条（補講の扱い）

研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認めた者については、補講を行うこ
とにより、当該科目を修了したものとみなす。ただし、補講の受講料は１時間あたり 3,000
円とする。また、補講の実施は当法人のみならず、他の事業所で実施する場合がある。他の
事業所で実施する場合については、他の事業者が定める金額に従う。
原則として、補講できる単位は「項目」であるが、当法人で補講を実施する場合は「科目」
ごとにできるものとする。
第 17 条（受講の取り消し）
次に該当する者は、受講を取り消すことがある。取り消した場合には、すでに納入された受
講料は返却しない。
（１） 学習意欲が著しく低く、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、その受講者としての本分・姿勢に反した者
第 18 条（修了証明書の交付）
第 14 条により修了を認定された者に対し、当法人から東京都介護職員初任者研修事業実施
要綱 9 に規定する修了証明書および携帯用修了証明書を交付する。
第 19 条（修了者管理の方法）
修了者の管理は次のとおりとする。
（１） 修了者は修了者台帳に記載し永久保存するものとともに、東京都が指定した様式に
基づき知事に報告する。
（２） 修了証明書を紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行する。
第 20 条（公表する情報の項目）
東京都介護職員初任者研修事業実施要綱８に規定する情報の公表に基づき、当法人ホーム
ページ（URL:http://takaloco.jp/）において開示する内容は、以下のとおりとする。
（１）研修機関情報
①法人情報：法人格、法人名称、住所等；代表者名
②研修機関情報：事業所名称・住所等；理念；学則；研修施設、設備；
在籍講師数（専任・兼任別）
（２）研修事業情報
①研修の概要：対象；研修のスケジュール（期間、日程、時間数）；
定員（研修回ごと）；実習の有無；研修受講までの流れ（募集方法、
申込方法等）
；費用（受講料、テキスト代）；留意事項
②研修カリキュラム：科目別シラバス（科目別学習計画）

③修了評価：修了評価方法、評価者、再履修等の基準
④実績情報：過去の研修実施回数（年度ごと）；研修修了者数（年度ごと）
⑤連絡先等：申し込み先、資料請求先；法人の苦情対応者・役職・連絡先；
事業所の苦情対応者・役職・連絡先
第 21 条（研修事業担当事務局）
本研修事業は、当法人介護福祉分野における人材育成のための教育事業部にて実施する。
第 22 条（苦情窓口）
研修事業に関する苦情窓口は、当法人理事長林田（電話：0422-24-7500）とする。
第 23 条（個人情報管理）
（１） 当法人は、受講者の個人情報を研修事業目的以外では使用しない。
（２） 受講者に対して、研修で知り得た個人情報を不正に使用しないよう指導する。
第 24 条（本人確認）
すべての回において、受講申込受付時に以下の方法のうちいずれかの方法で本人確認を実
施する。
・戸籍謄本、戸籍抄本、若しくは住民票の提示
・住民基本台帳の提示
・健康保険証の提示
・運転免許証の提示
・パスポートの提示
・年金手帳の提示
・国家資格等を有する者については免許証又は登録証の提示
第 25 条（施行細則）
この学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当法人はこれを定める。
（附則）
この学則は、平成 29 年 8 月 29 日から施行する。

