別添様式２

学

則

（新）
平成 29 年 8 月 1 日

１事業者の名称及び
所在地
２研修事業の名称

株式会社 ＱＯＬアシスト
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子 1-4-2 小島ビル 301 号
ＱＯＬアカデミー 介護職員初任者研修 （通信）コース

３研修課程及び形式
４開講の目的

介護職員初任者研修課程
（ 通学 ・ 通信 ）
介護職員初任者研修は、介護職員として介護サービスに従事しようとす
る者を対象とした職業教育として、対人理解や対人援助の基本的な視点
と理念、専門的な職業人として職務にあたる上での基本姿勢を習得する。
介護支援としては、知識、技能、技術を習得させ、高齢者・障害者の自
立支援の担い手として即戦力を有する介護職員（初任者研修修了者）を
養成するものとして行う。
５研修責任者及び
研修責任者
矢野 憲彦
研修コーディネーター 研修コーディネーター
小野 フミ
の氏名
研修担当部署
研修担当部署 株式会社 ＱＯＬアシスト
研修担当課
研修担当者及び連絡先
研修担当者
矢野 憲彦
所在地 〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子 1-4-2 小島ビル 301 号
電話
044-589-6422
６受講対象者(受講資格) ・定員は各回 ３０名（新横浜Ｂ会場のみ１６名）とする。
及び定員
・介護職員として従事しようとする者
・その他、株式会社 QOL アシストが本研修受講者として適当と認めた者
７募集方法（募集開始時
期・受講決定方法を含
む）
受講手続及び本人確認
方法
８受講料、ﾃｷｽﾄ代
その他必要な費用

・募集開始時期：開校の概ね１～４ヶ月前を原則とする
・応募手続き：資料請求後、申込み案内に従い手続きをする
・選考方法：申込先着順
・本人確認方法：身分証明書（写真つき）の提示、コピーの提出
・受講決定：申込み手順に沿い本人に受講証の発行、送付
88,000 円(税別)
（内訳）・入学金
0 円 ・受講料
88,000 円(税別)
※教材費は別途 6,000 円(税別)

９研修カリキュラム

別添様式４のとおり

10 通信形式の場合
・学習方法
その実施方法
開講日初日に配布される添削課題を提出期限までに提出することとす
・添削指導及び面接指導の
る。ただし、合格点に達しない場合は、合格点に達するまで再提出を
実施方法
求める。
・評価方法及び認定基準
・自宅学習中の質疑等への ・評価方法
対応方法
添削課題については、課題の理解度及び記述の的確性・論理性に応じ
て評価を行うこととする。
Ａ評価：９０点以上
Ｂ評価：８０点以上～８９点以下
Ｃ評価：７０点以上～７９点以下
Ｄ評価：７０点未満

Ｄ評価については課題の再提出を求め、再度評価する。
・個別学習への対応方法
自宅学習時における個別の質問については、FAXまたはメールにて
11 研修会場
(名称及び所在地)

12 使用テキスト

13 研修修了の認定方法
（習得度評価方法含む）

受付け、担当講師に照会する。
・ＱＯＬアカデミー 川崎校
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子 1-4-2 小島ビル３０１号
・ＱＯＬアカデミー 新横浜
（横浜市港北区新横浜３－１９－１１ 加瀬ビル８８ ３階）
日本医療企画
・介護職員初任者研修課程テキスト 1 巻～3 巻

研修修了の認定基準：
認定方法：
（１）通信の添削課題を全て提出し、且つ C 評価以上の評価であること。
（２）下記の①（1 時間の筆記試験）②の評価基準を満たしていること、
且つカリキュラムをすべて履修していること。
①修了評価テスト
筆記試験：1 時間
評価基準：A=90 点以上、B=80 点以上、C=70 点以上、D=69 点以下の 4 段
階で評価し、C 以上の評価基準を満たしたものについて認定
する。
②実技演習の習得度確認
対象項目：科目９こころとからだのしくみと生活支援技術（⑥～⑪⑭）
評価基準：A:基本的な介護（介助）が的確にできる、B:基本的な介護(介
助)が概ねできる、C:技術が不十分だが、基本的な知識は理解
している、D:技術・知識共に再度補講の必要がある、Ｂ以上
の評価基準を満たしたものについて認定する。
（３）認定基準を満たしていない者については再テストを行い評価する。
再テストの費用は無料とする。
14 欠席者の取り扱い(遅 （遅刻について）
刻・早退の扱い含む) ・10 分以上の遅刻に対してはその科目を欠席とみなす。
補講の取り扱い
（早退について）
(実施方法及び費用等)
・10 分以上の早退をした場合は、その科目を欠席とみなす。
（欠席について）
・研修の一部を欠席、あるいは１日欠席をしたものは欠席の届けを提出
する。
（補講について）
・研修の一部を欠席または早退、遅刻をした者に補講を実施する。
・補講は当校で行う次回コースにて同科目の同一講義を振替
受講、もしくは別途指示した日程を受講することにより、当該科目
を履修したとする。
・通学コースでの振替授業の場合、科目の時間数が同等の同科目での補
講となる。
・補講の申し出は事前申し出を原則とする。
・補講にかかる費用は、1 時間につき 2,400 円を受講者負担とする。
15 科目免除の取り扱いと 科目の免除は無とする
その手続き方法

16 解約条件及び
返金の有無

17 情報開示の方法
(ホームページアドレス等)

18 受講者の個人情報の
取り扱い

19 修了証明書を亡失・
き損した場合の取扱い
20 その他研修実施に係る
留意事項

受講生からのキャンセル
・開講後、本人からの申し出により、受講が困難になった場合は、
退校扱いとし、「退校届」を提出することとする。
当社からのキャンセル
・受講意欲が著しくかけ、修了の見込みがないと認められる者は、
受講を取り消すことがある。
・学習研修の秩序を乱し、その他、受講生としての本分に反した者は
受講を取り消すことがある。
・その他、当校が不適当と見なした者は受講を取り消すことがある。
返金の有無
研修開講以降の受講料・教材費については、中途退校等のいかなる
場合も返金は出来ないものとする。
当社ホームページにおいて、以下の情報を開示する
http://www.qola.biz
（１） 法人情報：名称、住所、代表者名
（２） 研修機関情報：事業所名称、理念、学則、研修施設、設備
（３） 研修事業情報：対象、スケジュール、定員、受講申込み要綱、
（４） 課程責任者名
（５） 講師情報：名前、略歴、現職、資格等
（６） 実績情報：過去の研修実績、卒業後の支援
（７） 連絡先情報：法人の苦情対応者、事業所の苦情対応者
（８） 質を向上させるための取組み
（９） 研修カリキュラム：科目別シラバス、担当教官、科目別特徴、
修了評価の方法 等
（１０）実習施設：実習施設名称、住所、介護保険事業の概要、
演習担当者名、実習プログラムの内容・特色、指導体制、
協力実習機関における延べ人数
当該研修における個人情報について㈱QOL アシストが定めるところによ
る個人情報管理の基本方針に基づき厳正に管理を行うものである。
【個人情報管理担当】
株式会社 ＱＯＬアシスト
担当 矢野 憲彦
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子 1-4-2 小島ビル 301 号
TEL 044-589-6422
なお、修了者名簿は介護保険法施行令第 3 条第 2 項第 2 号イの規定によ
り県に提出する。
修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行
うことが出来る。手数料 3,240 円（税込）
（受講期間の延長）
修業年限は、原則 8 ヶ月以内とする。ただし病気等の止むを得ない理由
が生じた場合は、最長 1 年 6 ヶ月間とする。1 年 6 ヶ月間を超えた場合
は除籍となり、過去の受講実績は無効となる。
【その他】
・受講生は研修中に知り得た個人情報を他に口外してはならない。
・この学則に必要、あるいは定めのない事項で、運営上必要があると
判断されるときは、㈱ＱＯＬアシストがこれを定める。

別添様式２－２
研修会場一覧
事業者名 株式会社 ＱＯＬアシスト
研修事業の名称 QOL アカデミー 介護職員初任者研修(通信)
定員

会場名

（演習会場が異なる場合）

面積(㎡)

所在地
１

ＱＯＬアカデミー

定員

会場名

借上げ

川崎校

面積(㎡)

所在地

借上げ

30 名
62.58

神奈川県川崎市川崎区
砂子 1-4-2
小島ビル 301 号
２

ＱＯＬアカデミー新横浜Ａ

㎡

○
３０名

68.55
横浜市港北区新横浜３－１９ ㎡
－１１ 加瀬ビル８８ ３階 ○
３
ＱＯＬアカデミー新横浜Ｂ

１６名

27.78
横浜市港北区新横浜３－１９ ㎡
－１１ 加瀬ビル８８ ３階 ○
４

５

６

※「定員」欄は、40 人を上限に当該会場で可能な定員数（1 人当たり 1.65 ㎡以上）を記入する。
※自施設でなく借上げの会場の場合は「借上げ」欄に〇を記入する。なおこの会場を使用する研修
の開講届には、会場使用承諾書等の写しの添付が必要となる。

