学

則

介護福祉士実務者養成施設

第１条

株式会社ガネット

事業者の名称及び所在地

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂 2-10-7

第２条

学校名：日本総合福祉アカデミー

研修事業の名称

学科名：介護福祉士実務者養成コース

第３条
研修課程及び形式

通信課程

第４条

幅広い教養と専門的知識・技能と態度を養うと共に豊かな人格を育て、社会福

開講の目的

祉事業に献身することのできる人材を養成することを目的とする。

第５条

施

施設長及び専任講師、事務

専 任 講 師

１名

職員の氏名、事務職員の連

非常勤講師

１名以上

絡先

事 務 職 員

１名

連

TEL:03-5457-5825

設 長

絡 先

１名

FAX:03-3461-1815

第６条

修 業 年 限

６ヵ月間

修業年限、定員及び学級数

受講生定員

１５～３０名/クラス

学

６４クラス/年間

級 数

第７条

(1)第４月期開講は、毎年４月１日に始まり、９月３０日に終る。

開講時期

(2)第７月期開講は、毎年７月１日に始まり、１２月３１日に終る。
(3)第１０月期開講は、毎年１０月１日に始まり、３月３１日に終る。
(4)第１月期開講は、毎年１月１日に始まり、６月３０日に終る。

第８条

面接授業の日数は、９日間を標準とする。

面接授業の標準の授業日数

面接授業の時間は、

及び授業時間

介護過程Ⅲ 午前９時３０分から午後１８時３０分までを標準とする。
医療的ケア 午前９時３０分から午後１８時３０分までを標準とする。
なお、上記日数と時間は標準であり、教室によっては上記以外で実施する場合
もある。

第９条

学歴、性別、年齢を問わない。

受講対象者(受講資格)

介護の知識を意欲的に学びたい者。
未成年の場合は、保護者の同意書の提出を求める。

第１０条

受講を願い出る者は、所定の申込書に次の書類などを添えて開講日の 1 ヵ月前

受講手続き

までに施設長に提出しなければならない。
(1) 受講料、テキスト料、その他必要な費用
(2) 訪問介護員養成研修の修了証の写し（修了済みの場合のみ）
ただし、受講の申し込みは、申込順に受講を受け付け、定員に達した場合は、
受講の受付を締め切る。
また、本人確認は開講初日に公的証明書等を確認して行う。

第１１条

受講料、テキスト料、その他必要な費用に関しては、

受講料、テキスト料及び補

別表１のとおり

講料、その他必要な費用
第１２条

別表２のとおり

研修テキスト
第１３条

別表３のとおり

学習時間の目安及び研修カ
リキュラムと免除項目
第１４条

(1) 通信課程における習得度評価

通信課程における修了の認

各科目の修了時に小テストを実施し、成績の評価によって修了の認定を行う。

定方法

成績の評価は、下記の通りＡ～Ｄの 4 区分で評価を行い、Ａ及びＢの者を一定
レベルに達している者とし、該当する項目の修了を認める。
（評価区分）
Ａ：８０点以上
Ｂ：７０点以上
Ｃ：６０点以上
Ｄ：５９点以下
(2) 演習における習得度評価
演習時の実技の評価によって修了の認定を行う。成績の評価は、下記の通りＡ
～Ｄの 4 区分で評価を行い、Ａ及びＢの者を一定レベルに達している者とし、
該当する項目の修了を認める。
（評価区分）
Ａ：基本的なケアが的確にできる
Ｂ：基本的なケアが概ねできる
Ｃ：技術が不十分
Ｄ：全くできない
(3) 全課程における修了評価
1：筆記試験による評価
全科目の修了時に、1 時間程度の筆記試験による修了評価を実施する。
次の評価基準によりＣ以上の評価基準を満たしたものを修了として評価する。
Ａ＝90 点以上、Ｂ＝89～80 点、Ｃ＝79～70 点、Ｄ=70 点未満
2：科目ごとの修了評価
面接授業のカリキュラムを全て出席し、かつ上記(1)及び(2)において評価基準
を超えている受講者に対し、修了証明書を発行する。
（修了評価試験で基準以下の時の取扱い）
担当講師の補講の上、再試験を実施する。
補講料、再試験受験料については、別表１のとおり

第１５条

(1)添削指導及び面接指導の実施方法

通信形式における

受講者は、筆記試験もしくはシステム画面上の試験を受験し、試験結果を講師

・添削指導及び面接指導の

が添削し、受講者に返却する。

実施方法

また、面接授業は指定の教室へ受講者が出席し、講師はその場で指導する。

・自宅学習中の質疑等への

(2) 自宅学習中の質疑等への対応方法

対応方法

1：メールによるお問い合わせ
システム画面上のお問い合わせ画面から、受講者は質問を送信し、それに対
して講師より解答を返信する。
講師からの解答：午前中 10 時～午後 18 時の間に随時返答する
2：電話によるお問い合わせ
下記番号へ電話問い合わせ。講師が不在の場合は、折り返し連絡をする。
TEL:03-5457-5825

第１６条

全国

通信養成を行う地域
第１７条

別表４のとおり

研修会場
(名称及び所在地)
第１８条

理由の如何にかかわらず、15 分以上の遅刻・早退は欠席とする。

欠席者の取り扱い(遅刻・早

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られる者につい

退の扱いを含む)

は補講を行う。

第１９条

(1)受講者からのキャンセル

解約条件及び返金の有無

・開講後の退校は受講料、テキスト料、その他領収した金額の返還はいたしま
せん。
(2)当校からのキャンセル
・申込が最低定員 10 名に満たなかった場合は全額返金いたします。
・授業態度不良等による退校処分の場合は受講料、テキスト代の返還はいたし
ません。

第２０条

当社ホームページにおいて、以下の内容を情報開示する

情報開示の方法

(1)研修機関情報

(ホームページアドレス等)

・法人格・法人名称・住所等
・代表者名・事業所名称・住所等
・理念・学則
(2)研修事業情報
・受講対象者
・研修のスケジュール（期間、日程）
・受講定員
・研修受講までの流れ（募集、申し込み）
・費用（受講料等）
・留意事項、特徴、受講者へのメッセージ
(3)講師情報

・名前
(4)実績情報
・過去の研修実績（年度ごと）
(5)連絡先等
・申し込み・資料請求先
・各種お問い合わせ
(6)質を向上させるための取り組み
・研修生満足度調査情報（アンケート、事業所の声など）
第２１条

・受講生から取得した個人情報に関しては、講座に関する事項や運営において

受講者の個人情報の

のみ使用し本人の承諾が無い限り、第三者への提供はいたしません。

取り扱い

（希望者については今後の当社からの情報提供に使用する）

第２２条

滅失・毀損した場合、受講者本人の申請により再交付する。

修了証明書を亡失・

手数料 2,500 円（税抜）

き損した場合の取扱い
第２３条

次の事項に該当するものは退校とする

その他研修実施に係る

(1)出席が常でなく、欠席、遅刻、又は早退が著しく多いとき。

留意事項

(2)施設の秩序や最適な訓練受講環境を著しく乱したとき、又は乱すおそれが
あるとき。
(3)故意に施設の設備又は物品を亡失、毀損又は施設外に持ち出したとき。
(4)法令違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、訓練受講者として相応しく
ないとき。
(5)その他、訓練の受講継続が困難であるとき。

附則
この学則は平成２７年７月１５日より実施する

別表１
第１１条

受講料、テキスト料、その他必要な費用について

受

料

講

246,000 円（税抜）
※ただし、免除項目がある場合は、下記を適用とする。
訪問介護職員 3 級 230,000 円（税抜）
初 任 者 研 修

190,000 円（税抜）

訪問介護職員 2 級 190,000 円（税抜）
訪問介護職員 1 級 110,000 円（税抜）
介護職員基礎研修
テ キ ス ト 料

49,000 円（税抜）

13,440 円 （税抜・送料別）
※ただし、免除項目がある場合は、適宜案内する。

補

講

料

再試験受験料
そ

の

1 日あたり 10,000 円（税抜）
1 試験あたり 3,000 円（税抜）

他

テキスト・学則など、学習に使用する物品の送料 他

別表２
第１２条

研修テキスト

株式会社 日本医療企画 実務者研修テキスト（全 8 巻）
巻

科目

価格

第１巻

人間の尊厳と自立・社会の理解

2,000 円（税抜）

第２巻

介護の基本的理解とリスクマネジメント

2,000 円（税抜）

第３巻

介護におけるコミュニケーション技術

2,000 円（税抜）

第４巻

生活支援の技術と環境整備

2,000 円（税抜）

第５巻

介護過程の基礎知識と応用

2,000 円（税抜）

第６巻

老年期の疾病と認知症・障害の理解

2,000 円（税抜）

第７巻

介護に関わるこころとからだ

2,000 円（税抜）

第８巻

医療的ケアの理論と実践

2,000 円（税抜）

参考ＵＲＬ http://www.jmp.co.jp/hp/jitumusha/jitumu-2.html#006
※求めやすいセット料金の案内は、免除項目などに合わせて案内します。

別表３
第１３条

学習時間の目安及び研修カリキュラムと免除項目

別表４
第１７条
研修会場(名称及び所在地)
１

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（渋谷校）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル１号館 7F

２

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（横浜校）
〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町 2083-1

３

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（池袋校）

〒170-6057 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60
４

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（春日部校）

〒344-0013
５

東京都墨田区京島 1-47-17

2F

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（行田校）

〒361-0006
７

埼玉県春日部市銚子口 1133-1

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（曳舟校）

〒131-0046
６

57Ｆ

埼玉県行田市白川戸 275

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（武蔵小杉校）

〒213-0022
８

神奈川県川崎市高津区千年 141-2

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（青葉校）

〒227-0036
９

神奈川県横浜市青葉区奈良町 881 番 14 号

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（鎌取校）

〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央 6-48-4
１０

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（八千代緑が丘校）

〒276-0036
１１

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（西立川校）

〒190-0013
１２

東京都立川市富士見町

1-74-1

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（多摩大塚校）

〒206-0001
１３

千葉県八千代市高津 992-4 102 号

東京都多摩市和田

2011-12

日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務者養成コース（中野山王校）

〒192-0042

東京都八王子市中野山王

2-2032-6

