学

則
平成２９年

９月２６日変更版

１事業者の名称及び
所在地・代表者等

株式会社 三文サービス
神奈川県横浜市港南区港南台６－９－１１
代表取締役 河野文彰 （研修事業担当理事・責任者）
２研修事業の名称及び担 名称 プラチナ倶楽部介護職員初任者研修（通学コース）
当部署
担当部署 プラチナ倶楽部介護センター教育事業部(住所：同上)
電話：０４５－８３０－００２２
３研修課程及び形式
介護職員初任者研修課程
（ 通学コース ）
４開講の目的と企業理念
介護の現場で働くための基本的な知識と技術を身につけた人材を養成
し、地域の介護職場での人材の確保に貢献します。
《企業理念》
地域の高齢者、障害者ご本人及びそのご家族に愛される企業を目指しま
す。
《教育理念》
介護現場と密着した講義と演習により実用的な研修を行います。
５研修責任者及び
研修責任者
河野文彰
研修コーディネーター 研修コーディネーター 河野文彰
の氏名
課程編集責任者
河野文彰
研修担当部署
研修担当部署
プラチナ倶楽部介護センター教育事業部
研修担当者及び連絡先
研修担当者
齋藤良知
事務所 横浜市港南区港南台６－９－１１
電話 045-830-0022 FAX 045-830-0025
６受講対象者(受講資格) 年齢不問。介護、福祉の仕事への就業を希望している方。性別、経験不
及び定員
問。普通程度の体力があり、意欲のある方。
定員：２０名
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

９研修カリキュラム
研修日程
10 通信形式の場合
その実施方法
・添削指導及び面接指導
の実施方法
・評価方法及び認定基準
・自宅学習中の質疑等へ
の対応方法

・一般公募します
開校日の１月半前に募集開始し、自社ホームページ、タウン誌に募集広
告を掲載します。
・受講希望者に受講案内（学則を含む）と申込書をお送りします。
・申込書の提出（郵送可）により受付します。
応募者多数の場合は申込書の先着順
・本人確認は研修初日に公的証明書等を原本確認して行います。
６５０００円
（内訳）・受講料 ５１１００円 ・テキスト代 ７０００ 円
・実習費
４５００円
・保険料
５２０ 円
・光熱費
１８８０円
ただし６０歳以上の方は
５５０００円
（内訳）・受講料 ４１１００円 他の費用は同じ
研修カリキュラム表ご覧ください
研修日程表をご覧下さい
通信教育コースはございません。

11 研修会場
(名称及び所在地)

プラチナ倶楽部介護スクール
横浜市港南区港南台６－２－１ （一幸堂ビル 2 階）
電話 ０４５－８３０－５０２２

12 使用テキスト
(副教材も含む)

出版社：長寿社会開発センター

介護職員初任者研修テキスト

13 研修修了の認定方法
（習得度評価方法含む）

(1)技術演習における習得度評価
｢心と体のしくみと生活支援技術｣の次の項目について、各演習時間内で
技術習得度の評価を行います。チェックリストによりＡ～Ｄの 4 区分で
評価を行い、Ａ及びＢの方を一定レベルに達しているとします。
⑥整容に関連した心と体のしくみと自立に向けた介護
⑦移動、移乗に関連した心と体のしくみと自立に向けた介護
⑧食事に関連した心と体のしくみと自立に向けた介護
⑨入浴、清潔保持に関連した心と体のしくみと自立に向けた介護
⑩排泄に関連した心と体のしくみと自立に向けた介護
⑪睡眠に関連した心と体のしくみと自立に向けた介護
⑭総合生活支援技術演習
(評価区分)
Ａ：基本的な介護(介助)が的確に出来る
Ｂ：基本的な介護(介助)が概ね出来る
Ｃ：技術が不十分
Ｄ：全くできない
(2)全科目終了時に 1.5 時間の筆記試験による修了評価を実施します。
次の評価基準により可以上を、評価基準を満たしたとして認定します。
優＝90 点以上 良＝80～89 点
可＝70～79 点 不可＝70 点未満
(3)通学カリキュラムをすべて出席し、上記(1)及び(2)において認定基
準を超えている受講者に対し修了証明書を発行します。
(修了評価試験で基準以下の時の取り扱い)
担当講師の補講の上、再試験を実施します。
補講料 ：原則として１時限(90 分)3000 円
再試験 1 回 3000 円
(4)評価は原則として担当講師が行います
14 欠席者の取り扱い(遅 ・理由の如何にかかわらず、各単位 5 分以上の遅刻早退は欠席とみなし
刻・早退の扱い含む) ます。
補講の取り扱い
・研修の一部を欠席したもので。やむを得ない事情があると認められる
(実施方法及び費用等)
者については補講を行います
・補講の実施は、原則として当社において実施する同カリキュラムのコ
ースの同じ授業を振替受講することにより行います。
・補講料：原則として１時限（90 分）3000 円を受講者負担とします。
15 科目免除の取り扱いと
その手続き方法

実習先として認められている施設・事業所において過去 3 年間に 1 年以
上（通算 180 日以上）の実務経験のあるものについては実習を免除しま
す。受講料の減額はありません。（実習費は不要となります）

16 解約条件及び
返金の有無

（1）受講者からのキャンセル
・開校日の１週間前まではキャンセル料を不要とします。それ以後のキ
ャンセルは 40000 円のキャンセル料をお支払い下さい。
・開校後の退校については返金はありません。
（2）当社からのキャンセル
・応募者が 10 名に満たなかった場合は研修を中止することがあり、支
払った受講料は全額お返しいたします。この決定は 1 週間前までに行

17 情報開示の方法
(ホームページアドレス等)

い、申込者に速やかに連絡します。
・受講態度が著しく良くない場合と認めた時は、改善を勧告し、それで
も改善が認められない場合は、退校処分とします。その場合受講料は返
金しません。
当社ホームページにおいて、以下の内容を情報開示する
http:/www.puratina-club.com
① 法人格・法人名称 住所等
② 代表者名 研修担当理事 取締役名
③ 事業所名称 住所等
④ 理念
⑤ 学則
⑥ 研究設備 施設
⑦ 研修の対象者
⑧ 研修のスケジュール（期間 日程 時間数）
⑨ 定員（集合研修、実習）と指導者数
⑩ 研修受講までの流れ（募集 申し込み）と費用
⑪ 留意事項、特徴、受講者へのメッセージ
⑫ 課程編成責任者名
⑬ 科目別シラバス、担当教官名、科目の特徴
（演習の場合は実技内容、備品、指導体制）
⑭ 終了評価の方法、評価者、再履修等の基準
⑮ 協力実習機関の名称、住所等、介護保険事業の概要、担当者名
⑯ 実習プログラム内容と特色
⑰ 実習中の指導体制・内容（振り返り 実習指導等）
⑱ 協力実習機関における延べ人数
⑲ 講師名 略歴 現職 資格
⑳ 過去の研修実施回数、延べ参加人数（年度ごと）
○ 申し込み、資料請求先
○ 法人の苦情対応者名・役職・連絡先
○ 事業所の苦情対応者名・役職・連絡先

18 受講者の個人情報の
取り扱い

受講者の個人情報については、研修の受講のための使用に限定します。
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
り県に提出します。

19 修了証明書を亡失・
き損した場合の取扱い

亡失、棄損した場合、受講者本人の申請により再交付します。
手数料 3000 円

20 その他研修実施に係る
留意事項

・次に該当する場合は退校処分の取り扱いとなることがあります
① 学習意欲が著しく欠け、終了の見込みがないと認められるとき
② 研修の秩序を乱し、他の受講生の授業の妨げとなる場合
③ その他
① デイサービスプラチナ倶楽部（通所介護）港南台 6-9-11 井上
② 認知症対応型デイサービスプラチナ倶楽部
〃
〃
③ 小規模多機能型プラチナ倶楽部
〃6-9-25 馬場
④ ヘルパーステーションプラチナ倶楽部（訪問介護）6-9-11 浅田
⑤ 特別養護老人ホーム 野庭苑（介護老人福祉施設）
日野南５－５６－２
担当 三浦
⑥介護老人保健施設 港南あおぞら（介護老人保健施設）
野庭町 2187-1
担当 南雲

21 協力実習機関と担当

22 講師紹介
㈱三文サービス

ケアサービス春
訪問介護事業所

氏名
浅田麻由美
上坂波留美
河野文彰
齋藤良知
溝口美智子
谷知敬子
渡邉綾子
馬場雅晴
大内正彦
澤井恵
酒井悦子

現職
（主な資格）
訪問介護サービス提供責任者
（介護福祉士）
小規模多機能型介護職員
（介護福祉士）
法人代表 代表取締役
（介護福祉士）
居宅介護支援管理者兼ケアマネ （介護支援専門員）
居宅介護支援
（介護福祉士 介護支援専門員 他）
小規模多機能型介護職員
（介護福祉士）
小規模多機能型看護職員
(看護師)
小規模多機能型管理者
（介護福祉士）
訪問介護員 通所介護職員
(介護福祉士)
通所介護職員
（介護福祉士）
グループホーム介護職
（介護福祉士）

石井瑞子

訪問介護サービス提供責任者
（介護福祉士 介護支援専門員）

済生会かながわ訪問看 稲田恵子
護ステーション
板寺優子

看護師
看護師

（認定訪問看護師 介護支援専門員）
(認定訪問看護師 介護支援専門員)

やすらぎ訪問看護ステ 高橋美和子
ーション

看護師

（認定訪問看護師）

特別養護老人ホーム
野庭苑

吉本すま子
三浦智央

施設長
介護部副部長

（介護支援専門員）
（介護福祉士）

老人保健施設
港南あおぞら

落合哲

介護主任

（介護福祉士）

[演習アシスタント]
㈱三文サービス

河野文暢
井上とし子

グループホーム管理者
通所介護管理者

23 過去の研修実施回数

２１回

24 申込・資料請求先
（苦情・相談も同じ）

プラチナ倶楽部介護センター教育事業部 担当 齋藤良知
234-0054 横浜市港南区港南台６－９－１
０４５－８３０－００２２
株式会社三文サービス 代表取締役 河野文彰
住所電話は上記と同じです

25

法人の苦情対応

（介護福祉士）
（ヘルパー２級）

