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《コープこうべ 介護福祉士実務者研修課程（通信）学則》 
 

【総則】 

１．理念 

  協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的かつ経済的改善向上をはかり、もっ

てあまねく公共の福祉を増進するとともに、健全なる社会の確立に貢献することを目

的とする。 

２．目的 

介護サービスに従事しようとする者が介護福祉士を目指すうえで、生協の福祉の理念

や活動を理解しつつ、人を尊ぶ心を養い、基本的な介護と援助を提供するためのより

専門的な知識と技術を習得する。 

３．事業実施主体および代表者   

生活協同組合コープこうべ    組合長理事  岩山 利久 

〒658-8555  神戸市東灘区住吉本町 1 丁目 3 番 19 号 

４．研修事業の名称 

  コープこうべ 介護福祉士実務者研修課程(通信)  

５．研修実施場所： 

コープこうべ協同学苑 

〒673-0592  三木市志染町青山 7 丁目１-４ 

 

【教育課程、研修期間など】 

６．養成課程、修了年限および定員など  

 

課程 介護福祉士実務者研修（通信） 

受講期間 ６か月 

受講定員※ 最大 20 人（最低実施人数６人） 

クラス １クラス 

通信を行う地域 全国 

※今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、15人 
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７．履修方法 

当該科目の履修認定については、「９.教育課程及び授業時間数」に定める通信学習時間

数に相当する課題の修了と、面接授業時間数の出席を必要とする。 

 

８．スクーリングの会場 

スクーリングの会場は、コープこうべ協同学苑とする。 

住所：兵庫県三木市志染町青山７丁目１-４ 

 

９．教育課程及び授業時間数 

  下表のとおりとする。※喀痰吸引研修は、第 1 号・第 2 号研修修了者のみ免除 

 
※－は免除項目科目。  〇は介護福祉士実務者研修で学ぶ科目 
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【募集、入学、在籍年数など】 

10．受講資格、定員および募集方法について 

（１）受講資格 

①健康と体力に自信のある方 

②演習を含むすべての過程を、独力で修了することが可能な方 

③スクーリング、医療的ケア演習の際、コープこうべ協同学苑（三木市志染町）ま

で通学可能な方 

（２）１クラス定員 20 人（コロナ禍では 15 人） 

  ※ただし、開講必要人数は６人とする 

（３）募集方法 コープこうべ情報紙『きょうどう』、『CO･OP ステーション』、および

協同学苑ホームページなどで広報し、募集する。 

11．受講時期 

  毎年４月と６月に開講する。受講期間は６カ月とする。 

12．休業日 

  毎週日曜日、ならびに毎年８月１３日から１６日、１２月２９日から１月４日までを

休業日とする。 

13．受講申込み手続きおよび受講者の決定 

【申し込み時に必要な書類】 

（１） 申込書 

（２） 受講者本人であることが確認できるもののコピー 

   ＊以下のいずれかのコピー          

・運転免許証     ・健康保険証  ・年金手帳 

・戸籍謄本、戸籍抄本もしくは住民票  ・マイナンバーカード 

   ・住民基本台帳カード ・在留カード  ・パスポート 

   ・運転免許以外の国家資格を有する者については、その免許証又は登録証 

（３） 訪問介護員研修（ホームヘルパー）や介護職員初任者研修修了者は、資格証の

コピー 

【受講者の決定】 

・上記書類到着次第、先着順で受付する。 

・受講が決定したものには、受講決定通知を順次郵送する。 

・すでに定員に達している場合はキャンセル待ちとし、電話で連絡する。 

※なお、定員を超え、受講できない場合も、申込書と本人確認書類は返却しないものとする。 
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14．受講手続き 

（１）受講決定通知を受け取ったものは、指定期日までに所定の受講料を支払わなければ

ならない。振り込みの場合は、振込手数料は、受講生負担とする。 

（２）前項の受講手続きをしたものについて、受講を許可する。受講料振込確認後、開講

日までに、テキスト、通信用課題などを送付する。 

15．受講生の本人確認 

初回スクーリング時に、受講申し込み時に提出した公的身分証明書のコピーで事務職

員が本人との確認を行う。 

16．研修期間および在籍年数 

研修期間は６カ月とし、やむを得ない事情で休学する場合は、最大在籍年数を２年間

とする。 

17．休学および復学 

受講生が疾病、事故その他やむを得ない事由によって受講できない場合は、休学届に

その事由を明らかにする書類（診断書など）を添えて提出し、研修担当責任者の承認

を得なければならない。休学期間は１年 6 か月間までとする。休学者が復学しよう

とするときは、復学願を研修担当責任者に提出し、その許可を得なければならない。 

18．退学 

  受講生が、疾病、事故、その他やむを得ない事由によって退学しようとするときは、

その事由を記載した書類を提出し、許可を得なければならない。 

19．賞罰 

  受講生が次のいずれかに該当する場合は、事業者の判断により当該受講生の受講を取

り消すことができる。受講を取り消されるにいたったものは、その間履修した当該研

修については、すべて無効とする。 

  ・学習意欲が著しくかけ、修了の見込みがないと認められるもの 

  ・学習態度が著しく悪く、カリキュラムの進行を妨げるもの 

  ・他の受講生の学習を著しく妨げるもの 

  ・自力で演習内容を行うことができないもの 

  ・その他、事業者が不適当とみなしたもの 

【学習の評価および補講、修了の認定など】 

20．学習の評価 

  学習の評価は以下のとおりとする。 

  ①各科目の到達目標に従い、内容の理解度を確認する。 

  ②受講生自身が問題点を把握できるように、学習に対する指導を記載する。 

  ③課題は、テキストを参考にして自宅で学習し、提出締切日までに提出する。 
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21．課程修了の認定 

  課程修了の認定については、下記のとおりとする。 

（１） 受講料を全額支払っていること。 

（２） スクーリングにすべて出席すること。 

（３） 通信課題にすべて合格すること。（合格点は、100 点満点中 70 点以上） 

（４） 介護課程Ⅲ・実技の評価で合格すること(合格点は、100 点満点中 70 点以上）。

不合格の場合は、追試を行う。追試は３回までとし、２回目の追試で不合格の

場合は、レポートを提出したのち、3 回目の追試を行う。3 回目の追試は別日と

し、追試料は 5,500 円(税込)とする。これ以降の追試は行わない。 

（５） 医療的ケア・演習で、喀痰吸引（口腔５回以上、鼻腔５回以上、気管カニュー

レ内部５回以上）、経管栄養（胃ろうまたは腸ろう５回以上、経鼻経管栄養５回

以上）、救急蘇生法演習（１回以上）を行うこと。５回目の演習で、合格基準に

達すること。不合格の場合は追試を行う。追試は３回までとし、２回目の追試

で不合格の場合は、レポートを提出したのち、3 回目の追試を行う。3 回目の追

試は別日とし、追試料は 5,500 円(税込)とする。これ以降の追試は行わない。 

22．補講について 

  補講の取り扱いについては、次のとおりとする。 

  （１）原則として、欠席は認めない。ただし、やむを得ない事情があると認められた

場合は、欠席したスクーリングについて補講を行うものとする。やむを得ない

事情とは、疾病または負傷、天災や事故などのほか、コープこうべがやむを得

ない事情として認めたものに限る。 

（２）補講の申し出は、事前申し出を原則とする。 

【講義の補講】 

・欠席の代替え措置として、DVD 補講後にレポート提出を課す。レポートは、400 字

詰原稿用紙 2 枚程度を 2 週間以内に提出。担当教員に理解度の確認を行う。補講費

用は、1,100 円(税込)とする。 

  【実技の補講】 

・やむを得ない事情の場合は、別日に補講する。補講費用は、3,300 円(税込)とするが、

補講科目によっては別途自己負担が発生する場合がある。 

  【医療的ケアの補講】 

・やむを得ない事情の場合は、別日に補講する。補講費用は、11,000 円(税込)とする。 

23．修了について 

  修了を認定されたものに対し、修了証明書を交付する。修了証明書の紛失があった場

合、修了者の申し出により、再発行を行うことができる。ただし、再発行にかかる料

金については、1 枚につき 550 円（税込）を受講生の負担とする。 
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【受講料その他】 

24．受講料 

  研修参加費用は、下記のとおりとする。 

無資格                 1５７,３００円（テキスト代・税込） 

ホームヘルパー(訪問介護員研修) ３級  1５７,３００円（テキスト代・税込） 

ホームヘルパー(訪問介護員研修) ２級  ９７,９００円（テキスト代・税込） 

ホームヘルパー(訪問介護員研修) １級  ８８,０００円（テキスト代・税込） 

介護職員初任者研修課程         ９７,９００円（テキスト代・税込） 

ホームヘルパー２級+喀痰吸引※       ８８,０００円（テキスト代・税込） 

ホームヘルパー１級+喀痰吸引※       ６０,５００円（テキスト代・税込） 

介護職員基礎研修課程           ４１,８００円（テキスト代・税込） 

※ 第 1号または第 2号研修修了者のみ 

☆ コープこうべオリジナル割引を行うこともある。 

☆ 支払方法は、現金または VISA・マスタカードのみの取り扱いとする。 

支払金額は、一括払い、分割払いがある。 

受講料総額 対象資格 分割可能回数 

10万円以上 無資格・ホームヘルパー３級   ４回まで 

10万円未満 上記以外   ２回 

25．受講料の返還について 

・受講生からの解約の場合、下記の通り。 

＊何らかの事情で講座受講をキャンセルする場合は、早めに連絡をすること。 

キャンセル日 条件 

テキスト・教材 

発送日前※ 
全額返金 

テキスト・教材 

発送日以降 

研修開始前※ 

未開封 
テキストと教材を返送料受講生負担で返送。到着確認後、事

務手数料(2,200 円税込)を差引いた金額を返金 

開封 
テキスト代・教材費と事務手数料（2,200 税込）を差引いた

金額 

研修開始日以降 

【４月コース】 

 4 月 1 日以降 

【６月コース】 

6 月１日以降 

受講後の返金は行わない。 

※発送日：４月コースは、3 月 25 日、６月コースは 5 月 25 日。 
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・事業所からの解約の場合、（事業継続が不可の場合） 全額返還 

  ※返金条件 

・事業継続が不可の場合は、条件なし。 

  ・受講生が退学を申し出た場合や、「19.賞罰」の条件に当てはまり、事業所が受講継

続困難と判断した場合は、返金は行わない。 

 

26．教員組織 

  以下の教員を置く。 

  ・養成施設長 

  ・教務に関する主任者 

  ・介護課程Ⅲ担当教員 

  ・医療的ケア担当教員 

  ・その他の教員 

27．自宅学習 

通信課程については 1 日 90 分程度の自宅学習をし、期日に間に合うように課題提出を

行うこと。スクーリングにおいては、内容をより深く理解するために、予習を行うこ

とが望ましい。 

28．個人情報の取扱いについて 

  ①受講生の個人情報は、「コープこうべ個人情報保護方針」に基づき、研修関連の連絡

等の利用に限り使用する。 

  ②本人の許可なしに第三者に対して個人情報を開示、提供しない。講師および受講生

の氏名・住所・電話番号等の問い合わせは一切受け付けない。 

  ③受講、成績、出席状況などの受講生に関する書類は、紙ベースのものは鍵のかかる

鉄庫に保管する。また、データベースは、機密文書扱いとし、確実に保管する。修

了者名簿は、修了証書再発行のために永久保存とするが、他のデータに関しては 10

年間保存し、以後、確実に廃棄処分とする。 

29．法人の苦情対応者名 

  法人の苦情・相談窓口：人事部 人材開発 

             統括              

 電話 ０７９４－８７－３３６４ 

  

30.研修に対する苦情・要望等の相談窓口について 

  研修事業の苦情・相談窓口：人事部 人材開発 

               教育学習センター 

               研修担当責任者   

               電話 ０７９４－８７－３３６４  
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31．情報開示について 

  本研修事業については下記のホームページにおいて情報開示する。 

  ホームページアドレス:https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/jitsumusya 

https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/jitsumusya/index.html

