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別紙４ 

研修機関が公表すべき情報の内訳 
 

                 2023年1月20日作成 

情報の種類 内    容 

研修機関情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人情報 

☆ 

 

 

 

 

 

● 法人格、法人名称、住所等 

生活協同組合コープこうべ  

〒658-8555 

神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 

● 代表者名、研修事業担当理事・取締役名 

  組合長理事：岩山  利久  

  担当役員  ：常務理事   中川  寿子   

研修機関情報 

☆ 

 

 

 

 

 

● 事業所名称、住所等 

生活協同組合コープこうべ 人事部 人材開発 教育学習センター 

〒673-0592 

三木市志染町青山７丁目1-4 （協同学苑内） 

 

● 理念（学則に定める開講の目的） 

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 

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、適切

な介護と援助を提供するための知識と技術を習得する。 

 

● 学則 

１．開講の目的 

上記、●理念の通り 

 

2．研修事業の名称 

   2023年度 7月介護職員初任者研修課程（通信）東灘コース 

 

3．研修事業の実施場所 

スクーリング ：コープリビング甲南 2F 多目的室 

     コープは～とらんどハイム本山・ふれあいデイ本山 

 

 

4.研修課程及び講義形式  

「2023年度 7月介護員養成研修事業（通信） 実施日程表 

<東灘コース>」 参照 

 

 5．研修カリキュラム 

 2023年度 7月介護員養成研修事業（通信）カリキュラム＜東灘コ

ース＞参照 

 

https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/curriculum/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/curriculum/index.html
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6．講師氏名 

「2023年度 7月介護員養成研修事業（通信） 実施日程表 

<東灘コース>」 参照 

 

7.受講資格、定員および募集方法  

（１）受講資格 

①演習を含むすべての科目を独力で修了することが可能な方 

②健康と体力に自信のある方 

（２）定員  30人（コロナ禍では 20人）   

※ただし、開講必要人数は 7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 コープステーショ

ン』、教育学習センター発行チラシ及びコープこうべホームペ

ージなどで広報し募集する。 

 

8.受講申込手続及び受講者の決定  

①申込書、誓約書（申込書内）に署名捺印をしたもの、受講者本人

であることが確認できる公的書類のコピーを合わせて提出する。

到着次第、先着順で受付する。 

＊本人確認のできるもの （以下のいずれか） 

・運転免許証 

・健康保険証   

・マイナンバーカード 

・戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票   

・住民基本台帳カード 

・在留カード等   

・パスポート 

・年金手帳  

・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 

②受講決定は、「受講決定通知」を順次郵送する。 

募集人数を超えた場合も、申込書等は返却しないものとする。 

 

9.受講者負担金  

合 計 78,540円 (テキスト代、通信教材費、消費税込) 

※受講料は、2回分割払いが可能  

 

10.研修修了の認定方法  

通信課題の各科目をすべて合格（70点以上）すること。70点に満たな

い場合は、再提出とする。（2回まで） 

スクーリングを無欠席、無遅刻、無早退で受講し、修了評価試験（筆

記・実技）の認定基準（70点以上を合格とする）に達した者を修了者と

し、兵庫県（北播磨県民局）へ報告、修了証明書及び修了証明書（携

帯用）を交付する。 

＊修了評価試験で基準に達しない場合は、再試験を行う。 

 

https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
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● 研修施設、設備 

コープリビング甲南 2F 多目的室 

コープは～とらんどハイム本山・ふれあいデイ本山 

 

研修事業情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修の概要 

☆ 

 

 

 

 

●研修課程 

  学則５．研修課程及び講義形式の通り 

 

● 対象 

①演習を含むすべての科目を独力で修了することが可能な方 

②健康と体力に自信のある方  

 

● 研修のスケジュール（期間、時間数） 

＜7月コース＞ 

研修期間           2023年 7月 15日～12月 14日 

通信期間          2023年 7月 15日～ 9月 14日 

スクーリング（演習）    2023年 9月 15日～12月 15日 

修了評価（実技）     2023年 11月 24日 

修了評価（筆記）     2023年 12月 15日 

    修了証交付予定日    2023年 12月 25日（発送予定） 

 合計  130時間 

 

● 定員、指導者数 

   定員：30人（コロナ禍では20人） （開講必要人数：7人） 

   指導者数：3人 

 

● 研修受講までの流れ（募集、申し込み） 

①コープこうべ情報紙『きょうどう』、『co･op ステーション』、教育学習 

センター発行チラシ及びコープこうべホームページなどで広報し募集 

する。 

②教育学習センターに電話などで資料請求を行う。 

③資料確認後、申込書と受講者本人であることが確認できる公的書

類のコピーを合わせて提出する。 

④到着次第、先着順で受付する。 

⑤「受講決定通知」は、順次郵送する。 

募集人数を超えた場合はキャンセル待ちとし、申込書等は返却し 

ないものとする。 

 

● 費用 

合計 78,540円 (テキスト代、通信教材費、消費税込) 

 

● 留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等 

 コープこうべにおける福祉講座は長期に渡り多くの受講生を受け入れ

てきました。充実した設備環境のもと、介護現場の第一線で活躍中の経

験豊かな一流の講師陣から、生きた知識や介護技術を学びます。充実

したカリキュラムに合わせて満足度の高い講座を目指しており、実務に

より近い実習を通して、多くのことが学べると好評です。また、多くの卒
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業生が福祉の第一線で活躍されています。 

課程責任者 

 

● 課程編成責任者名  

介護員養成研修担当：中原 左貴子 

研修カリキュラム 

☆ 

 

● 科目別シラバス  

「2023年度 7月介護員養成研修事業（通信） 実施日程表 

<東灘コース>」 参照 

 

● 科目別担当講師名  

「2023年度 7月介護員養成研修事業（通信） 実施日程表 

<東灘コース>」 参照 

 

● 科目別特徴(演習の場合は、実技内容・備品、指導体制） 

「2023年度 7月介護員養成研修事業」（通信）カリキュラム 

＜東灘コース＞」参照 

      
通信を行う場合 ● 科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間 

● 通信課程の教材・指導体制・指導方法・課題 

【通信課題】 

1. 科目別通信学習時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名 通信時間 

（1） 職務の理解  ６時間 

（2） 介護における尊厳の保持

・自立支援 

９時間 

（3） 介護の基本 ６時間 

（4） 介護・福祉サービスの理

解と医療の連携 

９時間 

 

（5） 介護におけるコミュニケー

ション技術 

６時間 

（6） 老化の理解  ６時間 

（7） 認知症の理解   ６時間 

（8） 障害の理解  ３時間 

（9） こころからだのしくみと生

活支援技術①～⑤ 

１９時間 

合計 ７０時間 

https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/curriculum/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/curriculum/index.html
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２.添削指導に関する問題形式一覧 

科目番号 問題番号 
問題の形式 

選択 記述 

1 1-1～1-5 〇 〇 

2 2-1～2-8 〇 〇 

3 3-1～3-20 〇 〇 

4 4-1～4-20 〇 〇 

5 5-1～5-17 〇 〇 

6 6-1～6-20 〇 〇 

7 7-1～7-25 〇 〇 

8 8-1～8-20 〇 〇 

9(1)～9(5) 9-1～9-25 〇 〇 

 

3.添削指導の方法      

自宅学習期間の質問方法      

  質問は、FAXで受付する。添削は専任の講師が行う。  

      FAX番号 0794-85-5528      

         電話番号  0794-87-3364   

         〒673-059 三木市志染町青山７丁目1-4 

 

4.テキスト・教材について 

 テキスト 長寿社会開発センター:二訂 介護職員初任者研修テキスト 

サブテキスト 兵庫県発行「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」

通信教材  コープこうべ オリジナル教材  

 

【スクーリング】 

1.スクーリング演習時間 

科目名 演習時間 

（9）こころとからだのしくみと

生活支援技術⑥～⑫ 

５６時間 

（10）振り返り ４時間 

合計 ６０時間 

 

2.面接指導の方法 

・事前にオリエンテーションを行う（受講する上での心構え、コロナ感染防

止の理解と協力、服装について、体調管理など）。 

・三密（密閉・密集・密接）を避けるとともに、うがい、手洗い、マスク着用

検温、消毒など、感染防止を図りながら実施する。 

・実技実習については、基本「人と人」とするが、感染防止に配慮し介護

人形を使用する場合もある。  

・フェイスシールドを状況に応じて着用する場合もある。 

・毎回受講後に、「受講感想アンケート」を提出してもらい理解度を確認
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する。         

    

修了評価 ● 修了評価の方法、評価者、再履修などの基準 

 

通信課題 

＜評価基準＞ 

  ・通信課題の各科目の合格点は、１００点満点中７0点以上とする。７０点

に満たない科目は再提出とし、再提出は２回までとする。 

   

実技試験 

＜方 法＞ 

・複数ある課題の中から与えられた課題を行い、講師が習得評価を実施

する。 

修了評価実技試験の認定基準（100点満点中70点以上）に達したものを

修了とする。基準に満たない場合は、再試験を行う。（3回まで） 

 

筆記試験 

＜評価基準＞ 

・スクーリングを無欠席、無遅刻、無早退で受講し、修了評価筆記試験の

認定基準（100点満点中70点以上）に達した者を修了とする。基準に満

たない場合は、再試験を行う。（2回まで） 

講師情報  ● 名前  

「2023年度 7月介護員養成研修事業（通信） 実施日程表 

<東灘コース>」 参照        

実績情報  ● 過去の研修実施回数（年度ごと） 

 （2012年度までは、ホームヘルパー２級での実績） 

  年 度       開催回数 修了者数  延べ人数 

2022年度        1回    49名（修了予定）3194名（予定）  

2021年度        2回    28名    3145名 

2020年度        0回     0名（新型コロナウイルス感染拡 

大防止の為中止） 

2019年度        １回     8名    3117名 

2018年度        2回     33名   3109名 

2017年度        1回     22名     3076名 

2016年度        3回     51名    3054名 

2015年度        3回     43名    3003名 

2014年度        2回     43名    2960名 

2013年度        1回     26名    2917名  

1996年～2012年              合計 2891名  

※3100名以上の修了生が多くの事業所で活躍中。 

● 過去の研修延べ参加人数（年度ごと） 

同上  

 

https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/syoninsya/higashinada/nittei/index.html
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連絡先  ● 申し込み・資料請求先 

生活協同組合コープこうべ 人事部 人材開発 教育学習センター

    住所  三木市志染町青山 7丁目 1-4 （協同学苑内） 

電話  ０７９４－８７-３３６４ 

 

● 法人の苦情対応者名・役職・連絡先 

人事部 人材開発 統括 櫻田 康太 

電話 ０７９４－８７-３３６４ 

 

● 事業所の苦情対応者名・役職・連絡先 

人事部 人材開発 教育学習センター 

介護員養成研修担当：田中 靖子 

電話 ０７９４－８７-３３６４ 

 
 


