
(別添２－１） 

学 則 

①商号又は名称 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 

②研修事業の名称 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団ＯＳＪ介護員養成スクール（介護職

員初任者研修課程） 

③研修の種類 介護保険法施行令に基づく介護員養成研修 

④研修課程及び 

学習形式 

介護職員初任者研修課程 

・通学形式 

・通信形式（通信学習実施計画書（別添２－１０）を参照。） 

⑤事業者指定番号 42 

⑥開講の目的 誰もが安心して介護サービスを受けられるよう、サービス提供の担い手

である介護員の質・量の充実を図るため。 

⑦講義・演習室 

（住所も記載） 

【ＯＳＪ介護員養成スクール本校】 

大阪府箕面市白島三丁目 5-50 

大阪府社会福祉事業団ＯＳＪ研修・研究センター 研修室１ 

【ＯＳＪ介護員養成スクール四條畷校】 

大阪府四條畷市北出町 28-1 

特別養護老人ホーム四條畷荘 地域交流スペース 

【ＯＳＪ介護員養成スクール高槻校】 

大阪府高槻市郡家新町 48-7 

小規模多機能センター高槻荘「ゆらら」 

【ＯＳＪ介護員養成スクール豊寿校】 

大阪府豊中市新千里西町 2-7-2 

軽費老人ホーム（ケアハウス）豊寿荘 

地域交流スペース、第 2 地域交流スペース 

【ＯＳＪ介護員養成スクール美原校】 

大阪府堺市美原区平尾 595-1 

特別養護老人ホーム美原荘 ミーティングルーム 

【ＯＳＪ介護員養成スクール光明校】 

大阪府和泉市伏屋町 3 丁目 8 番 1 号 

特別養護老人ホーム光明荘 会議室  

【ＯＳＪ介護員養成スクール春日丘校】 

大阪府茨木市南春日丘 7 丁目 11 番 48 号 

特別養護老人ホーム春日丘荘「彩の家」 地域交流スペース  

⑧実習施設 １ 実施しない 

２ 実施する （実習施設一覧表（別添２－７）を参照。） 

 ＊実習に入る前に所定の様式を用い、医療機関に受診し、健康診断書

を各校担当者に提出してください。費用については、受講生の負担と

なります。ただし、直近 3 カ月以内に同様の検査項目で健康診断を受

けられた方は、その控えをもって代えることができます。 



⑨講師の氏名及び 

 担当科目 
講師一覧表（別添２－３）を参照。 

⑩使用テキスト 一般社団法人 長寿社会開発センター 

「介護職員初任者研修テキスト」 

⑪シラバス シラバス（別添２－２）を参照。 

⑫受講資格 訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず介護の

業務に従事しようとする者 

⑬広告の方法 法人ホームページ及び新聞折り込みチラシにて行います。 

⑭情報開示の方法 下記ホームページにおいて情報開示します。 

ホームページアドレス：http://www.osj.or.jp/index2.html 

⑮受講手続き及び

本人確認の方法

（応募者多数の

場合の対応方法

を含む） 

受講希望者には、本学則、受講パンフレット、直近の研修スケジュール、

受講申込書を手渡し・送付します。なお、受講申し込みにあたっては、

身分証明書の確認が必要なことから各校事務所にて行います。 

【応募者が少数であった場合の対応】 

ＯＳＪ介護員養成スクール高槻校は受講申込者が 5 名、豊寿校は 3 名、

春日丘荘は 4 名に満たない場合は休講する場合があります。 

【応募者が多数であった場合の対応】 

指定期日までに受講料の入金があった受講希望者を優先します。 

＊その他、同期間開催の各校コースの優先案内を行います。 

⑯受講料及び受講

料支払方法 

53,000 円（テキスト代、消費税含む） 

指定期日までに下記の口座に振り込んでください。 

【ＯＳＪ介護員養成スクール本校】 

りそな銀行 大手支店 （普）００４１２５５ 

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 

（ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵｵｻｶﾌｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ） 

【ＯＳＪ介護員養成スクール四條畷校】 

近畿大阪銀行  忍ケ丘支店  （普）０３６０４１４ 

特別養護老人ホーム四條畷荘 荘長 太田卓哉 

（ﾄｸﾍﾞﾂﾖｳｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ ｼｼﾞｮｳﾅﾜﾃｿｳ ｿｳﾁｮｳ ｵｵﾀﾀｸﾔ） 

【ＯＳＪ介護員養成スクール高槻校】 

近畿大阪銀行 高槻支店 （当）０３８０１１６  

特別養護老人ホーム高槻荘 荘長 羽田浩朗 

（ﾄｸﾍﾞﾂﾖｳｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ ﾀｶﾂｷｿｳ ｿｳﾁｮｳ ﾊﾀﾞﾋﾛｱｷ） 

【ＯＳＪ介護員養成スクール豊寿校】 

りそな銀行 千里中央支店  （普）０４３８１４１ 

軽費老人ホーム豊寿荘 荘長 辻宅一博 

（ｹｲﾋﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ ﾎｳｼﾞｭｿｳ ｿｳﾁｮｳ ﾂｼﾞﾀｸｶｽﾞﾋﾛ） 

 



 【ＯＳＪ介護員養成スクール美原校】 

りそな銀行 富田林支店 （普）０７５７６８９ 

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 

特別養護老人ホーム 美原荘 荘長 三谷伸次郎 

（ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｵｵｻｶﾌｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ  

ﾄｸﾍﾞﾂﾖｳｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ ﾐﾊﾗｿｳ ｿｳﾁｮｳ ﾐﾀﾆｼﾝｼﾞﾛｳ） 

【ＯＳＪ介護員養成スクール光明校】 

りそな銀行 光明池支店（普）０２１４６２６ 

特別養護老人ホーム光明荘 荘長 伊藤泉 

（ﾄｸﾍﾞﾂﾖｳｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑｺｳﾐｮｳｿｳ ｿｳﾁｮｳ ｲﾄｳｲｽﾞﾐ） 

【ＯＳＪ介護員養成スクール春日丘校】 

関西みらい銀行 茨木中央支店 （普）０８７９１５０ 

福）大阪府社会福祉事業団 特別養護老人ホーム春日丘荘 荘長 宇津

木 久志 

（ﾌｸ） ｵｵｻｶﾌｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ ﾄｸﾍﾞﾂﾖｳｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑｶｽｶﾞｵｶｿｳ ｿｳﾁｮｳ ｳ

ﾂｷ ﾋｻｼ） 

⑰解約条件及び返

金の有無 

【受講者からの受講キャンセル】 

原則入金後の返金は行っていませんが、開講日の 7 日前までにキャンセ

ルの申し出があった場合のみ受講料全額を返金します。 

【弊社からのキャンセル】 

ＯＳＪ介護員養成スクール高槻校は受講申込者が 5 名、豊寿校は 3 名、

春日丘校は 4 名に満たない場合、休講することがありますので、その場

合は受講料全額を返金します。 

⑱受講者の個人情

報の取扱 

個人情報保護規程策定の有無（有・無） 

受講者から得た個人情報については法人の個人情報保護に対する基本

方針に従い、適切に管理します。 

なお、修了者は大阪府の管理する修了者名簿に記載されます。 

⑲研修修了の認定

方法 

認定方法：修了を認定した者には修了証明書を交付します。 

研修の修了年限：6 カ月 

修了評価方法：（別添２－９）を参照。 

○20 補講の方法及び

取扱 

【補講の方法】 

原則、同時期に開催している他教室で振替補講、又は個別対応で実施し

ます。 

【補講に要する費用】 

①他校への振替補講の費用：無料 

②個別対応補講費用：1 日（講義・演習）あたり 2,000 円 

○21科目免除の取扱 当研修事業では他資格・実務経験による科目の免除は行っておりませ

ん。大阪府介護職員初任者研修実施要領の規定にある該当者も再度受講

されることをお勧めします。 

○22 受講中の事故等

についての対応 

受講中に生じた事故等については、当法人が加入する傷害保険で対応し

ますので、保険料の受講者負担は発生しません。 



○23研修責任者名、所

属名及び役職 

氏名：徳川 美民 

所属名：社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 OSJ 研修・研究センター 

役職：科長 

○24 課程編成責任者

名、所属名及び役

職 

氏名：徳川 美民 

所属名：社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 OSJ 研修・研究センター 

役職：科長 

○25 苦情等相談担当

者名、所属名、役

職及び連絡先 

【ＯＳＪ介護員養成スクール本校】 

氏名：米田 信乃 

所属名：大阪府社会福祉事業団 OSJ 研修・研究センター 

役職：主事 

連絡先：072-724-8166 

【ＯＳＪ介護員養成スクール四條畷校】 

氏名：髙﨑 由美子 

所属名：特別養護老人ホーム四條畷荘 

役職：介護職員兼主事 

連絡先：072-878-2651 

【ＯＳＪ介護員養成スクール高槻校】 

氏名：廣田 千晃 

所属名：特別養護老人ホーム高槻荘 

役職：介護職員兼主事 

連絡先：072-682-6652 

【ＯＳＪ介護員養成スクール豊寿校】 

氏名：吉武 怜子 

所属名：特別養護老人ホーム豊寿荘 

役職：介護職員兼主事 

連絡先：06-6831-7225 

【ＯＳＪ介護員養成スクール美原校】 

氏名：棈木 春朗 

所属名：特別養護老人ホーム美原荘 

役職：介護職員兼主事 

連絡先：072-362-3491 

【ＯＳＪ介護員養成スクール光明校】 

氏名：出井 阿希子 

所属名：特別養護老人ホーム光明荘 

役職：介護職員兼主事 

連絡先：0725-56-1882 

【ＯＳＪ介護員養成スクール春日丘校】 

氏名：高倉 毅 

所属名：特別養護老人ホーム春日丘荘 

役職：介護職員兼主事 

連絡先：072-625-6377 



○26 研修事務担当者

名、所属名及び連

絡先 

【ＯＳＪ介護員養成スクール本校】 

氏名：米田 信乃 

所属名：大阪府社会福祉事業団 OSJ 研修・研究センター 

連絡先：072-724-8166 

【ＯＳＪ介護員養成スクール四條畷校】 

氏名：髙﨑 由美子 

所属名：特別養護老人ホーム四條畷荘 

連絡先：072-878-2651 

【ＯＳＪ介護員養成スクール高槻校】 

氏名：廣田 千晃 

所属名：特別養護老人ホーム高槻荘 

連絡先：072-682-6652 

【ＯＳＪ介護員養成スクール豊寿校】 

氏名：吉武 怜子 

所属名：特別養護老人ホーム豊寿荘 

連絡先：06-6831-7225 

【ＯＳＪ介護員養成スクール美原校】 

氏名：棈木 春朗 

所属名：特別養護老人ホーム美原荘 

連絡先：072-362-3491 

【ＯＳＪ介護員養成スクール光明校】 

氏名：出井 阿希子 

所属名：特別養護老人ホーム光明荘 

連絡先：0725-56-1882 

【ＯＳＪ介護員養成スクール春日丘校】 

氏名：高倉 毅 

所属名：特別養護老人ホーム春日丘荘 

連絡先：072-625-6377 

○27 情報開示責任者

名、所属名、役職

及び連絡先 

氏名：徳川 美民 

所属名：社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 OSJ 研修・研究センター 

役職：科長 

連絡先：072-724-8166 

○28 修 了 証 書 を 亡

失・き損した場合の

取扱い 

「養成研修修了証明書等の亡失・き損時の取り扱いに関する要領」に基

づき証明書を交付する。 

・証明書交付に係る費用：無料 

○29 その他必要な事

項 

①遅参の取り扱い 

授業開始前の出席確認時点で出席が確認できなかった場合は遅参扱い

とし、欠席とします。その際、当事業所が設定する日程において補講を

受けてください。 

②退校処分の扱い 

他受講生に迷惑を及ぼす行為や著しく受講態度（遅参、無断欠席を含む）



が悪い場合は退校処分とさせていただく場合があります。その際の受講

料の返金は行いません。 

 

 

※1 大阪府からのお知らせ 大阪府介護職員初任者研修事業実施要領第２の２（１）より抜粋 

 

【内容及び手続きの説明及び同意】 

事業者は、受講の受付に際し、受講希望者に対し受講するため

に必要な費用等を明記した学則の内容及び研修を受講する上での

重要な事項等を記載した書面等を配布するとともに、その説明を

行い、かつ、あらかじめ受講希望者の同意を得なければならない。 

 

※2 研修事業者の指定担当 大阪府 福祉部 地域福祉推進室  

地域福祉課 事業者育成グループ 

電話：06-6944-9165 

ホームページ：http://www.pref.osaka.jp/chiikifukushi/ 

 

  

http://www.pref.osaka.jp/chiikifukushi/

