
コロナ禍で実施できる安全な人材育成！ オンライン（双方向）実務者研修 

 

実務者研修において本来なら8日以上を要するスクーリングを受講する必要がありますが、

コロナ対策の特別措置として介護過程 7 日分のオンライン（通信）とスクーリングの喀痰

等シミュレーターを使って行う医療的ケア演習の 1 日だけで修了が可能となっています。 

 

ピンチはチャンスです。実務者研修のスクーリングが 1 日で修了できるのはコロナが終息

するまでとなります。是非、この千載一遇の機会をご活用頂きスタッフの方々のスキルアッ

プを図って頂くことをご提案致します。 

 

 

 

 

 

 

※スクーリングはコロナ終息後の安全安心に実施できる時期に行います。 

※オンライン（通信）は双方向での授業が主となります。 

 

 

 

■オンライン（通信）なので、受講されるスタッフの方のご都合のよいカリキュラムで、

さらに、インターネットやWi-Fi 環境が整っていれば自宅でも勤務先でもどこでも 

受講して頂けます。※いくつかのカリキュラムから選択となります。 

 

■雇用保険通算 2 年以上か母子家庭の方であれば、47,000 円（税込）以下で受講して

頂けます。さらに、18,000 円相当の介護福祉士試験対策講座が無料となっています。 

 助成金ご利用の場合、条件はございますが実質 0 円での受講も可能です。 

 

■いくつかのカリキュラムを選択できるので、スクーリングの 7 日について受講者全員

を同一の受講日に合わせる必要ありません。法人様にとってはシフトの調整が比較的

容易に行えるので、一度に多くのスタッフの方の育成をして頂けます。 

 

■法人様で 3名以上の受講者がおられましたら法人様の施設内で 1日の演習（対面授業）

を実施させて頂きます。※2 名以下の場合は当校が指定する教室での受講となります。 

 

 

添削学習 
オンライン（通信） 

PC・スマホ・タブレット 

 

コロナ終息後 

1 日のみ※ 

ご 自 宅 スクーリング 

実務者研修のポイント 



■受講開始から修了までの流れ 

 

・テキストと添削課題で自己学習 

 

・選択したカリキュラムの日程で ZOOM を使用した双方向のオンライン講義を受講 

※カリキュラムは選択して頂けます。 

 

・対面授業での演習を 1 日受講  

 ※3 名以上の受講生がおられましたら、法人様のご指定の施設で実施致します。2 名以下の場合は、 

当校の指定する教室での受講となります。 

 

・実務者研修 修了 

 

受講料  75,000 円～85,000 円（税別）  

※受講人数により変動します。 

※初任者やホームヘルパー2 級などの資格がない無資格の方も同額です。 
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住 所 ：

学 校 名 ：

担 当 ：

T E L ：

【資料】実務者①

　御見積書

東京都大田区北馬込2-30-11-3F

HAPPY&SMILE COLLEGE

03-5746-9220

 　実務者研修オンライン（税別）

合計見積額

商品名　・　仕様 単価 数量 合計

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　受講者数　～14名 85,000 1名

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　受講者数　15名　～ 80,000 1名

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　受講者数　20名 75,000 1名

　※保有資格による変動はありません。

　　テキスト教材費・荷造運賃・添削費用・通信費

　※会場費、備品以外で御見積価格に含まれている内容

　　修了書、証明書発行・行政への申請及び事業報告業務

消費税額

合　　計

　　介護福祉士試験手続き支援

　※価格は全て税別となっています。

計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場

合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額がハローワ

ークから支給される制度です。 

実務者研修修了後 受講料の 50％が支給 

（受講修了後 1年以内に介護福祉士資格を取得し、雇用保険の被保険者 

として雇用されている場合受講料の 20％が追加支給） 

 

受講開始日までに雇用保険の被保険者であった期間が通算2年以上 

（給付制度を過去に利用したことがある方は通算 3年以上）ある方  

 

 

受講開始日の 2カ月くらい前にキャリアコンサルティングを受け、 

受講開始日の 1カ月前までに必要書類を本人の住所を管轄するハローワー

クに提出する手続きが必要です。 

 

 

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童（20歳に満たない者）

を扶養し、以下の要件を全て満たす方  

■ 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること 

■ 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、

当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること 

 

 

 

 

 

母子（父子）家庭の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、修了し

た場合、受講料の６０％が支給される制度です。 

 

 

制度利用をご検討の場合は、必ずお申込み前にお住まいの自治体の 

窓口にご相談頂き、制度の詳細や手続きについてご確認ください。 

  母子（父子）家庭・自立支援教育訓練給付事業とは 

 

 

 

  対象者  

 

  注意事項  

 

注意）● 受講料を自らの名においてお支払いされた方が対象になります。  ● 割引キャンペーン適用の場合、実際に支払った金額に対しての支給となります。 

 

 

 

  教育訓練給付制度（専門実践教育訓練）とは 

 

 

 

  対象者  

 

  注意事項  

 

HAPPY＆SMILE COLLEGE カスタマーセンター 

TEL  :  03-5746-9220     

MAIL ： info@happysmile-c.co.jp 
制度のご利用をお考えの方は、申請の手順や書類のご案内をしますので

受講開始の2カ月前までにHAPPY＆SMILE COLLEGEまでご連絡ください。 

【資料】実務者③ 

mailto:info@happysmile-c.co.jp


実務者研修オンライン（Zoom双方向）カリキュラム

2022年5月・6月　学習スタート（仮）

③対面授業1日

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 医療的ケア演習

9：30～17：30

土 7月23日 8月6日 8月27日 9月10日 10月8日 10月22日 11月5日

日 7月24日 8月7日 8月28日 9月11日 10月9日 10月23日 11月6日

火 7月26日 8月9日 8月30日 9月13日 10月11日 10月25日 11月8日

水 7月27日 8月10日 8月31日 9月14日 10月12日 10月26日 11月9日

木 7月28日 8月11日 9月1日 9月15日 10月13日 10月27日 11月10日

・通常8日間の対面授業のうち7日間はオンラインで演習1日のみが対面授業となります。

・インターネット環境があれば職場でも自宅でもどこでも受講できます。

・曜日コースを一つお選びください。

・1コース定員20名まで。

・日程は変更になる場合がございます。

5月～7月

最終提出期日：7月20日

3名以上なら

自法人施設で実施可能

①通信添削期間

（自宅学習）

②オンライン（Zoom双方向授業）

曜日

コース 9：00～16：00 9：00～18：00



勤務地 ：特別養護老人ホーム

〇〇〇〇〇

雇用形態：正社員・パート

応募資格：年齢・経験不問

待 遇 ：社会保険完備

※給与・勤務時間などはお問合せください。

裏面実務者研修を受講され
た方は資格取得にかかった
費用から●●円をご負担致
します。

ご興味がある方はお気軽にお電話ください！

〇〇〇-○○○-○○○○

www.○○○○○ 担当 ○○

社会福祉法人○○○○
特別養護老人ホーム○○○○



喀痰吸引等研修の基本研修が免除！

母子家庭・雇用保険通算2年以上

※制度のご利用には条件があります。

介護の資格をお持ちでない方も

初任者・ヘルパー2級をお持ちの方も

これから絶対必要な介護の資格です！

９３，５００円

03-5746-9220 info@happysmile-c.co.jpお問い合わせは カスタマーセンター

クレジットカード利用可！
※VISA・MASTER・JCBなど

サービス提供責任者にもなれる！

４７，０００円以下で受講できる！

未経験の
方も同額

介護福祉士試験対策講座（18,000円相当）も無料で受けられる！

（税込・教材費込）

の方対象の給付金利用で

コロナ禍でも安心！オンラインで受講可。曜日も選べます！通学は１日のみ

特別養護老人ホーム〇〇〇〇〇〇教室 ○○県○○市○○町○○‐〇



喀痰吸引等研修の実地研修のみの修了証明をお手伝いします！ 

 

自施設で実地研修は出来るものの修了証明をする登録研修機関（学校）がなく、仮に修了証

明をする登録研修機関があったとして２～３万と高い手数料のため実地研修が進められな

いということでお困りの事業者様がたくさんおられます。 

当校ではそのような課題を解決するため実地研修のみの修了証明を安価でお手伝いさせて

頂く運びとなりました。 

つきましては、この機会に一人でも多くの方に認定特定行為業務従事者としてご活躍頂き、

また、加算要件などにつなげて頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 ★実地研修のみの修了証明だけでもお手伝いします。 

 

 ★お一人当たり 11,000 円（税込）で修了を証明します。 

 

 ★当校で実務者研修や喀痰吸引等研修を実施して頂いた場合は、受講者とは別に 

その受講人数と同じ人数まで実地研修のみの修了証明が 5,500 円（税込） 

となります。※実務者研修や喀痰吸引等研修は施設へ出張もしくはオンラインでの実施です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒143-0021  

東京都大田区北馬込 2-30-11  

中村屋ビル 3F 

TEL 03-5746-9220  

FAX 03-5746-9221 

E-mail info@happysmile-c.co.jp 

お 問 い 合 わ せ 先 

実地研修のみの修了証明のポイント 



職員の皆様へ実務者研修のご案内 
 

3名様以上のお申込みで通学することなく 

自法人施設で受講できます！ 

 

【受講期間】2022年 5月以降  ※別紙カリキュラム参照 

通信学習：約 3か月 スクーリング：約 4か月（全 8回） 

※コロナ禍ではスクーリング 7回がオンラインで対面授業は 1回となります。 

【会  場】 自法人施設 

【受 講 料】 93,500円（テキスト代込・税込） 

 

☆ここがポイント！！ 

・給付金を利用すれば 47,000円以下で受講できます。 

※雇用保険 2年以上もしくは母子（父子）家庭の方など利用には簡単な条件があります。 

・社協等の返済免除の貸付金制度が利用できます。 

※ご利用には条件があります。 

・クレジットカード（VISA/MASTER/JCB）が利用できます。 

・全くの無資格の方も 93,500円で受講できます。 

・修了すると喀痰吸引等研修の基本研修が免除になります。 

・試験対策講座（18,000円相当）が無料で受講できます。 

 

〒143-0021 

東京都大田区北馬込 2-30-11 中村屋ビル 3F 

TEL 03-5746-9220 FAX 03-5746-9221 

E-mail info@happysmile-c.co.jp 

お 問 い 合 わ せ 先 


