（別紙様式１－１）
職業実践専門課程として認定する専修学校の専門課程の推薦について
文

部

科

学

大

臣

殿
平成31年10月31日

下記の専修学校の専門課程を職業実践専門課程として認定する課程として推薦します。
記
学校名

設置認可年月日

神戸リハビリテーション福祉
専門学校
設置者名
学校法人スミレ・アカデミー

校長名

所在地
〒650-0023

平成18年3月24日

岸本

芳宣

設立認可年月日

代表者名

平成16年8月5日

前田

兵庫県神戸市中央区古湊通１－２－２
（電話） 078-361-2888
所在地
〒650-0023

章

兵庫県神戸市中央区古湊通１－２－２
（電話） 078-361-2888

分野

認定課程名

認定学科名

教育・社会福祉

社会福祉専門課程

介護福祉科

学科の目的

知識・技術・人間性を兼ね備えた介護職の育成

②

多様なボランティアや実習先での経験を活かして、即戦力としての能力を醸成
全課程の修了に必要な総

昼夜

1,954

演習

実習

実験

実技

1,024

480

450

0

0
時間

生徒総定員

生徒実員

留学生数（生徒実員の内

専任教員数

80人

38人

24人

4人

学期制度

―

講義

授業時数又は総単位数

昼間

年

高度専門士

告示第８４号

①

修業年限
2

専門士
平成６年文部科学省

■前期：４月１日～９月３０日

成績評価

■後期：１０月１日～３月３１日

兼任教員数

総教員数

20人

24人

■成績表：
有
■成績評価の基準・方法
各科目の出席基準を満たした場合、試験の素点によ
り評価を行う

平成３１年度
■春季休業日：３月１８日～４月７日

長期休み

卒業・進級

■夏期休業日：８月２１日～９月３０日

条件

■冬期休業日：１２月２３日～１月５日

所定の科目を履修して修得を認定された者につい
て、校長が行う。

施行細則により定める

■クラス担任制：
■個別相談・指導等の対応
学修支援等

■課外活動の種類

有
課外活動

保護者と綿密に連絡を取りながら問題点の解決に向

学生からの申出により認められる場合がある。

けて、スクールカウンセラーとも連動する体制を整

■サークル活動：

■主な就職先、業界等（平成３０年度卒業生）
高齢者・障碍者施設 等
■就職指導内容

■国家資格・検定/その他・民間検定等
（平成30年度卒業者に関する令和元年5月1日時点

資格・検
ション・イン

の特性に合った就職先の紹介、面接指導、就職試験対策を実施

状況

■卒業者数
■就職希望者数
：
■就職者数
■就職率
：
■卒業者に占める就職者の割合
：
■その他

種別

受験 合格者数

レクリエー

クラス担任との面談を通じて、就職希望調査を行い、多数の求人票から個々

就職等の

無

備。

③

15人

15人

①
③
③

15人
15人
15人

13人
14人
15人

ストラクター

15
15
13
86.7

人
人
人
％

86.7

％

介護福祉士
介護保険事
市民救命士

主な学修成果
（資格・検定
等）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のい
ずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得する
もの

（平成

30 年度卒業者に関する

③その他（民間検定等）

平成31年5月1日 時点の情報）

■中途退学者

中途退学
の現状

2 名

平成30年4月 1日時点において、在学者

27名（平成30年4月1日入学者を含む）

平成31年3月31日時点において、在学者

25名（平成31年3月31日卒業者を含む）

■自由記述欄
■中退率
7 ％

■中途退学の主な理由
家族の転勤・疾病発症
■中退防止・中退者支援のための取組
定期的な個別面談、スクールカウンセラーの紹介
■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：

経済的支援
制度

程あり）
■専門実践教育訓練給付：

第三者による

有・無

①「学費助成奨学金制度」：経営母体である医療法人社団菫会をはじめ、賛同頂いた施設等による貸与型奨学金（返済免除規
給付対象・非給付対象

■民間の評価機関等から第三者評価：

有・無

学校評価
当該学科のホームページ
ＵＲＬ

URL

https://www.sumire-academy.ac.jp/kobe-reha/

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程
の編成を行っていること。」関係
（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針
実践的かつ専門的な職業教育を実施するために、医療・福祉・介護・教育機関・職能団体等との連携を通じて、必要な情報の把握・分析を行い、教育課程の編成（講義の開設や講義内容・方
法の改善・工夫等）を検討する機関とする。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記
学校長は、教育課程編成委員会委員として適任と思われる者を、次の各号に掲げる者の中から推薦し、理事長が委嘱する。
①業界全体の動向や地域の医療・福祉に関する知見を有する業界団体、職能団体、地方公共団体の役職員
②専攻分野に関する学会や学術機関等の有識者
③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和１年９月１日現在

名
橋本
後藤
清水
岸本
嘉戸
神原

前

所

雅樹
淳
誠
芳宣
直樹
珠美

属

一般社団法人 兵庫県老人福祉施設協会 評議員
関西理学療法学会 副会長
アイビーメディカル株式会社
神戸リハビリテーション福祉専門学校 学校長
神戸リハビリテーション福祉専門学校 副校長・学科長
神戸リハビリテーション福祉専門学校 学科長

任期

種別

2019.4.1～2020.3.31（1
2019.4.1～2020.3.31（1
2019.4.1～2020.3.31（1
2019.4.1～2020.3.31（1
2019.4.1～2020.3.31（1
2019.4.1～2020.3.31（1

①
②
③

※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
②学会や学術機関等の有識者
③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員
（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期
（年間の開催数及び開催時期）
年２回

（９月、３月）

（開催日時（実績））
第１回

平成３０年９月１８日（火）１６：００～１７：００

第２回

平成３１年３月２２日（金）

１６：００～１７：００

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
委員は、次に掲げることに関し、審議し意見を述べるものとする。学校は、指摘事項をカリキュラム検討会議及び職員会議で審議検討を行い、校長の許可を経て決定される。
①業界における人材の専門性等の動向
②国又は地域の医療・福祉の方向性
③実務に必要な最新の知識・技術・技能
④その他、教育課程の編成（教育目標・教育方針・教育計画・内容等）に関する事項

（別途、以下の資料を提出）
＊ 教育課程編成委員会等の位置付けに係る諸規程
＊
＊
＊
＊

教育課程編成委員会等の規則
教育課程編成委員会等の企業等委員の選任理由（推薦学科の専攻分野との関係等）※別紙様式３－１
学校又は法人の組織図
教育課程編成委員会等の開催記録

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係
（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
教員を介護福祉士の職能団体である兵庫県介護福祉士会主催の実習指導者講習会の講師として派遣する他、各施設で行われる研修会への講師として派遣する等、本校の教育理念・方針で職
業教育を行うように取り組んでいる。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記
実習のねらい、到達目標等の教育内容が記載された実習のてびきを用いて、説明を行う。実習中は、専任教員が巡回指導で実習施設を
訪問し、実習指導者と学生指導に関する情報交換を行い、学生が実習に取り組みやすい環境調整を行う。実習終了後は、所定の用紙の
項目に沿って、指導者により評価が行われ、その評価及び巡回指導の内容と併せて、学生に事後指導を行う。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。
科 目 名
科 目 概 要

連

携

企

業

等

妙法寺すみれホーム・長田さくらホーム・小規

色々な種別の施設、在宅へ行き学内で学んだ技術、知識をもとに実践の現場で直

模多機能型居宅介護ゆうき・生活介護事業所協同

接、介護福祉士、多職種から指導を受ける

①個々の生活リズムや個性を理解するという観点から様々な生活の場において の苑さつき・にこにこハウス医療福祉センター・
個別ケアを理解し、利用者・家族とのコミュニケーションの実践、介護技術の確 障がい者支援施設博由園・特別養護老人ホーム
認、多職種協働や関係機関との連携を通じてチームの一員としての介護福祉士の パーマリィ・イン千鳥山荘・特別養護老人ホーム
長田すみれ園・介護老人保健施設サンプラザ平

役割について理解する学習とする
介護福祉実習Ⅰ－①②③④⑤

②個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明 成・介護老人保健施設すばる魚崎の郷・神戸高齢
確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計 者総合ケアセンター真愛・灘の浜高齢者介護支援
画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、 センター・小規模多機能型居宅介護協同の苑六甲
具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する学習とする
小規模多機能・グループホーム

４日間

うき・特別養護老人ホームオリンピア・特別養護

Ⅰ-②

身体障害者療護施設

５日間

老人ホームケアポート神戸・特別養護老人ホーム

Ⅰ-③

介護老人福祉施設（通所施設）

１０日間

うみのほし・特別養護老人ホーム協同の苑六甲ア

Ⅰ-④

介護老人保健施設・

１５日間

イランド・介護老人保健施設すみれ苑・介護老人
保健施設名谷すみれ苑

介護老人福祉施設
介護福祉実習Ⅱ

アイランドにじの家・小規模多機能型居宅介護ゆ

Ⅰ-①

Ⅰ-⑤

訪問介護実習

Ⅱ

介護老人保健施設・

２日間
２４日間

介護老人福祉施設
色々な種別の施設・こども園へ行き、学内で学んだ技術、知識をもとに実践の現
レクリエーション活動援助法Ⅲ

介護老人保健施設いつでも夢を・大慈ほまれ幼

場で直接、介護福祉士、多職種から指導を受ける。地域交流会の実践に向けて、 保連携型認定こども園
テーマを選定し、対象となる利用者に合わせたレクリエーションプログラムの作
成及び実践を行う。その経験を通して、福祉援助のあり方を学ぶ

（別途、以下の資料を提出）
＊ 企業等との連携に関する協定書等や講師契約書（本人の同意書及び企業等の承諾書）等

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係
（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
研修は、本校で定める研修規定に基づき実施している。規定では、学生教育に必要な、知識と技術の研鑽を目的としている。なお、研修に際しては、事前に「諸届書」を記載し、学科長、副校長、校長の承認
を得ている。
新たに採用した教職員に対して、学校・学科の教育目標、運営理念等を説明し、職務上の心構えを養うと共に、職場への適応性を付与することを目的とする。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等
・日本介護福祉士養成施設協会 近畿ブロック教員研修会
・兵庫県介護福祉士養成施設協会 教員学習会
・認知症ケア１級

②指導力の修得・向上のための研修等
・日本介護福祉士養成施設協会 全国教職員研修会
・日本介護福祉士養成施設協会 近畿ブロック教員講習会
・兵庫県介護福祉士養成施設協会 教員学習会
・兵庫県専修学校各種学校連合会 教員講習会

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等
・日本介護福祉士養成施設協会 全国教職員研修会
・日本介護福祉士養成施設協会 近畿ブロック教員講習会
・兵庫県介護福祉士養成施設協会 教員学習会
・兵庫県専修学校各種学校連合会 教員講習会

②指導力の修得・向上のための研修等
・日本介護福祉士養成施設協会 全国教職員研修会
・日本介護福祉士養成施設協会 近畿ブロック教員講習会
・兵庫県介護福祉士養成施設協会 教員学習会
・兵庫県専修学校各種学校連合会 教員講習会

（別途、以下の資料を提出）
＊ 研修等に係る諸規程
＊ 研修等の実績（推薦年度の前年度における実績）
＊ 研修等の計画（推薦年度における計画）

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。ま
た、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係
（１）学校関係者評価の基本方針
神戸リハビリテーション福祉専門学校における学校基本評価は、「専修学校における学校評価ガイドライン」を踏まえ、学校の教育活動その他の学校運営の状況について学校自らが評価を行う「自己評価」
はもとより、企業等の役員又は職員が学校関係者として評価に参画し、自己評価の結果を評価することを基本として行う「学校関係者評価」を実施しその評価結果を踏まえた教育活動その他の学校運営の改
善に取り組めるように連携し、全体として学校運営の質の向上に繋げる。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目

学校が設定する評価項目
１、教育理念・目標
・学校の理念・目標・育成人材像は定められているか
・学校における職業教育の特色は何か
・社会経済のニーズを踏まえた学校の将来構想を抱いているか
・学校の理念・目標・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等に周知されているか
・各学科の教育目標・育成人材像は、学科ごとに対応する業界のニーズに向けて方向づけられているか

（１）教育理念・目標

２、学校運営
・目的等に沿った運営方針が策定されているかｓ
・運営方針に沿った事業計画が策定されているか
・運営組織や意思決定機能は、規則等において明文化されているか
・人事、給与に関する規定等は整備されているか
・教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか
・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか
・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか
・情報システム化等による業務の効率化が図られているか

（２）学校運営

３．教育活動
・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方法等が策定されているか
・教育理念・教育人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされてい
るか
・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか
・キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発などが実施されているか
・関連分野の企業・関係施設等や業界団体との連携により、カリキュラムの作成・見直し等が行われているか
・関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシップ、実技、実習等）が体系的に位置づけられているか
・授業評価の実施・評価体制はあるか
・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか
・成績評価・単位認定・進級・卒業認定の基準は明確になっているか
・資格取得等に関する指導体制・カリキュラムの中での要件を備えた教員を確保しているか
・関連分野における業界等との連携において優れた教員を確保するなどマネジメントが行われているか
・職員の能力開発のための研修等が行われているか

（３）教育活動

４．学習成果
・就職率の向上が図られているか
・資格取得率の向上が図られているか
・退学率の低減が図られているか
・卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか
・卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活用されているか

（４）学修成果

５．学生支援
・進路・就職に関する支援体制は整備されているか
・学生相談に関する体制は整備されているか
・学生に関する経済的な支援体制は整備されているか
・学生の健康管理を担う体制は整備されているか
・課外活動に対する支援体制は整備されているか
・学生の生活環境への支援は行われているか
・保護者と適切に連携しているか
・卒業生への支援体制はあるか
・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか
・高校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が行われているか

（５）学生支援

６．教育環境
・施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか
・学内外の実習施設、インターンシップ等について十分な教育体制を整備しているか
・防災に対する体制は整備されているか

（６）教育環境

（７）学生の受入れ募集

7．学生の受入れ募集
・学生募集活動は、適正に行われているか
・学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか
・学納金は妥当なものとなっているか
８．財務
・中朝医的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
・財務について会計監査が適切に行われているか
・財務情報公開の体制整備は出来ているか

（８）財務

ガイドラインの評価項目
（９）法令等の遵守

（１０）社会貢献・地域貢献

（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。

学校が設定する評価項目
９．法令等の遵守
・法令・専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか
・個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか
・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか
・自己評価結果を公開しているか
１０．社会貢献・地域貢献
・学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか
・学生のボランティア活動を奨励・支援しているか
・地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等を含む）の受託等を積極的に実施しているか
１１．国際交流
・諸外国からの留学生・技能実習生・インターンシップ等の受入れについて実施する体制を整えているか
・受け入れに当たって諸規定に沿った適正な管理体制を整えているか
・受け入れに当たり施設・企業と連携はとれているか

（３）学校関係者評価結果の活用状況

学校関係者評価結果をもとに、学校の継続的な質的向上、学校マネジメントの改善を図り研修の実施等において教職員の資質・能力向上を図る。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
令和元年９月１日現在

名

前

所

属

任期

中元

恵一

株式会社EIC、医療法人社団菫会

佐野

紘一

名谷病院

稲葉

浩之

リハビリテーション科

介護老人保健施設

すみれ苑

2019.4.1～2020.3.31（１
年）
2019.4.1～2020.3.31（１

理学療法学科
卒業生

2019.4.1～2020.3.31（１

介護福祉科

年）

卒業生

（例）企業等委員、PTA、卒業生、校長等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
）

企業

年）

※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。

（ホームページ ・ 広報誌等の刊行物 ・ その他（

種別

）（ホームページ）

URL:https://www.sumire-academy.ac.jp/kobe-reha/
公表時期：令和元年８月１日

（別途、以下の資料を提出）
＊ 学校関係者評価委員会の企業等委員の選任理由書（推薦学科の専攻分野との関係等）※別紙様式３－２
＊ 自己評価結果公開資料
＊ 学校関係者評価結果公開資料（自己評価結果との対応関係が具体的に分かる評価報告書）

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する
情報を提供していること。」関係
（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
「専修学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」を踏まえ、公的な教育機関として、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供し、様々な媒体を通じて提供する情報が
古いものにならないように、ホームページ等については定期的に更新するなど最新の情報提供に努めていく。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目

学校が設定する項目
１．学校の概要、目標及び計画
・学校の教育、人材養成の目標
・理事長及び校長名、所在地、連絡先等
・学校の沿革、歴史
・その他の諸活動に関する計画

（１）学校の概要、目標及び計画

２．各学科等の教育内容
・入学者に関する受入れ方針及び収容定員、在校者数
・カリキュラム
・進級・卒業時の要件等
・学習の成果として取得を目指す資格
・取得資格・検定試験等の合格取得実績
・卒業者数・卒業後の進路

（２）各学科等の教育

３．組織及び教職員の状況
・教職員の組織
・教職員数

（３）教職員

４．キャリア教育・実践的職業教育
・キャリア教育への取組状況
・実習・演習実技等の取組状況
・就職支援等の取組支援

（４）キャリア教育・実践的職業教育

５．様々な教育活動・教育環境
・学校行事の取組状況
・課外活動

（５）様々な教育活動・教育環境

ガイドラインの項目

学校が設定する項目

（６）学生の生活支援

６．学生の生活支援
・学生支援の取組状況

（７）学生納付金・修学支援

７．学生納付金・就学支援
・学生納付金の取扱い（金額・納付時期等）
・奨学金・授業料減免等の経済的支援措置

（８）学校の財務

８．学校の財務状況
・学校法人スミレ・アカデミー 財務情報（監査報告書）

（９）学校評価

９．学校評価
・自己評価・学校関係者評価の結果
・評価結果を踏まえた改善方策

（１０）国際連携の状況

１０．国際連携の状況
・中長期滞在者報告の結果

（１１）その他

１１．その他
・学則

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法
（ホームページ ・ 広報誌等の刊行物 ・ その他（

）

）

URL:https://www.sumire-academy.ac.jp/kobe-reha/

（別途、以下の資料を提出）
＊ 情報提供している資料

事務担当責任者

フリガナ

キシモト ヨシヒサ

氏名

岸 本

所在地

芳 宣

所属部署

事務局

役職名

学校長

〒650-0026
兵庫県神戸市中央区古湊通１－２－２

ＴＥＬ

078-361-2888

E-mail

kishimoto@sumire-academy.ac.jp

ＦＡＸ

078-361-2880

（備考）
・用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする（別紙様式１－２、２－１、２－２、３－１、３－２、４、５、６、７についても同じ。）。

