
 

令和４年度 滋賀県主任介護支援専門員研修 

開 催 要 領 
 

 

１ 目 的 

  介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専

門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に

関する知識および技術を修得するとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを

実践できる主任介護支援専門員の養成を図ることを目的とします。 

 

２ 実施主体および実施機関 

実施主体：滋賀県 

実施機関：社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

 

３ 受講対象者（受講資格） 

  以下の【必須要件】の①～④のすべてに該当し、かつ、【選択要件】の①～④のいずれかの要件

を満たしている者を対象とします。なお、原則､受講コースの全日程（12日間 計７０時間）に参加でき

ることが必要です。また、他府県登録の方は登録地での受講となるため、受講地変更の手続きが必要と

なります。 

 

【必須要件】以下の①～④のすべてに該当することが必要です。 

① 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員で、主任介護支援専

門員としての役割を果たすことができる者を育成する観点から、居宅サービス計画等を提出する

ことにより、利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できていると認められる者 

② 申込み時点において、原則として、介護支援専門員の業務に従事している者 

＊「申込み時点」とは、申込書類郵送時の消印または窓口に持参した日を指します。 

 注）郵送で消印がない場合、受付できない場合があります。 

③ 「滋賀県介護支援専門員現任研修事業実施要綱」に基づく専門課程Ⅰおよび専門課程Ⅱまたは

「滋賀県介護支援専門員更新研修事業実施要綱」に基づく実務経験者に対する介護支援専門員

更新研修を修了した者 

＊受講要件に該当する研修の「修了証明書（写し）」の提出が必要です。 

④ 主任介護支援専門員研修の期間中、有効な介護支援専門員証を所持している者 

＊申込時点で所持している「介護支援専門員証（写し）」の提出が必要です。 

 

＊申込以降、主任研修の終了日までに介護支援専門員証の有効期間が満了する場合、有効 

期間更新後の介護支援専門員証が交付され次第、「介護支援専門員証（写し）」を提出が 

必要です。 

 注）介護支援専門員証の更新手続きを行わず有効期間が切れた場合、主任研修は修了で 

きません。研修終了後に介護支援専門員証の有効期間が切れた場合、主任介護支援 

専門員資格（以下「主任資格」という）の有効期間内であっても主任資格は失効し 

ます。 

 

【選択要件】以下の①～④のいずれかに該当することが必要です。 

① 専任（常勤専従）の介護支援専門員として従事した期間が通算して５年（60 ヶ月）以上である

者（ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。） 



【従事した期間について】 

＊「専任」とは、「常勤専従」を指します。 

注）ここでいう「常勤」とは、当該事業所において勤務すべき時間数が週 32時間に達し 

ている者とする。ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律（昭和 47年法律第 113号）第 13条第 1項に規定する措置（以下「母性健

康管理措置」という。）又は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号）第 23条第１項に規定する所定労働時間

の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所

として整っている場合であって例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間

としている場合は、週 30時間に達している者とする。 

注）ここでいう「専従」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて介護支援専門 

員以外の職務に従事しないことを指します。 

 

＊「専任（常勤専従）の介護支援専門員として従事した期間」を算定する場合、従事期間 

の中に、例えば、訪問看護の業務を兼務していた期間など、他の職を兼務していた期間は

従事期間に含めることはできません。このように、管理者以外の職種を兼務している期間

は、従事期間に含めることができませんので、間違いのないようにご注意ください。 

 

【算定する業務の範囲】 

＊以下の①～⑧の事業所または施設において、介護支援専門員としてサービス計画の作成 

かかる業務。ただし、単に要介護認定のための調査業務のみを行っていた場合や、利用者

やサービス提供事業者との連絡調整を補助的に行っていたのみでサービス計画の作成を

行っていなかった場合は、従事した期間とは認められません。 

注）指定居宅介護支援事業所における常勤専従の管理者は、上記に関わらず従事した期 

間と認めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」（平成 14 年４月 24 日老発

第 0424003 号厚生労働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した

者、または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任（常勤専従）

の介護支援専門員として従事した期間が通算して３年（36 ヶ月）以上である者（ただし、管理者と

の兼務は期間として算定できるものとします。） 

＊ケアマネジメントリーダー養成研修を修了された方は、「修了証明書（写し）」の提出が必

要です。 

＊認定ケアマネジャーの方は、研修の修了日まで有効期間のある「認定ケアマネジャー 

認定証（写し）」の提出が必要です。 

＊認定ケアマネジャー資格取得前に専任（常勤専従）の介護支援専門員として従事した期 

間は、算定対象となります。 

① 居宅介護支援事業所 

② 特定施設入居者生活介護事業者 

③ 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設 

入所生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、複合型 

サービスにかかる地域密着型サービス事業者 

④ 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設、 

介護医療院 

⑤ 介護予防特定施設入居者生活介護にかかる介護予防サービス事業者 

⑥ 介護予防小規模多機能型居宅介護および介護予防認知症対応型共同生活介護

にかかる地域密着型介護予防サービス事業所 

⑦ 介護予防支援事業者 

⑧ 地域包括支援センター 



③ 介護保険法施行規則第 140条の 66第 1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者とし

て、現に地域包括支援センターに配置されている者 

＊主任介護支援専門員に準ずる者とは、ケアマネジメントリーダー養成研修を修了し、介護

支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専

門員への支援等に関する知識および能力を有している者を指します。 

 注）申込時にケアマネジメントリーダー養成研修の「修了証明書（写し）」の提出が必要 

です。 

④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、県が適当と認める

者 

＜具体的には次のいずれかに該当する者＞ 

ア 兼任の介護支援専門員（専任ではないものの、他の職と兼務する常勤の介護支援専門

員）として従事した期間が原則、通算して５年（60ヶ月）以上であり、滋賀県が主催す

る介護支援専門員に関する研修の講師を務めた経験がある等、指導者としての経験、実

績があり、今後、本県における研修事業等に指導者として協力できる者。 

イ ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者、または日本ケアマネジメント学会

が認定する認定ケアマネジャーであって、兼任の介護支援専門員（専任ではないものの、

他の職と兼務する常勤の介護支援専門員）としての従事期間が通算して３年以上（36ヶ

月）であり、かつ、滋賀県が主催する介護支援専門員に関する研修の講師を務めた経験

がある等、指導者としての経験、実績があり、今後、本県における研修事業等に指導者

として協力できる者。 

ウ 地域包括支援センターに配属される等特別な事情があり、かつ上記②と同等の知識と 

経験を有すると市町が認める者であり、滋賀県が主催する介護支援専門員に関する研修

の講師を務めた経験がある等、指導者としての経験、実績があり、今後、本県における

研修事業等に指導者として協力できる者。 

 

４ 会場  

滋賀県立長寿社会福祉センター（滋賀県立草津市笠山七丁目８－１３８） 

または、オンライン（１～３日目のみ） 

 

５ 研修日程および受講定員 

  研修日程は、別紙１「令和４年度 滋賀県主任介護支援専門員研修日程表」のとおりです。 

  各コース（ＡおよびＢグループ）あわせて、定員 100名 

  うち、１～３日目のみ Zoomによるオンライン受講が可能です。 

 

６ オンライン受講（１～３日目のみ）について 

・オンラインの講義は全て Zoomを利用して行います。下記の要件を確認し、お申込みください。 

・オンライン受講（Zoom）のためのインターネット環境が整っていること。 

（安定して高速な定額の接続環境を推奨します。） 

・講義資料データを事前にダウンロードし、印刷できること。 

・指導者や受講生同士のやりとりを含めた研修を実施するため、ひとり１台のパソコン、WEBカメラ 

（カメラ付きパソコンの場合は不要）、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンを準備できること。 

・講義に集中できる、静かな環境を準備できること。 

・演習で使用したワークシート等を、事務局に e-mailまたはＦＡＸで送信できること。 

・オンライン実施日（3日間）のすべてをオンライン受講が可能であること。 

（会場とオンライン受講の併用は不可。「例：研修１日目のみ会場参加」等はできません。） 

 

※接続不備等により受講ができなかった場合は、欠席の扱いとなり、修了の対象にはなりません。 



 
※オンライン受講を希望する方は、研修日までに各自 Zoomのアップデートを行い、ミーティングテスト 
による動作確認を実施してください。 
 
※講義・演習中は、受講状況の確認のため録画しますのでご了承ください。 

 

７ 受講料 

３３，６００円（消費税含む） 

  受講決定時に連絡する指定口座に納期日までに受講料を納付してください。 

  ※受講料納付後は、受講者都合による返金はいたしませんのでご了承ください。 

 

８ 申込書類の作成・提出について 

  ・申込書類については、別添「提出物一覧確認表」と別紙２「居宅・施設サービス計画表または 

介護予防サービス・支援計画書について」を参照の上、作成してください。 

  ・申込書類に不備があった場合、受付できないことがあります。 

  ・提出された申込書類について、確認を行う場合がありますので、必ず控え（写し）をお取りく 

ださい。 

  ・提出期限：令和４年７月１３日（水）必着（郵送または持参のみ可、ＦＡＸは不可） 

   

９ 受講決定 

後日（８月上旬頃）、事務局より受講決定ならびに当該研修受講の詳細をお知らせします。 

なお、受講対象要件に該当しない場合のほか、応募者多数の場合は受講決定できないことがあ

りますので、あらかじめご承知おきください。 

  定員を超過した場合は、居宅介護支援事業所における管理者等を優先し、状況により抽選方式

で受講者を決定します。 

 

10 個人情報の保護について 

申込書に記載された個人情報は、本研修の実施のみに使用することとし、本人の許可なく、その

他の用途に使用することはありません。 

 

11 新型コロナウイルス感染防止対策について 

研修は、新型コロナウィルス感染防止対策を実施して開催します。受講者の方はご協力をお願

いします。別紙３「感染予防対策へのご協力のお願い」をご確認ください。 

 

12 留意事項 

  ・主任研修を終了しても、介護支援専門員証の更新に必要な研修は免除されません。 

  ・主任資格取得後（主任研修修了後）に介護支援専門証の更新手続きを行わず、介護支援専門員 

の有効期間が切れた場合、主任資格の有効期間内であっても主任資格は失効します。 

  ・申込書や実務経験証明書等の申込書類に虚偽があった場合は、受講決定後および研修期間中 

であっても受講が取り消されます。また、研修終了後に発覚した場合、発行された修了証明書 

は無効になります。 

  ・介護支援専門員証の有効期間の問合せ・更新手続きについては、滋賀県のホームページを参

照、もしくは、健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係（077－528-3597） ま

でお問合せください。 

 

13 申込書類提出先および申込、研修についての問合せ先 

   

  滋賀県社会福祉協議会 滋賀県社会福祉研修センター 

〒525-0072 滋賀県草津市笠山７丁目８－１３８ 滋賀県立長寿社会福祉センター内 

ＴＥＬ ０７７－５６７－３９２７ ＦＡＸ ０７７－５６７－３９１０ 

受付時間 月曜日～金曜日（土・日・祝日は除く） ８：３０～１７：００ 

 



 

（別紙１） 



【居宅・施設サービス計画書第１表～第３表  

又は介護予防サービス支援計画書について】   

 

 

 

＊必ず現在ご自身が担当されている利用者の計画書（写し）を提出してください。  

 

＊プライバシー保護の観点から、計画書等の書類に記載されている個人情報 (氏名、生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの )は、全て修正ペン等で秘  

匿のうえ、全ての様式の個人情報 (固有名詞等 )を下記【個人情報記入例】を基に修正し

てください。  

 

＊計画書（写し）の提出にあたっては、必ず事業所および利用者の同意を得てください。  

 

＊可能な限りインフォーマルな支援等のさまざまな社会資源を活用した事例を提出し

てください。  

 

＊提出された計画書について、個人情報 (固有名詞等 )の修正が不十分である等の文書の

不備や計画書の不足がある場合は、申込を受付できない場合がありますのでご注意くだ

さい。  

 

 

【個人情報記入例】  

利用者氏名  Ａさん（イニシャルは使用せず、「〇〇さん」とする）  

利用者生年月日  生年月日は記載せず、年齢（例： 84 歳）のみ記載する。  

住所・電話番号  記載しない。  

事業所名  記号（例：Ｂ事業所・Ｃ医院・Ｄデイサービス  等）  

地域名称  記号（例：Ｅ県・Ｆ市・Ｇ町  等  ※アメリカ➡海外）  

固有名詞等  固有名詞は全て記号で記載する。（Ｈ大学・Ｉ商店  等）  

※記号で記載する際は、イニシャルを使用しないこと。  

 

 

 

（別紙２）  



 
 

研修受講時における新型コロナウィルス感染症の 
感染予防対策へのご協力のお願い 

 

 

 本会開催の研修では、新型コロナウィルス感染症の感染予防対策の徹底を図りながら

実施いたします。つきましては下記内容の徹底にご協力をお願いします。 

 

 

1. 受講当日朝の検温、健康観察 

〇研修当日朝に検温と健康観察をお願いします。また、発熱、咳・味覚異常

等の症状がみられる場合は研修受講の自粛にご協力をお願いします。 

 

〇健康観察は、「研修受講にあたっての健康観察票」に記入し毎回研修の受

付に提出をお願いします。 

 

3. マスクの着用 

〇受講に際しては、「不織布マスク」の適正な着用の徹底をお願いします。 

  ※フェイスシールド着用は任意とします。 

 

４. 会場の換気 

〇研修時は換気の為、出入口、窓を開放して行いますので、ご自身で衣類調

整等を行っていただくようお願いします。 

 

5. 手洗い、手指消毒の徹底 

〇手指消毒液を設置しますので、こまめな手洗い・手指消毒をお願いします。 

 

6. ソーシャルディスタンス 

〇受付時、トイレ、休憩時には密にならないよう一定間隔をあけ、適正な距

離をとっていただくようお願いします。 

 

7. その他 

  〇物品の共有を避けるため、受付やグループワーク等で使用する際の筆記 

  用具（色マジック サインペン、ボールペン等）の持参をお願いします。 

   

 

滋賀県社会福祉研修センター 

 

（別紙３） 



 

研修受講にあたっての健康観察票 

 

研修名： 主任介護支援専門員研修 

研修日：令和４年  月  日（  ） 

 

受講№             氏名                       

 

⚫ 研修受講に際して、当日の健康チェックをお願いいたします。 

⚫ この健康チェックは、研修の場を介する感染拡大防止目的として実施しております。皆

様のご理解とご協力をお願いいたします。 

⚫ このため、以下の項目に該当がある場合の出席については、自粛のご協力をお願いいた

します。 

 

(１) 本日の朝の体温を記入してください。     （        ℃） 

 

(２) 症状がある場合は「はい」の欄、無い場合は「いいえ」の欄にチェックをしてください。 

質 問 項 目 はい いいえ 備  考 

① 咳嗽症状がありますか    

② 鼻汁・鼻閉がありますか    

③ 咽頭痛がありますか    

④ 頭痛がありますか    

⑤ 下痢症状がありますか    

⑥ 味覚異常がありますか    

⑦ 嗅覚異常がありますか    

⑧ 胸痛がありますか    

⑨ 息がしにくい感じがありますか    

 

 

 

 

 

 

この健康観察票は、研修当日に受付で提出お願いします。 


