
 
令和３年度 福井県介護支援専門員再研修／更新研修（未経験者） 

（5 月コース）開催要領 
       

 

１ 目  的 

【再研修】  

  介護支援専門員として実務に就いていない者または実務から離れている者が実務に就く際

に、介護支援専門員としての必要な知識及び技能を再修得することを目的とします。 

【更新研修（未経験者）】  

  介護支援専門員証（以下「証」という。）に有効期限が付され、更新時に研修の受講を課す

ことにより、定期的な研修受講の機会を確保し、介護支援専門員として必要な専門知識及び技

術の修得を図ることにより、専門職としての能力の保持・向上を図ることを目的とします。 

 

  

 

 

 

２ 実施主体  社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

 

３ 受講対象 

（1）【再研修】（下記①②いずれかに該当する者） 

   ① 証の有効期間が満了しているが、今後介護支援専門員として実務に従事 *1するため

に、証の交付を希望する者 

   ② 福井県介護支援専門員名簿の登録から５年以上証の交付申請をしていない方で、改め

て証の交付を希望する者 

 

   *1 「介護支援専門員としての実務従事」とは、居宅介護支援事業所、介護老人福祉施設等において、ケアプラ 

     ンを立てる者のことをいう（認定調査員は実務者に当てはまりません）。 

 

（2）【更新研修（未経験者）】 

    証の有効期間が令和３年度（令和４年３月末）までに満了する者で、現在の証の有効期 

    間内に実務した経験がない、もしくは実務経験が１ヶ月未満で、証の更新を希望する者 

 

４ 定員  ８０人 

 

５ 研修内容 

   別紙「福井県介護支援専門員再研修／更新研修(未経験者)カリキュラム」のとおり 

 

６ 研修期間  令和 3 年 5 月 17 日（月）～7 月 27 日（火）のうち、11 日間 

日 程 

1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 

5 月 17 日 

(月) 

 5 月 19 日 

(水) 

5 月 25 日 

(火) 

 6 月 10 日

(木) 

 6 月 17 日

(木) 

 6 月 24 日

(木) 

会 場 産業会館 
オンライン研修（Zoom） 

（サテライト会場）：県社会福祉センター 
産業会館 

日 程 

7 日目 8 日目 9 日目 10 日目 11 日目  

 7 月 1 日 

(木) 

 7 月 8 日 

(木) 

 7 月 15 日 

(木) 

 7 月 20 日 

(火) 

 7 月 27 日 

(火) 
 

会 場 産業会館  

 当分の間、介護支援専門員の業務に就かない場合は、証の更新の必要はありません。 

 証を更新する研修は毎年開催しますので、介護支援専門員として就業したいと思う段階で、必要な研修を受講

して下さい。（証の有効期間が切れても、福井県介護支援専門員名簿の登録は残ります。） 

裏面に続きます 



７ 研修会場  福井県産業会館 「本館展示場」（福井市下六条町 103） 

        （サテライト会場） 

        福井県社会福祉センター 「身障第 2研修室」（福井市光陽 2-3-22）  

 

８ 受講申込 

（1）別紙「受講申込書」に必要事項を記入し、令和３年４月２３日(金)必着で福井県社会福祉協

議会（以下「本会」という。）までお申込みください。 

（2）受講決定者には、申込〆切後 10 日以内に本会から「受講決定通知」および「受講票」を送

付します。 

 

９ 受講料等   

  ４０，４５０円（受講料 30,000円＋テキスト代 10,450円） 

  受講決定後に送付する「受講決定通知」の記載に従い、お振込み願います。 

 

１０ 研修テキスト（第 1日目に受付にてお渡しします。） 

  『七訂 介護支援専門員実務研修テキスト』（㈶長寿社会開発センター発行） 8,800円 

  『六訂 居宅サービス計画書作成の手引』 （同上 ）            1,650円 

 

１１ 修了証書の交付 

・ すべての日程・科目を修了した方に修了証書を交付します。（証の更新に必要です。） 

・ 遅刻、欠席、中途退室等の場合は、当該科目は「未受講扱い」となり、本研修の修了が認

められません。 
  
１２ その他 
 ・研修科目の一部を、Zoomを用いたオンライン研修といたします。通信環境が整っている場合、自 

  施設・自宅等にて受講していただけます。通信環境が整っていない場合はサテライト会場にて受 

  講ください。 

 ・新型コロナウィルス感染状況により、急遽、延期または中止、会場や時間を変更する場合があり 
  ます。 

 ・開催時は３密（密閉・密集・密接）を避ける感染防止策を期しますので、受講される際はマスク 

  の着用をお願いします。 

 ・研修開始 30分前から受付します。 
 ・各研修受講日には、「受講票」「研修記録シート２および３」を必ずご持参ください。 
 ・交通渋滞等による場合でも遅刻は認められません。会場には余裕をもって到着し、研修開始

10 分前には着席してください。遅刻、早退、欠席をした科目は未受講扱いとなり、本研修
の修了が出来なくなりますのでご注意ください。 

 ・昼食は各自でご用意ください。 
  ・研修会場の空調は細かな温度調節ができません。自分で温度調節可能な服装（着脱できる上

着、ひざ掛け、ショール等を持参）でお越しください。 
 ・会場の駐車台数には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用いただくか、参

加者お乗り合わせの上お越しください。 
 ・本事業において、本会が取得した個人情報は、個人情報保護法および本会個人情報保護に関

する基本方針、個人情報保護規程に基づき、安全かつ厳密に管理します。なお、取得した個
人情報は、介護支援専門員研修事業および修了証書作成の適切な実施のため、本会および福
井県が利用させていただき、これら以外の目的には利用しません。 

 ・万一、地震・台風等やむを得ない事情で研修を中止する場合など受講者への情報提供は、福
井県社会福祉協議会のホームページで行いますので、確認のうえ会場へお越しください。 

  (広範囲の公共交通機関、道路不通等がない限り実施します。) 
 
１３ 申込み・問合せ先 

   社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 人材研修課 研修グループ 

   〒910‐8516 福井市光陽 2-3-22 TEL  0776-21-2294 ／FAX  0776-24-4187 

                   E ﾒｰﾙ manp@f-shakyo.or.jp 



福井県介護支援専門員再研修／更新研修（未経験者）（令和3年5月コース）　カリキュラム

日程 区分 科目

開会オリエンテーション 30分 9:30～10:00

講義
演習

第2章 自立支援のためのケアマネジメントの基本 6時間
10:00～12:30
13:30～17:00

講義
第1章 介護保険制度の理念・現状及びケアマネ
ジメント

3時間 9:30～12:30

講義
第4章 人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援
専門員の倫理

2時間 13:30～15:30

講義
演習

第8章 介護支援専門員に求められるマネジメント
（チームマネジメント）

2時間 10:00～12:00

講義 第9章 地域包括ケアシステム及び社会資源 3時間 13:00～16:00

講義
第10章 ケアマネジメントに必要な医療との連携及
び多職種協働の意義

3時間 9:30～12:30

講義 第11章 ケアマネジメントに係る法令等の理解 2時間 13:30～15:30

5日目 6月17日 (木) 福井県産業会館 本館展示場
講義
演習

第15章 【ケアマネジメントの展開】
①基礎理解

3時間 13:00～16:00

6日目 6月24日 (木) 福井県産業会館 本館展示場
講義
演習

②脳血管疾患に関する事例 5時間
10:30～12:30
13:30～16:30

7日目 7月1日 (木) 福井県産業会館 本館展示場
講義
演習

③認知症に関する事例 5時間
10:30～12:30
13:30～16:30

8日目 7月8日 (木) 福井県産業会館 本館展示場
講義
演習

④筋骨格系疾患及び廃用症候群に関する事例 5時間
10:30～12:30
13:30～16:30

9日目 7月15日 (木) 福井県産業会館 本館展示場
講義
演習

⑤内臓の機能不全に関する事例 5時間
10:30～12:30
13:30～16:30

10日目 7月20日 (火) 福井県産業会館 本館展示場
講義
演習

⑥看取りに関する事例 5時間
10:30～12:30
13:30～16:30

11日目 7月27日 (火) 福井県産業会館 本館展示場
講義
演習

第16章 アセスメント及び居宅サービス計画等作
成の総合演習

5時間
9:30～12:00
13:00～15:30

再・更新（未）研修：全日程  計54h（11日間）

オンライン研修

【サテライト会場】
県社福センター
身障第2研修室

期日 会場 時間

1日目 5月17日 (月) 福井県産業会館 本館展示場

4日目 6月10日 (木)

2日目 5月19日 (水)

3日目 5月25日 (火)


