
（様式第１号） 
令和  年  月  日 

認定介護福祉士認証・認定機構 
理事長 大島 伸一 様 
 
領 域 名： 認定介護福祉士養成研修導入    
科 目 名： 認定介護福祉士概論(認定介護福祉士の役割と実践力)  
単 位 数：   1             
認証申請する研修の名称： 認定介護福祉士養成研修   
 
団体名： 一般社団法人北海道介護福祉士会  
団体事務所の所在地：〒060-0002       
           北海道札幌市中央区北 2 条西 3 丁目 1-10 かでる 2・7  4 階  

電話： 011-222-5200       
FAX： 011-222-5200       
E-mail： info@hokkaido-kaigo.jp    
 
 

下記書類を添えて上記科目に対する研修の認証を申請します。 

 
 

団体代表者： 野口 恵子    ㊞  
申請責任者： 打田 仁美       

 
記 

 
○認定介護福祉士研修認証申請書（別紙１～３） 
 
  

<機構使用欄> 
受付  
確認  
委員付託  
追加連絡  
評価報告  
理事会承認  
認証番号  



（別紙１）認定介護福祉士研修認証 

※申請受付番号        
 （※は記入しないでください）  

認定介護福祉士研修認証申請書 
申請年月日 令和 3 年 4 月 12 日  

申請団体名 一般社団法人北海道介護福祉士会 

申請団体代表者氏名 野口 恵子 

申請責任者職名 

申請責任者氏名 

北海道介護福祉士会副会長 

打田 仁美 

団体住所 

 

同 Tel・Fax 

メールアドレス 

〒060-0002 

北海道札幌市中央区北 2 条西 3 丁目 1-10 かでる 2・7 4 階  

Tel：(011 )-(222 )-(5200) 

Fax：(011 )-(222 )-(5200) 

E-mail   info@hokkaido-kaigo.jp               

申請対象の領域 領域名：認定介護福祉士養成研修導入 

科目名（単位数） 
科目名：認定介護福祉士概論(認定介護福祉士の役割と実践力)             

（ 1 単位） 

申請する研修名 

認定介護福祉士養成研修 

 

 

研修認証実績 

年 認証番号（    ） 

年 認証番号（    ） 

年 認証番号（    ） 

その他特記事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１）認定介護福祉士研修認証 

※申請受付番号        
 （※は記入しないでください）  

認定介護福祉士研修認証申請書 
申請年月日 令和 3 年 4 月 12 日  

申請団体名 一般社団法人北海道介護福祉士会 

申請団体代表者氏名 野口 恵子 

申請責任者職名 

申請責任者氏名 

北海道介護福祉士会副会長 

打田 仁美 

団体住所 

 

同 Tel・Fax 

メールアドレス 

〒060-0002 

北海道札幌市中央区北 2 条西 3 丁目 1-10 かでる 2・7 4 階  

Tel：(011 )-(222 )-(5200) 

Fax：(011 )-(222 )-(5200) 

E-mail   info@hokkaido-kaigo.jp               

申請対象の領域 領域名：認定介護福祉士養成研修導入 

科目名（単位数） 
科目名：認定介護福祉士概論(認定介護福祉士の役割と実践力)             

（ 1 単位） 

申請する研修名 

認定介護福祉士養成研修 

 

 

研修認証実績 

年 認証番号（    ） 

年 認証番号（    ） 

年 認証番号（    ） 

その他特記事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２）認定介護福祉士研修認証 

認証申請科目に対する研修の内容 
申請対象の領域 認定介護福祉士養成研修導入 

科目名 認定介護福祉士概論（認定介護福祉士の役割と実践力） 

(1)提供する研修について 

研修名 認定介護福祉士養成研修 

教育目的 

・研修全体の導入として、認定介護福祉士に求められる役割、本研修で獲得すべき知

識、実践力と、本研修全体の組み立てについて理解させる。 

・介護現場の様々な問題がなぜ起きるのかについて、介護観・支援目標の共有化など、

チーム運営の視点で把握するとともに、自立を支援するために根拠に基づいた介護

を実践することの必要性を理解させる。 

・自ら考える力・自ら学ぶ力の重要性を改めて確認させる。 

到達目標 

・認定介護福祉士養成研修の体系を理解し、学習計画を立てる。 

・認定介護福祉士に求められる役割と実践力について説明できる。 

・介護現場でおきる問題について、チーム運営の視点で分析できる。 

・自立を支援するために根拠に基づいた介護を実践することの必要性を説明できる。 

・自分自身の価値観が自らのリーダーシップにどのように影響しているかを自覚す

る。 

 含むべき内容 研修プログラム 

研修内容（研修プ

ログラム） 

○認定介護福祉士の社会的使命

と介護の専門性 

・介護をめぐる社会的動向（地

域包括ケアシステムと医療・

介護連携等）と介護福祉士の

役割の変化 

・認定介護福祉士に求められ

る役割と実践力（根拠ある生

活支援、介護職のチーム運営・

マネジメント、職種間連携、地

域連携） 

○介護現場における様々な問題

とその要因 

・職種間または組織間に起こ

りやすい問題 

・利用者への関わり方や介護

観の相違により起きる問題 

○チーム運営と職種間連携、求 

められるリーダーシップ 

・チームを構成する職種間連

携 各職種の役割・機能の理

解 

・チームケア・チームアプロ

ーチとは何か 

・チームにおける介護観・援

助目標の共有化 

・チーム内・職種間の調整 

○事前課題①（2 時間） 

 事前に送られる認定介護福祉士説明資料を読み、

認定介護福祉士養成研修の体系や認定介護福祉士

の仕組みが創設された経緯等について自己学習す

る。 

○事前課題②（2 時間） 

 自分の属する介護職チームの状況、及びそこにお

いて生じた組織的課題と、その課題を解決した事例

について A4 用紙 1 枚程度でまとめ持参する。現在、

介護職チームに属してない者は、以前のチーム、ま

たは身近なチームとしてもよい。 

○認定介護福祉士の社会的使命と介護の専門性（3

時間） 

（講義）まず、認定介護福祉士研修受講に当たり、

認定介護福祉士の役割の理解促進のため、介護をめ

ぐる社会的動向と介護福祉士及び介護職チームの

役割の変化について、尊厳、自立等の介護・介護福

祉の理念を視点に、日常生活の営み支援及び地域包

括ケアシステムの展開を学ぶ。 

研修受講に必要な、認定介護福祉士に求められる

役割と実践力の理解促進のため、地域医療・介護保

険・地域福祉の３つの視点から、地域包括ケアの展

開、介護福祉実践の展開を説明し、多職種協働のチ

ームケア、介護職チームの重要性とその課題を学

ぶ。 

 

○介護現場における介護職チームの運営に関わる

様々な問題とその要因（2 時間） 

（演習）研修受講に必要な、介護職チームの運営に

必要な問題理解を深めるために、事前課題②をグル

ープ内で共有し、課題の要因と、受講者である自分

がとるべきであった行動、解決できた要因について

ディスカッションする。 

 

○チーム運営と職種間連携、求められるリーダーシ

ップ（3 時間） 

（講義））研修受講に当たり、介護職チーム運営、職

種間連携の考え方、チームアプローチ手法、チーム

内における価値観や専門的知識の共有手法、チーム

内・職種間調整能力、コンフリクト解決方法等を概



・チームメンバーとのコミュニ

ケーション 

 

（キーワード）介護の専門性、

尊厳、自立支援、チーム、チ

ームアプローチ、連携、コミ

ュニケーション能力、態度、

価値観、専門的知識の共有、

コンフリクト、調整能力 

括的に説明し、それらの理解の重要性を学ぶ。 

（演習）講師の提示した介護職チーム事例を基に、

チーム内のリーダーとしての態度、他職種との連携

の在り方や、認定介護福祉士に必要なコミュニケー

ション能力について議論し、全員で共有する。 

 

○事後課題（3 時間） 

 講義・演習の内容を踏まえ、認定介護福祉士研修

を受講するにあたり、①自職場において介護職チー

ムが抱える課題にどのように取り組むか、②地域に

おいて認定介護福祉士としてどのような活動を行

うべきかについて、それぞれ 1200 字程度でまとめ

る。 

研修方法 
■通学課程（オンライン研修） 

■課題学習 

 

○集合研修講義と演習を組み合わせて行う。 

○課題学習は事前課題として、①資料を読み自己学習、②レポート課題。事後課題と

してレポート課題 2 種を課す。評価は担当講師が行う。 

研修時間 15 時間（集合研修 8 時間、課題学習 7 時間） 

修了要件 

○原則として全課程の出席を要する。やむ得ない事情による遅刻、早退については 30

分を上限として認める。30 分を超える遅刻、早退の場合、別途課されるレポート課題

により代替することを可能とする。 

○事後課題は A～D の 4 段階評価とし、D 評価の場合は再提出を求める。事後課題の提

出が期限内に行われない場合、修了を認めない。 

○欠席の場合は修了を認めない。 

講師要件（講師の

選定基準） 

・当該科目における十分な知識・専門性を有し、講師等の教育経験がある者。 

ファシリテータ

ー要件 

一般社団法人北海道介護福祉士会で定めた「一般社団法人北海道介護福祉士会ファー

ストステップ研修講師等要件に関する細則」に準じた者。 

(2)受講者について 

受講対象 

（受講要件） 

(1)次のア～ウのいずれをも満たしていること。 

ア 介護福祉士資格取得後の実務経験５年以上（実務経験の考え方は介護福祉士国

家試験の受験資格に準ずる） 

 イ 介護職員を対象とした現任研修の受講歴として、100 時間以上の履歴を有して

いること。 

 ウ 当会の課すレポート課題又は受講試験において一定水準の成績を修めているこ

と。ただし、認定介護福祉士認証・認定機構の定める研修を修了している場合は

免除する。 

 

(2)次のエ又はオを満たすことが望ましいこと。 

 エ 介護職の小チーム（ユニット等、5～10 名の介護職によるサービス提供チーム）

のリーダー（ユニットリーダー、サービス提供責任者等）としての実務経験を有

すること。 

 オ 居宅、居住（施設）系サービス双方での生活支援の経験があること。 

修了評価（習得

度、研修成果） 

修了評価は以下により行う。 

①出席状況が修了要件を満たしていること。 

②演習において、発言内容、他者の意見に対する対応、演習内容の理解力等を講師が

評価し、一定以上の基準を満たしていること。 

③事後課題「さまざまなチームを構成し成果をあげるためにはリーダー自らの価値観

が影響する。本科目を終えて、今まで体験した事例を交えて学んだことを 1600 字程

度（A4 ﾚﾎﾟｰﾄ 1 枚）にまとめる。」 

 この課題評価が A～C であること。D 評価の場合は再提出を求め、C 以上の評価を得

なければならない。 

(3)研修の環境条件 

定員（講師の配置

基準） 
３０名（講師 1 名・ファシリテーター受講者 6 名に対して 1 名） 

開催場所（都道府

県） 
北海道 



 

（別紙３）認定介護福祉士研修認証 

認証申請する研修の実施体制等（届出事項） 
(1)研修の実施予定 

実施日 

① 令和 4 年 3 月 

②  
③  

 ① 札幌市中央区北 2 条西 3 丁目 1-10 かでる 2・7 

開催場所（会場） ②  
 ③  
(2)講師 

担当、氏名及び略歴 

担当する講義等：認定介護福祉士概論 

太田貞司神奈川県立保健福祉大学名誉教授  

神奈川県立保健福祉大学大学院（前期・後期課程：介護福祉論等）、

聖隷クリストファー大学大学院（前期課程：介護福祉論）、京都女

子大学大学院（前期・後期課程：介護福祉特論等）非常勤講師。 【略

歴】1947 年北海道生まれ。福祉事務所・病院・保健所で SW 勤務。

帝京平成短期大学、広島女子大、北海道女子大学、神奈川県立保健

福祉大、聖隷クリストファー大学、京都女子大学で介護福祉論、高

齢者福祉論、社会福祉概論等担当。2020 年京都女子大退職。文学士

（北海道大学文学部 1970）。学術博士（北九州大学大学院社会シス

テム研究科 2005）。長野県・静岡県・三重県・京都府開催の認定介

護福祉士概論を担当。 【専門】社会福祉学、介護福祉論、地域ケ

ア論。地域ケア及び介護人材が研究テーマ。【委員会・学会等】：国

家試験介護福祉士試験委員、「認定介護福祉士（仮称）の在り方に

関する検討会」委員長、「介護福祉士国家試験の在り方検討会」座

長等を歴任。一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構副理事長

（2015 年～）、日本介護福祉学会会長（2015 年～）。 【著書】『在

宅ケアの条件』（1992）、『生活文化を支える介護』（1996、編)、『地

域ケアシステム』（2003）、地域ケアシステム・シリーズ全 4 巻編集

代表（2009～2012）（『地域包括ケアシステム―その考え方と課題』

『医療制度改革と地域ケア―急性期病院から慢性期病院へ、そして

地域・在宅へ』『地域ケアシステムの変革主体―地域ケア・当事者・

住民』『大都市の地域包括ケアシステム―「見えにくさ」と「描く

力」』）、地域ケアを拓く介護福祉学全 6 巻監修（2014～2015）、『介

護福祉士実務者研修テキスト全 5 巻』中央法規（2020、共編）、『介

護職員初任者研修テキスト全２巻』中央法規（2020、共編）、「ホー

ムヘルプサービスと「医療対象者」―「医療対象者」へのホームヘ

ルプサービス導入の経緯」（岡上和雄等編『精神障害者のホームヘ

ルプサービス―そのニーズと展望』2001）、「日本における介護福祉

思想の起点」（『介護福祉思想の探求』2006 、共著）、「地域ケアと

地域福祉―介護福祉士養成の課題」（『介護福祉教育の展望』2008、

共著）、「介護教育からみた介護福祉士のキャリアアップ」（2012）



 

「一番ヶ瀬社会福祉論と介護福祉論」岩田正美・田端光美・古川孝

順編『一番ヶ瀬社会福祉論の再検討― 生活権保障の視点と広が

り』（2013）等。【論文】「在宅ケアーの課題に関する試論－老人介

護事件の検討から」（1987）、「フィンランドのラヒホイタヤ―ケア

ワーカーの再考―」（2012）、「介護職の職能集団の形成とチームリ

ーダー」（2017）、「「介護福祉実践」事象をめぐる論争：1990 年代後

半-2000 年代」（2018）、「域共生社会と介護福祉士・職能団体の課

題」（2018）、「「介護福祉実践」事象をめぐる論争：1990 年代後半-

2000 年代 (続)」（2019）、「日常生活の営み」支援における介護福祉

の対象―1990 年代後半から 2000 年代にかけての議論―」（2020）

等。 

 

(3)実施体制 

研修の企画運営の組織 

（担当部局・人員） 
一般社団法人 北海道介護福祉士会 

研修の企画運営に関する

諸規程 
当会定款に準じて 

研修管理責任者職名 北海道介護福祉士会 副会長 

研修管理責任者氏名 打田 仁美 

機構問合先部署 一般社団法人北海道介護福祉士会事務局 

機構問合先担当者氏名 打田 仁美 

機構問合先電話番号/FAX 011-222-5200 / 011-222-5200 

機構問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ info@hokkaido-kaigo.jp 

受講問合先部署 一般社団法人北海道介護福祉士会事務局 

受講問合先担当者氏名 大久保・小野 

受講問合先電話番号/FAX 011-222-5200 / 011-222-5200 

受講問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ info@hokkaido-kaigo.jp 

(4)研修履歴の管理体制 

受講者への付与単位部門 一般社団法人北海道介護福祉士会事務局 

受講履歴の管理方法 
紙媒体及びデータによる台帳管理 
研修データの保存期間 10 年 

受講履歴の証明 
 
受講終了証明書発行 

管理責任者氏名 打田 仁美 

管理担当者氏名 打田 仁美 

 
 

 

 
 


