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第 1 節 介護職員研修連絡協議会概要 

 

１．趣旨 

    現場で働く介護職員、特に介護福祉士を取り巻く研修は、様々な関係団体の行う

研修が乱立し、受講生にとっては非常に分かりづらい状況となっている。そこで関

係団体が一堂に会し、介護福祉士養成段階、介護福祉士資格取得後のそれぞれに関

する研修体系の構築や、研修内容の調整について検討を重ねることで、受講生に分

かりやすい研修体系の構築と受講環境の整備を目的として本協議会を設置するもの

とする。 
 
２．実施内容 

    介護福祉士を始めとする介護職員の研修体系のあり方について、地域ごと（日本

介護福祉士会の 6 ブロック）で定期的に打合せを開催し、情報を伝達していくこと

で、現場で働く介護職員が分かりやすい研修体系を構築し、受講しやすい環境の整

備を図る。 
 

３．構成メンバー 

   ・日本介護福祉士会都道府県支部 研修担当者  ・介護福祉士養成校 教員 
   ・都道府県等、行政の担当者  ・都道府県老人福祉施設協議会 研修担当者 

・都道府県社会福祉協議会 担当者  ・都道府県福祉人材センター 担当者 
・老人保健施設協会都道府県支部 研修担当者  ・その他研修会講師  等 

 

４．実施日程 

    平成 23 年 2 月 25 日から平成 23 年 3 月 31 日までに第 1 回目の協議会を開催。 
 

５．検討内容 

 ①受講しやすい研修体系の構築について 
②介護福祉士ファーストステップ研修のあり方について 
③（仮称）認定介護福祉士の養成について 
④今後研修を行っていくべき内容について 
⑤各研修の内容調整 
⑥その他 

 
 

 
 
 

※上記に記載した実施内容において、日本介護福祉士会の 6 ブロックで開催

する予定としておりましたが、3月 11 日午後に発生した「東北関東大震災」

の影響により、「北海道・東北ブロック」の開催を中止し、後日へ延期する

こととなりました。 
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第２節 介護職員研修連絡協議会実施結果 

 

１．参加者 

【関東・甲信越ブロック】 

（社福法人）須坂市社会福祉協議会 事務局次長 

文化女子大学長野専門学校 専任講師 

介護福祉士 

小諸市社会福祉協議会居宅介護支援事業所管理者 

ＮＰＯ法人リビング居宅支援事業所リビングケア管理者・介護支援専門員 

上伊那福祉協会特養・養護みすず寮 施設長 

ＮＰＯ法人おごち 宅老所なの花 理事長 

㈱プリオール 居宅介護支援事業所 管理者 

飯田市社会福祉協議会かわじデイサービス管理者 

上伊那福祉協会特養サンハート美和介護マネージャ 

飯綱町社会福祉協議会むれデイサービス介護福祉士 

 

【東海・北陸ブロック】 

富山短期大学 福祉学科長 教授 

富山短期大学 准教授 

富山県介護福祉士会 副会長 

 

【近畿ブロック】 

介護福祉士養成校協会副会長 

滋賀県県社協、福祉人材センター所長 

老人保健施設協会都道府県支部 

滋賀県介護福祉士会会長 

滋賀県介護福祉士会副会長 

滋賀県介護福祉士会推進委員 

滋賀県介護福祉士会事務局 

 

【中国・四国ブロック】 

介護老人保健施設ル・サンテリオン北条 施設長 

ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校  

鳥取短期大学  

日翔会居宅介護支援事業所 所長 

介護老人福祉施設 岩井あすなろ 
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鳥取県社会福祉協議会福祉人材部 副部長  

鳥取県介護福祉士会 会長 

介護老人福祉施設 美和あすなろ 

鳥取県介護福祉士会 副会長・調査研究委員会 委員長 

西部やまと園 次長 

鳥取県介護福祉士会 副会長・広報委員会 委員長 

上原クリニック指定訪問介護事業所 

鳥取県介護福祉士会 事業委員会 委員長 

介護老人保健施設 ル･サンテリオン 

 

【九州・沖縄ブロック】 

福岡県保健医療介護部高齢者支援課  

高齢社会をよくする北九州女性の会 代表 

福岡県老人福祉施設協議会 会長  

社団法人福岡県老人保健施設協会 会長  

福岡県介護福祉士養成施設協会（幹事校：福岡医療福祉大学） 

社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会 課長 

社団法人福岡県介護福祉士会 会長  

社団法人福岡県介護福祉士会 副会長  

社団法人福岡県介護福祉士会研修委員（九州大谷短期大学福祉学科教授） 

 

 

２．受講しやすい研修体系の構築について 

【関東・甲信越ブロック】 

・年間研修計画は、前年度中に提示してほしい。（施設・事業所の研修計画が立てや

すい） 

・読み替え可能な研修部分が提示されることで、キャリアアップシステムが構築し

易い 

・研修時間は受講し易い時間の細分化で長期的受講可能なシステムづくりをする。 

 （研修の多様性カリキュラムの作成） 

・研修の開催地はできるだけ県またはブロック単位で実施し、参加しやすいように

配慮。 

 

【東海・北陸ブロック】 

（1）「受講しやすい要因」例 

     ①日 時：開催時期、時間帯、開催時間、曜日 
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     ②場 所：会場の条件（託児、駐車場、交通機関からの距離） 

     ③経 費：年会費、参加費、教材費、交通費 

     ④その他：職場の理解・協力・指導、必要性に関する共通理解 

 

   （2）目指すべき専門職像の有無 

     ①1 年目でどこまで目指すのか、5年後にはどうなりたいのか、10 年後には…の

イメージを持っているか？（研修体系にも影響） 

     ②専門職のキャリアアップのモデルをどこが示すのが適当か？（職能団体 or国） 

      （研修によるステップアップの必要性を認識することで、研修へのモチベー

ションも高まっていくはず） 

 

【近畿ブロック】 

初任者研修以降の職能教育は資格ではないので、職能団体である介護福祉士会が

主で実施するというスタンスが必要であり、それを県社協その他が応援するという

ことが必要。そのうえでまず「認定介護福祉士」とは何をするものであって、現場

はどのように求めているのか、またどのような教育を行うのかを認定する介護福祉

士会側が明示すべきであるが、これが充分にできていない。 

 

【中国・四国ブロック】 

○鳥取県介護福祉士会のＨ19 年度実態調査をもとにした労働環境の実態 

⇒人材不足、有給が取れない、残業、時間外が付かない、不規則勤務の調整 

    各職員の金銭的・時間的余力の有無、パート活用による常勤職員への負担増 

○事業所にとっての受講させやすさ、職員にとっての受講しやすさ 

・研修（会場移動含む）に対して一人が何日間、何時間程度職場を抜けることが

できるのか 

・事業所を職員が抜ける際の保障 事業所に対する人員確保 

                研修参加者に対する保障（勤務扱いかどうか） 

・研修参加の価値や動機付けの明確化 事業所にとって、職員にとって 

    例）・新任職員への指導体制の強化は離職の回避につながる 

      ・到達目標の明確化（～ができる、～することができる）と認定評価 

⇒事業所、職員双方からの情報収集。様々な団体が実施している研修について

情報を整理し、介護福祉士会がするべき研修を精査する。 

○研修企画の工夫 

・研修目的、研修時間、日程、講師手配、予算 

・助成金、制度の整備と活用（事業所への働きかけ） 

・出席型の研修、通信製の研修を組み合わせる 
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・対象、内容が明確で、目標設定や将来像がイメージできる研修体系の整備が必要。 

・介護職員基礎研修の１本化。研修時間の短縮。教育水準を担保する措置を講じ

つつ通信教育の活用、身近な地域での受講など受講しやすい環境の整備。 

・過去に受講した研修を評価する仕組みを入れ込むことも有益と思う。 

・ただ講義だけでなく、他の研修では代替が利かない研修にすべき。 

・職場として受講が認められるよう、研修計画（体系）の全体がわかるような情

報提供や案内をすることも必要。 

・1年～2年を単位として受講する。 

・科目を細かくしないで大きなまとまりとしていく。 

・受講に無理のない範囲を考える。（月１回くらい、出張でなくても自分の休みで

も参加できるようにする。） 

・職場ぐるみで受けやすいように代替をつけていく。（予算的に難しいと思うが） 

・施設の施設長はじめ事務長介護職のトップが介護福祉士のレベルアップ研修の

必要性を理解した上で、施設全体のレベルアップを図るために研修参加させて

いく体系を作っていかなければ、個人で受講使用と思っても勤務体制や休日、

日数の調節がつかないと考える。人手不足の観点からもやる気や興味があって

も受講しにくい現場を変えていくにはトップの考え方と受講後の活躍の場つく

りも必要。 

・現場で実際どんな研修が望まれているのかアンケートをしてみる。望まれる研

修をしないと意味がない。意欲が持てるような研修（やりがい等）。 

・会に入会時、各研修の案内をしっかり行う。メリット等を話す。 

・介護福祉士のスキルアップに事業所が、研修参加及び費用の面でも協力してい

ただけるような文章を年数回出してみる。 

 

【九州・沖縄ブロック】 

①場所について   ・地域別の受講を 

            ・指定研修事業所の設定  

②期間について   ・残された施設職員に負担がかからないよう、長期にわたっ

て少しずつ研修が受けられる計画を 

③費用について   ・事業主負担 

            ・貸付制度、奨学金制度を使ってはどうか 

④職員派遣について ・長期間職員が外に出ると施設が困る→代替職員の派遣を  

⑤講師について   ・専門性の高い講師を 
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３．介護福祉士ファーストステップ研修のあり方について 

【関東・甲信越ブロック】 

・事前事後の課題については、一定の基準があっていいのではないか。 

（本研修において、事前事後課題があることは受講生の研修に対する目標設定な

どができ、極めて有効と感じている。また、事後課題による研修の振り返りをす

ることで、自分自身の気づきや考え方の変化を知る機会となっている） 

・3 領域の研修順序は体系上守るべきではないか。その方が、充実した研修となる

ように思う。（飛び越し研修はしない。例えば、3領域目から始めることのないよ

うに） 

・各県の枠を外した広域の募集も必要ではないか。そのためにも研修費用の統一も

必要と考える。 

・講師の選択もよく吟味して行う必要がある。 

・ガイドラインに示された到達目標は、介護福祉士資格取得後 2～3年の人が対象に

は高度ではないか 

・研修内容が開催県によって多少違いがあるように感じる。 

 

【東海・北陸ブロック】 

   １．ファーストステップと初任者研修の違い 

     ①共通研修として盛り込むべき内容とは何か？ 

     ②それぞれ、どこが担うのが適当か？ 

③「この研修を終えた者にはこの業務が認められる」というような位置づけは

設けるのか？（受講修了に対する意味づけが見えないから、受講者も増えな

い？） 

２．経歴の違いによる研修のステップ 

     ①養成校出身、ヘルパー出身、施設の実務出身、高校の養成コース出身 

      （受けてきた養成教育に差） 

②それ以外の経歴や経験の差をどう受け止めていくか？（デイサービスのみ経

験、身障施設で勤務など？） 

３．研修ごとの対象経験年数 

   ①経験年数 2年以内にファーストを必ず受講する、としてもどう徹底するのか？ 

     （徹底したとしても、研修に出るためには職場の理解と協力が不可欠） 

   ②グループホームだけで 10 年というケースの場合はどうなるのか？ 

４．研修講師の資格 

   ①初任者研修、ファーストステップなど、誰がどんな資格で講師になれるのか？ 

   ②講師の養成プログラムは誰が考えるのか？ 
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【近畿ブロック】 

ファーストステップ研修の読み替えを考慮して、内容を追加することは考えにくい。

更に全社協が研修内容について、改正案を検討中とも聞いているので、今後どのよ

うに変わっていくか、現在の時点では明示できないこともある。 

 

【中国・四国ブロック】 

・自己成長スキルをもう少し沢山取り入れると良いと思う。 

・受講後の役割作り。 

・研修後の成果がどの程度でているのか検証してはどうでしょう（続けて参加をし

てくださる事業所等にコメントをいただくとか） 

・認定介護福祉士の養成等が始まろうとしている中で、生涯研修体系の中心に位置

づけられている本研修が各支部で確実に実施される必要があるのではないか。 

・時間的な余裕がない。内容は豊富であるが受講は大変。 

・研修自体の有資格者への認知度が低いのでは？ 

・終了認定評価を行うことで本人の自信にもつながるのではないか。 

・15 日間職場を抜けるのは小規模の事業所には厳しいのではないか。 

・研修期間をバランスよく。 

 

【九州・沖縄ブロック】 

・全体のレベルアップを目指す為には、ファーストステップ研修の内容の精査も必

要では。 

 

４．（仮称）認定介護福祉士の養成について 

【関東・甲信越ブロック】 

・研修体系の中のセカンドステップの専門領域のひとつに位置づけるべきではない

か。また、認定介護福祉士の上は専門介護福祉士とするなど他専門職との関連性

も考えて行うべきと考える。（その方が、多職種等へも明確に位置づけができる） 

・基礎となる研修を修了したことが受講の要件として必須であり、ステップアップ

していることを明確に示す必要があるのではないか。果たして、ファーストステ

ップ修了だけでいいのか、物足りなさを感じる。 

・研修時間や内容が膨大になったとき、他の研修での読み替えが取り入れられたら、

受講し易い研修となる。 

・専門領域におけるキャリアアップが系統的に明確に示されることが大事。 

・目指すべき物が可視化されることは介護福祉士の専門性をより高めることになる

と思う。 

【東海・北陸ブロック】 

１．いくつかの階層を設けるのか（ex.7 段階） 
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  →養成段階で２ステップ、資格取得後で４ステップなど、ステップ順に義務化

へ。 終ステップまで終えた者だけ認定介護福祉士の通年研修を受講可能と

するのか？それとも、スパイラルなのか？ 

２．「認定」介護福祉士 

    ①誰がどう国家資格に加えて「認定」するのか、そちらのシステムの構築も必要。 

    ②階層性の研修プログラムの共通化は誰が図るのか？ 

     （現在進められている介護職の養成研修のヒエラルキーとの関連は？） 

    ③そもそも「認定」とはどういうものか？「専門」との違いは？どんなレベルが

社会的に期待されているのか？ 

３．認知症ケア専門士などと「専門」あるいは「認定」介護福祉士との関係は？ 

     （各「学会」が認定する制度との差別化は？優位性は？） 

 

【近畿ブロック】 

 認定介護福祉士に対して、現場がどのような仕事を求めているか、どのような役

割を担ってもらうのかを具体的にする等、構想は持っておかないと形だけで中身が

ないものになる可能性が高い。 

 

【中国・四国ブロック】 

・認定介護福祉士になろうという意欲を引き出すとともに、認定介護福祉士が「で

きること」を明確化する必要がある。 

・認定介護福祉士の認知度を高めるとともにその役割や位置づけを明確化する。 

・認定介護福祉士とは？ただ研修を受ければ認定介護福祉士なのか？指導力、経験、

もっと明確なものがないと、誰でもなれてしまうのはおかしい。もっと専門性を

追求する（医療面、リハビリ等）。いつまでたっても介護福祉士の地位は、低い。 

・認知症の家族が参加できるような講座を開ける資格になればと思う。 

・キャリアパスに耐えうる内容でなければならない。実績、知識やスキルがきちん

と評価され認められるものでなければ、専門職としての地位確立は難しいと思う。 

・推進していきたい。５～10 年経験者はぜひ受けてほしい。 

・受けたい希望者に受けられるような日程を検討。 

・認定介護福祉士の価値を明確にし、社会の評価を得る。 

・認定介護福祉士と専門介護福祉士の関係は？ 

・事項研鑽を行うためのしくみをつくる 例）各自の生涯研修計画の作成 

・研究や研修実績などの一定の基準を設定する。 

・社会への貢献を明確にし、実行する。 
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【九州・沖縄ブロック】 

・介護福祉士の全体のレベルアップを目指す 

・ファーストステップ研修２００時間の研修の読み替えが妥当であるか。 

・介護の技術と精神を若い人に教えるため →「マイスター」の名称を与える 

 →どういう名目であれ称号を与えることに意義がある 

・試験だけではなく精神的教育を。介護福祉士のレベルアップを図るには研修も大

切だが神的教育を一定期間することも大切である 

・今の若い人は、組織の中の肩書きより個人に与えられる「マイスター」に魅力を

感じるのではないか。 

 

 

５．今後の研修を行っていくべき内容について 

【関東・甲信越ブロック】 

・経営学など管理部門の研修 

・リスクマネジメントリーダー研修（経営部門・リーダー層・現場の介護職等別） 

・医学知識と薬学知識 

・精神障害についての基礎研修＆応用力育成研修 

・障害理解についての研修 

・たんの吸引、経管栄養についての研修（国が認めた研修の実施） 

 

【東海・北陸ブロック】 

１．研修に対する必要性の認識や専門職としての研修の重要性をいかに現場へ浸透

させていくかも大きな課題（介護職自身が認識不足） 

２．人手不足の中で、いかに研修へ出してもらうか管理職への働きかけも不可欠。 

 

【近畿ブロック】 

   ・ファーストステップ研修は独自で制度的な位置づけを得られるようにしたほうが

よいので、他の研修と読み替えるというアイデアはやめたほうが良い。 

 

【中国・四国ブロック】 

・認知症介護がスタンダードの介護となることを考えると認知症介護についての介

護知識が必要となります。知識だけでなく実践に結びつくことのできる研修が必

要と考える。 

・介護職員の医療行為研修がなされる中十分な医療知識はどこまで習得できている

のか疑問に感じる。医行為はできても医療の知識は未熟なのではと不安です。医

療知識についての研修、緊急時の対応、見取りの介護における医療、看護、福祉
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との連携。 

・学ぶべきことが多い中介護の原点に立ち返れるような研修。 

・施設間の交換実習研修。 

・介護のスペシャリスト養成 

（介護技術はもちろん、心理面、医療、リハビリ等の知識、能力のあるリーダー力） 

・組織力を高める研修 

・他職種と良好な関係を構築しチームリーダーとなれるような力を養う研修 

・まずは、県士会の研修の体系づけやあり方の整理をしてみることも必要 

・障がい者施設で働く介護福祉士研修 

・記録の研修 

・医療関連行為、研究の基礎。 

・質の充実。受講者及び会社の満足度。 

 

【九州・沖縄ブロック】 

・職種間のキーパーソンを誰（どの団体）にするのかが大切 

・モチベーションを高める研修 

（管理職になると離職していく傾向 肩書きから来る責任と報酬とのバランス） 

・介護を受ける人・その家族の心を汲む研修を 

・「尊厳を守る介護」についての研修  

・実習に行った学生からの評価を参考に 

 

 

６．その他研修について検討 

【関東・甲信越ブロック】 

・会員でいることが介護福祉士としてのステータスとなるように、介護福祉士会の

生涯研修制度が充実した内容になってほしい。 

・会員自身が介護福祉士会会員であることを名刺に書き込み、「しっかり研修をして

いる質の高い介護福祉士である」と意識づけでき、他者からの評価もされるとい

うのが会員増に繋がるのではないか。 

・介護保険制度上、加算となりうる研修を実施していること 

・今、特に現場が求めている医療行為についての研修を日介が実施機関となって認

められ全国の介護福祉士会が実施できるようにしてほしい。(例えば、実習指導者

研修のように) 

 

【東海・北陸ブロック】 

１．関連組織や団体について 
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①行政も含めた管理職レベルで構成（担当者の代理出席あり？） 

②純粋に介護現場にかかわる組織や団体だけで構成するのか？間口を広げるか？ 

２．当事者団体からははいれないのか？ 

 

【近畿ブロック】 

・認定介護福祉士は職場のリーダー、ユニットリーダーになる人だと考えている。

そのためには、個人のマネジメントができる人の養成が必要であり、複数の団体

の研修に乗っかっていくのではなく、介護福祉士会の主体的な研修路線を確立し

ていく必要があると考える。社会が納得する研修、認定介護福祉士を作るよう皆

で協力していくべきではないか。 

   ・「協議会」という形式であるならば、より多くの団体、関係者に呼びかけをすべき

ではないか。 

 

【中国・四国ブロック】 

・研修が多すぎて目的、目標、内容、各研修のつながりが把握しきれていないのが

現状。 

・各理事が仕事をしながら研修の企画運営をしている。一方で研修事業の数が年々

増え、質も求められる。他の職能団体の知恵を得ながら、運営体制そのものの整

備が必要ではないか。研修を統括する人材の雇用など考えられないか？また中央

からの補助金給付や派遣などできないかと考える。 

・初任者研修、ファーストステップ研修のみでなく経験（３年）での合格者（資格

取得者）が受けやすい研修を！！身近な内容で参加しやすい日程で実施。 

 

【九州・沖縄ブロック】 

・医療行為を介護職がいろんな利用者にするのは危険ではないか。利用者の特徴を

しっかり理解していないといけない。医者や看護師はかなりの時間をかけ勉強を

するのに、数十時間の講習で、介護職ができるのは危険ではないか。 
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１． 今後の介護人材養成の在り方に関する検討会報告書 

 



 

116 

 



 

117 

 



 

118 

 



 

119 

 



 

120 

 



 

121 

 



 

122 

 



 

123 

 



 

124 



 

125 



 

126 



 

127 



 

128 



 

129 



 

130 



 

131 



 

132 

 



 

133 

 
 
 
 



 

134 

２．ファーストステップ研修ガイドライン 

 

 



 

135 

 



 

136 

 



 

137 

 



 

138 

 

 



 

139 

 



 

140 

 



 

141 

 



 

142 

 



 

143 

 



 

144 

 



 

145 

 

 

 

 



 

146 

 

 

 

 



 

147 

 



 

148 

 



 

149 

 



 

150 

 



 

151 

 



 

152 

 



 

153 



 

154 

 



 

155 



 

156 



 

157 



 

158 

 



 

159 

３．介護職員キャリア形成支援の制度化に向けた提案 

小規模チームのリーダー養成等を目的とした「介護福祉士ファーストステップ研修」 
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４．アンケート調査調査票 
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５．ヒアリング事前記入票 

 （１）修了者用 
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（２）管理者 
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介護現場における介護職員キャリアアップ研修体系の普及・活用 

及び資質向上との連関に関する調査研究事業 

報告書 

平成 23 年 3 月 発行 
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