
Ⅰ. 令和 5 年度全国介護サービス相談活動事例報告会 

日時：令和 5年 12月 1日（金）13：00～（予定） 

   会場：砂防会館 シェーンバッハ・サボー 

Ⅱ. 令和 5年度介護サービス相談員派遣等事業調査について 

ⅰ.令和 5年度「介護サービス相談派遣等事業実態調査」の実施 

（１）調査目的 

令和 5年度 12月 1日現在の介護サービス相談派遣等事業の実態把握 

（２）データ登録期間 

 令和 5年 12月～令和 6年 1月上旬（登録更新 必須） 

      令和 5 年 12月 1日現在の事業実態の報告 

※随時（令和 5年 12月～令和 6年 3月）変更修正登録可能 

ⅱ.令和 5年度 第 8回「介護サービス相談活動調査」の実施 

（１）調査目的 

介護サービス相談員派遣等事業の状況を全体的に把握 

今後の相談員事業の向上を図るための基礎的データの収集 

3年毎に実施し、8回目の調査 

（２）データ登録期間 

 令和 5年 10 月～令和 5年 12月中旬 

  



Ⅲ. 令和 5 年度研修予定 

 令和 5年度に介護サービス相談・地域づくり連絡会が予定している介護サービ

ス相談員全国研修は、養成研修、現任研修、事務局担当者研修です。 

 

  
１． 令和 5 年度 介護サービス相談員 養成研修 
 

（１）対象者 

市町村から派遣される新任の介護サービス相談員、市町村等の事務局担当者 

 

（２）日程  

会場名 前     期 
フィールドワーク 

実習ﾚﾎﾟｰﾄ締切日 
後    期 

東京 令和 5年 7月 4日（火）～7月 7日（金） 8月 10日(木） 8 月 25日（金） 

大阪 令和 5年 6月 6日（火）～6月 9日（金） 7月 21日(金） 8 月 8 日（火） 

※前期研修と後期研修の間に各自治体･施設でのフィールドワーク実習を行っていただきます。 

 

（３）研修場所（ 地図参照 ） 

■東京会場－東京 

ＫＦＣホール  

〒130-0015 東京都墨田区横網 1-6-1 KFC ビル 3階 

http://www.tokyo-kfc.co.jp/hall_map.html 
※第一ホテル両国が併設されている建物 

■大阪会場－大阪 

ＡＰ大阪茶屋町 
〒530-0013 大阪市北区茶屋町 1-27 ABC-MART梅田ビル 8F（ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ左横） 

https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/access/pdf/pdf_accessMap.pdf  
 

注）研修内容に関しては、市町村事務局を通じて、当会までお問い合わせください。 
   研修場所へのお問い合わせは、会場へのアクセス方法のみお願いします。 

 

（４）研修費用 

相談員：６０，０００円 ＋ 消費税 （１人あたり） 

 

 



◆ 令和 5年度 介護サービス相談員「養成研修」全国カリキュラム 予定  

 

前期研修 
 講義時間 (分) 内     容 

 12:15～13:00  （受付） 

13:00～13:10 10 ●オリエンテーション 
・研修留意事項  ・研修内容説明 

13:10～14:50 100 ●介護サービス相談員の意義と役割 
・介護サービス相談員派遣等事業の目的 

・介護サービス相談員の役割 

15:00～16:20 80 ●教養としての社会保障 

16:30～18:00 90 ●介護保険制度① 
・介護保険制度の基礎知識 

 
 講義時間 (分) 内     容 

 9:30～10:40 70 ●介護保険制度② 
・介護保険制度最新情報 等 

10:50～13:20 
（休憩 60 分含む） 

90 ●施設サービスの理解 
・施設サービスの理解 介護保険施設の比較､老人福祉施設の種類と性格 等 

・個室ユニットケアとは 

13:30～14:50 80 ●居宅介護とケアマネジメント 
・居宅サービスの理解 -ケアマネジメント 

15:00～16:40 100 ●身体拘束への対応 
・身体拘束とは 

・身体拘束廃止に向けての取り組み 
16:50～18:00 70 ●虐待への対応 

・高齢者虐待防止法 

・高齢者虐待の定義 
 

 講義時間 (分) 内     容 

 

 9:20～10:20 60 ●高齢者の理解 
・高齢者の身体的及び精神的特性 

・高齢になると現れる変化 

10:30～12:00 90 ●認知症の正しい理解 
・認知症の基礎知識 

※認知症サポーター養成講座を兼ねる 

13:00～15:20 
（休憩含む） 

140 ●利用者の権利擁護 
・権利擁護 

・成年後見制度 

・市民後見人制度 

15:30～17:30 120 ●聴く力・話す力 
 

17:40～18:00 20 ●記録・報告の意義 

 

 

 



 

 講義時間 (分) 内     容 

 

 9:30～15:30 

（昼食等休憩含む） 

300 ●相談活動から記録・報告まで 
①相談活動における「記録」のあり方、実技実習 

・相談事例 DVD 視聴 

・事例から相談内容の抽出・キーワード整理 

・グループワーク「相談記録票の作成」 

・発表／講評 

②相談活動における「報告」のあり方、実技実習 

・グループワーク「活動報告書の作成」 

・発表／講評 

③ロールプレイ・相談活動と報告・伝え方のポイント 

・実技実習／講評 

15:40～16:00 20 ●施設訪問・自治体ヒアリングについて 
 

 

フィールドワーク実習（9 時間） 前期研修修了後 1 ヵ月以内に実施 

●施設等訪問実習（7 時間） 

下記の①～③からそれぞれ最低 1カ所、計 2カ所以上を訪問（③は実施自治体のみ） 

①介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等）、 

その他、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

地域密着型サービス(グループホーム･小規模多機能居宅介護等)から 1カ所以上 

②通所サービス(デイサービス・デイケア)、短期入所サービス（ショートステイ） 

から 1カ所以上 

③訪問サービス(訪問介護・訪問リハ等)利用者の居宅（居宅訪問を行った場合） 

※各自治体で受入事業所を選定・調整 

●地域ケア体制（介護保険事業計画等）のヒアリング（2 時間） 

※各自治体で対応 

 

後期研修（フォローアップ） 

 講義時間 (分) 内     容 

 

 9:20～10:00  （受付） 
10:00～10:10 10 ●オリエンテーション 
10:10～15:10 240 ●フィールドワーク活動報告と検討 

・グループワーク（活動レポートの発表と意見交換） 

・グループ発表とフォローアップ 

・実践活動に向けて 

15:20～16:00 40 ●介護サービス相談員への期待・修了証授与 
 

 



2． 令和 5 年度 介護サービス相談員補 養成研修 
 

（１）対象者 

市町村から派遣される新任の介護サービス相談員補、市町村等の事務局担当者 

 

（２）日程  

会場名 日程 

東京 令和 5年 9月 14日（木）～  9月 15日（金） 

 

（３）研修場所（ 地図参照 ） 

■東京会場－東京 

ＫＦＣアネックス  

〒130-0015 東京都墨田区横網 1-6-1 KFC ビル 3階 
http://www.tokyo-kfc.co.jp/hall_map.html 
※第一ホテル両国が併設されている建物 

 
注）研修内容に関しては、市町村事務局を通じて、当会までお問い合わせください。 
   研修場所へのお問い合わせは、会場へのアクセス方法のみお願いします。 

 

（４）研修費用 

相談員：４２，０００円 ＋ 消費税 （１人あたり） 

 

◆ 令和5年度 介護サービス相談員補「養成研修」全国カリキュラム 予定  

 
 講義時間 (分) 内     容 

   （受付） 

 9:30～9:40 10 ●オリエンテーション 

 9:40～11:10 90 ●介護サービス相談員・相談員補の意義と役割 
 

11:20～14:20 
（休憩 60 分含む） 

120 ●介護保険制度 
・介護保険制度の基礎知識 

14:30～16:20 110 ●施設サービスの理解 
・施設サービスの理解 介護保険施設の比較､老人福祉施設の種類と性格 等 

16:30～18:00 90 ●身体拘束への対応 
 

 
 講義時間 (分) 内     容 

  9:20～10:20 60 ●高齢者虐待とは 

10:30～12:00 90 ●認知症の正しい理解 
・認知症の基礎知識 

※認知症サポーター養成講座を兼ねる 

13:00～15:30 150 ●相談活動から記録・報告まで 
①相談活動における「記録」のあり方 

②相談活動における「報告」のあり方 

15:40～16:00 20 ●介護サービス相談員補への期待・修了証授与 

 



３． 令和 5 年 介護サービス相談員 現任研修 
 

（１）受講対象 

●前年度までに介護サービス相談員養成研修を修了し、現在活動中の相談員。 

●市町村等の事務局担当者（養成研修を修了していなくても受講可能）。 

 

（２）研修日程・会場 

 会場名 日程 

東京 令和 5年 10月 26日（木）～ 10月 27日（金） 

大阪 令和 5年 10月 5 日（木）～ 10月 6 日（金） 

      

（３）研修場所（ 地図参照 ） 

■東京会場－東京 

KFCホール  ※第一ホテル両国が併設されている建物 

〒130-0015 東京都墨田区横網 1-6-1 KFCビル 3階 

http://www.tokyo-kfc.co.jp/hall_map.html 

■大阪会場－大阪 

ＡＰ大阪茶屋町 
〒530-0013 大阪市北区茶屋町 1-27 ABC-MART梅田ビル 8F（ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ左横） 

https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/access/pdf/pdf_accessMap.pdf  

（４）研修費用 

相談員：３８，０００円 ＋ 消費税（１人あたり） 

 

◆ 令和 5年度 介護サービス相談員「現任研修」全国カリキュラム 予定 

 講義時間 (分) 内     容 

 12:15～13:00  （受付） 

13:00～13:10 10 ●オリエンテーション 
13:10～14:20 70 ●介護保険最新情報 

 

14:30～16:20 110 ●自立支援につながる福祉用具の正しい使い方 

16:30～18:00 90 ●感染症予防と熱中症予防 

 
 

 講義時間 (分) 内     容 

 9:30～12:00 

（休憩含む） 

150 ●不適切ケアを見る目を養う 
不適切ケアとは 

良い介護に向けて 

13:00～15:30 150 ●市町村での実施状況、情報・意見交換等（GW） 
①情報・意見交換    ②発表    ③講評 

15:40～16:00 20 ●介護サービス相談員への期待・修了証授与 

 



東京会場 

令和 5年度 介護サービス相談員 養成研修・現任研修 

ＫＦＣホール  

 

■住所：東京都墨田区横網 1-6-1 国際ファッションセンタービル（KFC ビル）３F  

 

令和 5年度 介護サービス相談員補 養成研修 

ＫＦＣアネックス  

 

■住所：東京都墨田区横網 1-6-1 国際ファッションセンタービル（KFC ビル）３F  

 

清澄白河 

清澄白河 



大阪会場 

令和 5年度 介護サービス相談員 養成研修・現任研修 
 

AP 大阪茶屋町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住所：大阪市北区茶屋町 1-27 ABC-MART梅田ビル 8F（サンマルクカフェ左横） 

  

 



４． 令和 5年度 都道府県介護サービス相談員養成研修等事業担当者研修 

平成 30年度  市町村介護サービス相談員派遣等事業事務局担当者研修 
 

（１）対象者 

都道府県の介護サービス相談員養成研修等事業担当者 

介護サービス相談員派遣等事業を実施または実施予定の市町村事務局担当者 

 

（２）日程  

令和 5年 9月 1日（金）13:00～17:00 

 

（３）研修場所 

アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25  

http://www.arcadia-jp.org/access/j_map.gif 

 

  

  注）研修場所へのお問い合わせは、会場へのアクセス方法のみお願いします。 

 

（４）研修費用 

５，０００円 ＋ 消費税 （１人当たり） 
 

（５）研修内容 

介護サービス相談員派遣等事業の適切かつ円滑な実施を図るため、介護サ

ービス相談員派遣等事業の理解を深めるとともに、事務局運営の要点及び先

進的な自治体の事例等、事務局としての必要な知識等を習得する内容です。 

プログラム等、詳細が決まり次第、ご案内いたします。 

http://www.arcadia-jp.org/access/j_map.gif

