令和 2 年 9 月 15 日
介護サービス相談員派遣等事業
市町村事務局 担当課 御中
特定非営利活動法人地域共生政策自治体連携機構
介護サービス相談・地域づくり連絡会
事務局長
菅原 弘子

2020 年度 介護サービス相談員補養成研修のご案内

謹啓 平素よりご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
今年度より介護サービス相談員の質の確保や量的拡大の観点から、OJT により
実務経験を積むことを要件に研修時間を軽減し、相談活動を行う「介護サービ
ス相談員補」が出来ました。
そこで、介護サービス相談・地域づくり連絡会では、2020 年度の「介護サー
ビス相談員補 養成研修」の全国研修を予定しております。
受講を希望される市町村におかれましては、所定の申込書により、お申し込
みくださいますようお願い申し上げます。
申込締切日は 2020 年 10 月 30 日（金）です。
所定の申込書を当会ホームページからダウンロードのうえ、メール（Excel 添
付）で送信してくださるようお願い申し上げます。
謹白

《お問い合わせ先》
特定非営利活動法人
地域共生政策自治体連携機構
介護サービス相談･地域づくり連絡会
〒162‐0843
東京都新宿区市谷田町 2‐7‐15
市ヶ谷クロスプレイス 4 階
TEL：０３－３２６６－９３４０
FAX：０３－３２６６－０２２３
e メール：sodanin@net.email.ne.jp
ＵＲＬ http://www.kaigosodan.com
（担当：北村・高松）

2020 年度 介護サービス相談員補 養成研修
１．対象者
新任の介護サービス相談員補予定者
２．研修日程
令和 2 年 11 月 26 日(木)～11 月 27 日(金)
３．開催方法
市町村事務局の定める場所において、動画配信サイト接続によるオンライン研修
４．研修内容
2 日間 12 時間
詳細は、プログラム（予定）をご参照下さい。
５．研修費用
相談員：３０，０００円

＋

消費税

（１人あたり）

費用内訳
・研修参加費（2 日間 12 時間）
・講師謝金
・テキスト・資料代
・修了証（筆耕料・用紙代）
・その他（名簿類作成・送料・資料手配・発送梱包事務

他）

キャンセル料
令和 2 年 11 月 12 日（木）【研修日 2 週間前】以降の受講取消は、キ
ャンセル料 5,500 円（消費税含む）をご請求させていただきます。
費用内訳
・サブテキスト代（資料代）
・修了証にかかる費用（筆耕料・用紙代）
・事務費（名簿類作成・送料・資料手配・発送梱包事務

他）

※ 介護サービス相談員補 養成研修テキスト が必要な場合は、
別途テキスト代を請求させていただきます。

６．申込方法
① 当会ホームページ【お知らせ】に掲載の『2020 年度 全国介護サービス相談
員補 養成研修 のご案内』から、介護サービス相談員補 養成研修申込書 の
ダウンロードをお願いします。
ＵＲＬ： https://kaigosodan.com/
なお、パスワードは 9 月 15 日付「2020 年度 介護サービス相談員補 養成
研修のご案内」をご参照ください。
② 申込書を介護サービス相談・地域づくり連絡会まで Excel ﾃﾞｰﾀを添付し、
メールで送信して下さい。
メール： sodanin＠net.email.ne.jp
③ 受講者名簿の氏名入力について
受講者の氏名・ふりがなは、旧字体等正しくご記入ください。
修了証は受講者名簿のデータを基に作成いたします。
７．申込締切日
令和 2 年 10 月 30 日(金)
８．修了証について
養成研修修了者には、市町村事務局から全過程修了の報告により、修了証
を発行いたします。
８．個人情報の取り扱いについて
申込書にご記入いただく個人情報は、受講者・修了者名簿、修了証明書の
作成等のために利用いたします。
また、都道府県が当会へ事業委託される場合は、当会が作成する業務完了
報告書に修了者名簿を添付し、該当する都道府県の担当課へ提出いたしま
すので、ご了承のほどお願い申し上げます。
これらの目的以外に使用することはありません。

令和2年度 介護サービス相談員補
「養成研修」 全国研修 カリキュラム 予定
前期研修
講義時間

（分）

内

容

11月26日(木)

9:10～ 9:20

10 ●オリエンテーション

9:20～10:50

90 ●介護サービス相談員の意義と役割

・研修趣旨とタイムテーブル（初日カリキュラムの説明）
・介護相談員派遣等事業の目的 等

事務局長

菅原 弘子

60 ●介護保険制度①
・介護保険制度の基礎知識

1
日 13:00～14:00
目

地域共生政策自治体連携機構
介護サービス相談・地域づくり連絡会

・介護相談員の役割 等

11:00～12:00

介護サービス相談・地域づくり連絡会

地域共生政策自治体連携機構
事務局長代理

60 ●介護保険制度②
地域共生政策自治体連携機構
事務局長代理

14:10～15:30

地域共生政策自治体連携機構
事務局長代理

40 ・個室・ユニットケアとは

介護サービス相談・地域づくり連絡会
事務局長

9:00～ 9:10

（分）

内

容

菅原 弘子

11月27日(金)

10 ●オリエンテーション
（2日目カリキュラムの説明）

9:10～10:10

石黒 秀喜

地域共生政策自治体連携機構

ビデオ「多床室と個室化・ユニットケア」

講義時間

石黒 秀喜

80 ●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

15:40～16:20

石黒 秀喜

介護サービス相談・地域づくり連絡会

60 ●高齢者虐待とは
・高齢者虐待防止法

介護老人保健施設 大阪緑ヶ丘

・高齢者虐待の定義

事務長

柴尾 慶次

10:20～12:00 100 ●身体拘束・虐待防止への対応
・身体拘束ゼロにむけて

NPO法人 メイアイヘルプユー
事務局長

13:00～13:20

20

身体拘束 家族とともに考えましょう

DVD視聴

NPO法人 メイアイヘルプユー
事務局長

2
日
目

13:30～15:00

鳥海 房枝

・ケアに関わるすべての人へ
鳥海 房枝

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

NPO法人風の詩
理事長

永島 徹

15:10～16:50 100 ●介護サービス相談員活動の実際
相談活動における「記録」と「報告」
・相談事例ＤＶＤ視聴
①相談活動における「記録」のあり方
・事例から相談内容の抽出・キーワード整理
・個人ワーク 「相談記録票の作成」
②相談活動における「報告」のあり方
・個人ワーク 「活動報告書の作成」
③相談活動と報告・伝え方のポイント

17:00～17:20

20 ●介護サービス相談員補への期待
・修了証授与

地域共生政策自治体連携機構
介護サービス相談・地域づくり連絡会
事務局長

菅原 弘子

地域共生政策自治体連携機構
介護サービス相談・地域づくり連絡会
事務局長

菅原 弘子

