介護員養成研修の見直しについて
※介護職員初任者研修（仮称）等

（１）訪問介護員養成研修の見直しの背景
○ 訪問介護員養成研修課程（以下「ホームヘルパー研修」という。）の見直しにつ
いては、国の「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」報告書（平成２３
年１月）における「今後の介護人材のキャリアパスを簡素で分かりやすいものに
するとともに、生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする必要
がある」という提言を踏まえ、現行のホームヘルパー研修を簡素化し、在宅・施
設を問わない介護職の入口として「介護職員初任者研修（仮称）」を国は創設する
こととしたものです。（別紙１※次ページ以降参照）

（２）今後のスケジュールについて
○ 国においては、関連する省令・告示について、昨年１１月にパブリックコメン
ト（別紙２※次ページ以降参照）を実施したところであり、平成２５年４月より
施行（３級ホームヘルパーは平成２５年３月に廃止）する予定。
○ 新たな研修に係るカリキュラム等を規定する関連通知については、平成２３年
度中に国から出る予定（※平成２４年２月１７日現在、国通知無し。）
※新たな介護員養成研修等の体系については、次ページ以降の資料をご確認ください。

◎資料は、平成２４年１月１９日（木）開催の全国厚生労働関係部局長会議資料からの抜粋

【お知らせ】介護員養成研修事業者の県指定等に係る受付について
平成２４年度から、上記研修の県指定に係る受付窓口が変更になります。
この件については、高齢福祉課のホームページで詳しくお知らせいたしますので、
関係事業者の方はご確認ください。
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平成 24 年度介護報酬改定において注意すべき介護員養成研修関連事項
訪問介護サービス
○ 2 級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件の
うち「２級課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事した者」
をサービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。
※サービス提供責任者配置減算（新規）⇒所定単位数に 90/100 を乗じた単位数で算定
※算定要件
２級訪問介護員（平成 25 年 4 月以降は介護職員初任者研修修了者）のサービ
ス提供責任者を配置していること。
（注）平成 25 年 3 月 31 日までは、
・ 平成 24 年 3 月 31 日時点で現にサービス提供責任者として従事している
２級訪問介護員が 4 月 1 日以降も継続して従事している場合であって、
・ 当該サービス提供責任者が、平成 25 年 3 月 31 日までに介護福祉士の資
格取得若しくは実務者研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員１級課
程の修了が確実に見込まれるとして都道府県知事に届け出ている場合に、
本減算は適用しないこととする、経過措置を設けること。

＜参考＞
介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修の指定手続きについて
介護職員初任者研修の事業者指定を受けるための要件等については、国からの通知
で決まり次第高齢福祉課ホームページで周知させていただくとともに、介護員養成研
修２級課程の指定を受けている事業者に対しては、初任者研修への移行手続きについ
て通知する予定です。
なお、平成 27 年度以降介護福祉士試験の受験要件となる、実務者研修を行う事業者
指定については、国の機関である東海北陸厚生局が担当しております。詳しくは下記
までお問い合わせください。
東海北陸厚生局健康福祉部指導養成課福祉係
〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁 1-15-1 名古屋合同庁舎第 3 号館 3 階
TEL.052－959－2063 FAX.052－959－2373
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介護人材のキャリアパスの形成
「今後の介護人材養成のあり方に関する検討会報告書」（平成23年１月）
報告書における提言として、
今後の介護人材のキャリアパスを簡素でわかりやすいものにするとともに、介護の世界で
生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする必要がある
現在のヘルパー２級相当の研修を「初任者研修（仮称）」と位置付けるなど、ヘルパー研修の体系を見直す
今後の介護人材キャリアパス
【現在のキャリアパス】
認定介護福祉士
（仮称）

資格取得後のキャリ
アパスに十分な仕組
みがない！

○多様な生活障害をもつ利用者に質
の高い介護を実践
○介護技術の指導や職種間連携の
キーパーソンとなり、チームケアの
質を改善

（養成施設ルート）

介護職員基礎研修
修了者

見 直 し

介護福祉士

介護福祉士

ホームヘルパー
１級修了者
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ホームヘルパー
２級修了者

養成体系が複雑！

○利用者の状態像に応じた介護や他
職種との連携等を行うための幅広
い領域の知識・技術を修得し、的
確な介護を実践

＜実務者研修＞
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初任者研修修了者
（ホームヘルパー２級研修相当）

○在宅・施設で働く上で必要となる基
本的な知識・技術を修得し、指示
を受けながら、介護業務を実践

介護職員養成研修移行スケジュール（案）

 １級研修及び介護職員基礎研修は２４年度末をもって実務者研修へ一本化。（ただし、平成２５年度未修了者への
対応のため１年間の経過措置を設定）
 ２級研修は、２４年度末を以て介護職員初任者研修（仮称）へ移行（ただし、平成２５年度未修了者への対応のため
１年間の経過措置を設定）
 ３級研修は、２４年度末を以て廃止 （介護報酬上の評価は、平成２１年度末を以て既に廃止済み）
２５年度
２４年度
２６年度
２３年度
１級研修

経過措置期間
既取得者については、施行
後も業務に従事可能

＜230時間＞
介護職員基礎研修

経過措置期間
実務者研修を 受
講 する場合一部
の科目を免除

既取得者については、施行
後も業務に従事可能

＜500時間＞
介護福祉士養成の
ための実務者研修

＜実務者研修＞

＜450時間＞
２級研修
＜130時間＞

介護職員初任者
研修（仮称）

経過措置期間
新研修への円滑な移行のため、研
修実施主体である都道府県におけ
る研修実施要綱の整備や指定事務
等のための準備期間を設ける。

既取得者については、初任
者研修修了相当として業務
に従事可能

施行準備期間

＜介護職員初任者研修（仮称）＞

＜130時間＞
３級研修
＜50時間＞
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別紙１
介護職員初任者研修課程（仮称）カリキュラム（案）

科

目

名

合計時間
6 時間

１．職務の理解
２．介護における尊厳の保持・自立支援

9 時間

３．介護の基本

6 時間

４．介護・福祉サービスの理解と医療の連携

9 時間

５．介護におけるコミュニケーション技術

6 時間

６．老化の理解

6 時間

７．認知症の理解

6 時間

８．障害の理解

3 時間

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

75 時間

１０．振り返り

4 時間
合

130 時間

計

（注１）講義と演習を一体的に実施すること。
（注２）「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」には、介護に必要な基礎的知
識の理解の確認と、生活支援技術の習得状況の確認を含む。
（注３）上記とは別に、筆記試験による修了評価（１時間相当程度）を実施する。
（注４）「１．職務の理解」及び「１０．振り返り」において、施設の見学等の実習を
活用することも可能。
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別紙２
養成研修課程の見直しに伴う介護保険法
施行規則の一部を改正する省令・介護職員初任者研修課程（仮称）
カリキュラム（告示）（案）について
Ⅰ．改正の趣旨
現行の介護保険制度 においては、訪問介護員（ホームヘルパー）として、介
護福祉士のほか 、介護保険 法施行令第３条に定める養成研修修了者がおり、当
該研修は、介護職員基礎 研修課程及び訪問介護員養成研修１・２・３級 課程が
あり、複雑な養成体 系となっている。
「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」報告書（平成２３年１月）におけ
る「今後の介護人材のキャリアパスを簡素で分かりやすいものにするとともに、生涯
働き続けることができるという展望を持てるようにする必要がある」という提言を踏
まえ、現在の訪問介護員養成研修２級課程相当の研修を介護職員初任者研修（仮称）
と位置付けるなど、介護福祉士に至るまでの養成体系の見直しを図るため、介護保険
法施行規則等の一部を改正するものである。

Ⅱ．改正の概要
１.

研修課程の改 正について（介護保険法施行規則第２２条の２３関係）
現在、養成研 修の課程として規定されている各課程について、
（１）「介護全般に 関する介護職員基礎研修課程（以下「基礎研修課程 」
という。）」及び「訪問介護に関する１級課程（以下「１級課程 」
という。）」については「実務者研修（注）」へ一本化（平成２ ５
年度より）
（２）「訪問介 護に関する２級課程（以下「２級課程」という。）」につ
いては「介護職員初任者研修課程（仮称）」へ移行（平成２５年 度
より）
（３）「訪問介護 に関する３級課程（以下「３級課程」という。）につ い
ては平成２４年度末 で廃止
とする改正を行 う。
（注）実務者研修：社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成１９年法
律第１２５号） により、 介護福祉士 試験を受験 す るための条件の 一つとし て設けられ
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た「文部科学大 臣及び厚 生労働大臣 の指定した 学 校又は厚生労働 大臣の指 定した養成
施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得」するための研修
改正後の社会福祉士及び介護福祉士法（平成２７年４月１日施行）（抄）
（介護福祉士試験）
第四十条
２

介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。

介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
（中略）
五

三年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又
は厚生労働大臣の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を
修得したもの

２．介護職員初任 者研修課程（仮称）について（介護保険法施行規則第２２条の
２３から第２２条の ２７まで関係）
（１）研修の課程
別紙１のとおり。
（２）研修の方法
①

研修は、講義及び演習により行うものとする。

②

講義は 、通信の方法 によって行うことができるものとする。この場合に
おいては、添削 指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければなら
ない。

③

研修の実施 にあたっては、介護職員初任者研修課程（仮称）において修
得す るこ と が求 めら れて い る知 識や 技 術 の習 得が な され てい るこ と に
つき確認する等適切 な方法により行われなければならない。

（３）研修事業者の 指定の申請
①

研修事業者 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申
請書又は書類を 、当該指定に係る事業所の所在地（講義を通信の方法に
よって行おうとする 者にあっては、主たる事業所の所在地）を管轄する
都道府県知事に提出 しなければならない。

イ

申請者の氏 名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所
の所在地）

ロ

研修の名称及び 課程

ハ

事業所の所 在地（講義を通信によって行おうとする者にあっては、主
たる事業所の所在地 ）
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ニ

学則

ホ

講師の氏名、履 歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
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ヘ

収支予算及び向 こう２年間の財政計画

ト

申請者が法人で あるときは、定款その他の基本約款

チ

その他指定に関 し必要があると認める事項

②

講義を通信 の方法によって行おうとする者にあっては、①に掲げるも の
のほか、次に掲げる 事項を記載した申請書又は書類を提出しなければな
らない。
イ

講義を通信の方 法によって行う地域

ロ

添削指導及び面 接指導の指導方法

ハ

面接 指導 を実 施す る 期間 にお ける 講 義室 及び 演習 室の 使用 に つい て

の当該施設の設置者 の承諾書
（４）介護職員初任 者研修（仮称）の指定の基準
以下のイ～ニまでに掲げる 基準を満たすこと。
イ

修業年限は おおむね８月以内であること。

ロ

研修の内容 は、２．（１）以上のものであること。

ハ

介護職員初 任者研修（仮称）の内容を教授するのに必要な数の講師 を

有すること。
ニ

講師は、介護職 員初任者研修課程（仮称）を教授するのに適当な者で

あること。
（５）通信課程につ いて
講義のうち一 定時間を通信 の方法によって行う研修にあっては、（４）に
掲げる基準のほか、 次に掲げる基準に適合しなければならない。
イ

添削指導、 面接指導等による適切な指導が行われること。

ロ

添削指導、面 接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有 す
ること。

ハ

面接指 導を行う のに適 当な講 義 室及び演 習を行 うのに適 当な演 習 室
が確保されているこ と。

３.

現行の研修課 程の取扱いについて

（１）基礎研修課程 、１級課程及び２級課程（以下「旧課程」という。）につい
て
①

旧課程の 既修了者に ついては、介護職員初任者研修課程（仮称）修了者
として引き続き業務 に従事することが可能である。

②

平成２４ 年度末まで に旧課程の受講を開始した者については、その修了
後、介護職員初 任者研修課程（仮称）修了者として業務に従事することが
可能である。
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（注）基礎研 修課程及び１級課程修了者については、それぞれの研修の種類
の別に応じて、実務者研 修の課程を受講するに当たり、一部科目を免除す
ることができること とする予定。
（２）３級課 程について
３級課程は廃止する 。
４.

その他、所要 の経過措置を設 ける等の所要の改正を行う。

Ⅲ．施
○
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行

期

日

平成２５年４月１日に施行する。
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