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厚生労働省「介護職員資質向上促進事業」 

介護プロフェッショナルキャリア段位制度 

平成 29年度 評価者（アセッサー）講習要項 

 

一般社団法人シルバーサービス振興会 

（厚生労働省 介護職員資質向上促進事業実施機関） 

１．概要 

 

介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、食事介助・排泄介助といった基本介護技術をはじめ、

感染症対策、地域包括ケアシステムへの取組など、介護職員の実践スキルを評価するとともに、実践

スキルとして「できない」と評価されたことを確実に「できる」ようになるよう、OJT ツールとして

活用していただき、介護事業所・施設における介護職員の更なる資質向上を図っていただくことを目

指しています。 

本講習は、介護事業所・施設において評価者（アセッサー）としてどのように評価を行い、OJT を

通じてどのように人材育成を行っていくべきかを学ぶ評価者（アセッサー）を養成する講習として、 

①評価者（アセッサー）講習テキスト(以下、「テキスト」という。)による学習 

②e ラーニング（インターネットを使用した学習） 

③トライアル内部評価（自らの介護事業所・施設での模擬評価） 

④集合講習（1 日） 

で構成し、集合講習の最後に行われる確認テストに合格することで評価者（アセッサー）として登録

され、修了証が交付されます。 

今年度についても評価者（アセッサー）講習をより多くの方々に受講いただけるよう、２期（２回）

開催いたします。（受講生お一人につき、第一期講習・第二期講習いずれか一方の受講となります。） 

 

 

【第一期講習】 受講期間：８月上旬※～１０月３日（集合講習は１０月３日（火）） 

集合講習会場 予定都道府県：東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 

（会場詳細は調整中です） 

 

【第二期講習】 受講期間：１０月上旬※～１１月２８日（集合講習は１１月２８日（火）） 

集合講習会場 予定都道府県：北海道、宮城県、群馬県、東京都、富山県、 

愛知県、大阪府、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、沖縄県 

（会場詳細は調整中です） 

 

  ※受講期間は、テキスト到着日からとなります。第一期講習は 8 月上旬を目処に、第二期講習は

10 月上旬を目処に発送いたします。（講習受講料のお支払い日により、テキストの到着が遅れる

場合があります。） 

 

注）集合講習会場については、申込状況により、開催中止となる場合があります。 
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２．評価者（アセッサー）講習の受講要件 

   

以下のいずれかの要件を満たす方が受講できます。 

 

ア 介護キャリア段位レベル 4 以上の方  

イ 介護福祉士として 3 年以上実務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士実習指導者講習会を修

了した方（介護福祉士養成実習施設実習指導者Ⅱの要件を満たす方） 

ウ 実技試験に係る介護福祉士試験委員の要件に該当している方。具体的には、以下のいずれかに該 

当する方 

ⅰ）介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を得た後 10 年以上実務に従事した経験等を 

有する方 

ⅱ）介護福祉士養成施設等（社会福祉士及び介護福祉士法第 39 条第 1 号から第 3 号までに規定 

する学校又は養成施設）において介護の領域の科目を 5 年以上教授又は指導した経験を有す

る方 

エ 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を得た後 5 年以上実務に従事した経験等を有し、 

介護技術講習指導者養成講習を修了した方（介護技術講習指導者の指導者の要件を満たす方） 

オ サービス提供責任者、主任等（チームやユニットを管理・運営し、部下に対して指導・助言を行 

う役職に就いている方）又は介護部門のリーダー（課長（係長）、フロアリーダー等） 

 

 

 

３．評価者（アセッサー）講習の申し込みについて 

 

（１）受講料 

19,980円（税込）（※別途 130円(税込)の取扱手数料が必要となります。） 

（テキスト、eラーニング受講、トライアル課題、集合講習を全て含む。） 

 

（２）申し込み受付期間（予定） 

【第一期講習】 平成 29年 6月 20日（火）～7月 20日（木） 

【第二期講習】 平成 29年 6月 20日（火）～8月 16日（水） 

 

（３）申し込み方法 

申し込み方法は介護キャリア段位制度専用ホームページ(以下、「ホームページ」という。) 
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からのみとなります。受講申し込み開始から申し込み完了までの流れは以下のとおりとなり

ます。 

１．ホームページにて受講申し込み登録を行います。 

２．一般社団法人シルバーサービス振興会キャリア段位事業部(以下、「事務局」という。)

から送信された申し込み受付完了メールを受領します。 

３．ホームページより講習申し込み書を印刷し、印刷内容を確認・捺印するとともに必要

書類を添付の上、事務局へＦＡＸ送信します（下記の（4）受講要件の確認）。 

４．事務局での書類審査終了後、事務局から送信される受講料お支払いに関する案内メー

ルを受領します。 

５．ホームページより請求書を印刷し、ＡＴＭにて受講料を支払います（下記の（5）受講 

料のお支払い）。 

６．事務局で、受講料のお支払いが確認できた後、事務局から送信される受講承認（受講

申し込み完了）のメールを受領（受講者ＩＤとパスワードの受領）して、手続き完了と

なります。 

 

（４）受講要件の確認 

ＦＡＸ送信された講習申し込み書及び必要書類について事務局で確認した上で、受講要件を

満たしていることが確認できた場合には、受講料お支払いに関する案内メールを送付致しま

す。 

 

（５）受講料のお支払い 

受講料お支払いに関する案内メールに通知する所定の期日までに、受講料をお支払いくださ

い。 

※ 評価者（アセッサー）講習受講申し込み成立後のキャンセル及び返金についてはお受けで

きませんので、予めご同意いただいた上で、お申し込みください。 

※ １事業所・施設で複数人の方がお申し込みいただく場合であっても、受講料は１名分ずつ

アセッサー講習申し込み手順書記載の方法にてお支払いください。 

 

（６）受講承認（受講申し込み完了） 

事務局にて受講料のお支払い確認後に、受講承認（受講申し込み完了）案内と併せて、受講者

ＩＤとパスワードに関する案内メールを送付いたします。 
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４．評価者（アセッサー）講習の内容 

 

 （１）テキストによる学習 

テキストは、eラーニング開始まで（※）に事業所・施設宛に送付いたします。 

eラーニングは、テキストの内容をご理解いただいていることを前提に構成されております

ので、eラーニング開始までに、テキストの内容をよく読み込み、テキストによる学習を行っ

てください。 

また、テキストのＰＤＦデータについてもｅラーニング上に掲載する予定です。 

（※）講習受講料のお支払い日により、テキストの到着が遅れる場合があります。 

 

 （２）eラーニングによる学習 

インターネットに接続できるパソコン（事業所・施設・ご自宅など、パソコンの設置場所は

問いません。なお、ウィンドウズパソコンを強く推奨しています。）からインターネットを通

じ、e ラーニングを受講していただきます。なお、e ラーニング受講にあたり、セキュリティ

面の観点から受講者個人毎に専用 IDとパスワードが付与されます。 

また、受講期間内であれば、ご自分のペースで学習を進めることが可能です。 

 

＜eラーニング受講期間（予定）＞ 

【第一期講習】 平成 29年  8月 22日（火）～10月 2日（月） 

      【第二期講習】 平成 29年 10月 17日（火）～11月 27日（月） 

 

※ eラーニングは受講者本人が受講してください（受講者本人以外の代理受講はできません）。 

※ eラーニングを受講するためには、パソコン（ウィンドウズパソコンを強く推奨）及びイ

ンターネット接続環境（光回線推奨）が必要となります。 

※ 修了証発行条件としまして、上記受講期間内までに eラーニングを修了していることを条

件とします。 

※ 受講者の受講進捗状況（受講進捗が遅れている場合等）により、受講者並びに事業所・施

設管理者様のメールアドレス宛に、メールにてご連絡いたします。 

※ e ラーニングへのアクセス方法や操作説明は、受講承認後にご案内します「e ラーニング

操作説明書」をご参照ください。また、受講開始時期が近くなりましたら、ご登録いただ

いたメールアドレス宛に eラーニングへアクセスするためのＩＤ、パスワード等の通知メ

ールも送付いたしますので併せてご確認ください。 
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＜参考：平成 28年度のｅラーニングカリキュラム＞ 

（平成 29年度 eラーニングカリキュラムについては構成中です。そのため、平成 28年度カリ

キュラムから変更となる場合があります）＞ 

平成 28年度 評価者（アセッサー）講習ｅラーニング 目次 

第１部 介護キャリア段位制度について 

 

 

 

 

 

第Ⅰ章 介護キャリア段位制度の概要 

第Ⅱ章 評価者（アセッサー）の役割と評価の手順  

第Ⅲ章 介護キャリア段位制度による「できる」の評価 

第Ⅳ章 介護キャリア段位制度を活用した OJTの推進 

第２部 介護キャリア段位制度の評価項目・評価方法の理解 

 Ⅰ.基本介護技術の評価（５中項目） 

 Ⅱ.利用者視点での評価（６中項目） 

 Ⅲ.地域包括ケアシステム＆リーダーシップ（２中項目） 

第３部 記録作成の練習   

 課題動画演習 

eラーニング 確認テスト 

 

 （３）トライアル内部評価 

eラーニングの受講と並行して、評価者（アセッサー）となった際に行っていただく内部評

価の模擬（練習）として、実際の介護行為の評価を行う「トライアル内部評価」を、ご所属の

事業所・施設内で実施していただきます。このトライアル内部評価の内容をもとに、集合講習

で演習を行いますので必ず実施願います。 

 

＜トライアル内部評価実施期間（予定）＞ 

【第一期講習】 平成 29年 8月 22日（火）～10月  2日（月） 

      【第二期講習】 平成 29年 10月 17日（火）～11月 27日（月） 

 

※ トライアル内部評価は受講者本人が実施してください（受講者本人以外の代理実施はでき

ません）。 

※ トライアル内部評価における評価票の作成を行うためには、パソコン（ウィンドウズパソ

コンを強く推奨）及びマイクロソフト社のエクセルが必要となります。 

※ トライアル内部評価における評価票の提出は eラーニング上で行います。また、提出はエ

クセルデータファイル型式にて行っていただきます。 

※ 修了証の発行は、上記受講期間中にトライアル内部評価のファイルが提出されていること
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を条件とします。 

 （４）集合講習 

 テキスト学習、eラーニング、トライアル内部評価を経て、最後に集合講習を受講していた

だきます。集合講習の最後には、講習修了のための確認テストが実施されます。 

 

＜集合講習＞ 

【第一期講習】 集合講習開催日 10月 3日（火） 

   集合講習会場（予定都道府県） 

東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県（会場詳細は調整中です） 

 

【第二期講習】 集合講習開催日 11月 28日（火） 

集合講習会場（予定都道府県） 

北海道、宮城県、群馬県、東京都、富山県、愛知県、大阪府、 

岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、沖縄県（会場詳細は調整中です） 

 

開 催 時 間：両日ともに 

受付９：００～ 

         講習９：３０～１７：００ 

       ※ 講習開始・終了時間は講習当日の状況により変更となる可能性があります 

 

持 ち 物：両日ともに 

・本人証明書（運転免許証・健康保険証・パスポート等） 

・筆記用具（鉛筆/シャープペンシル、消しゴム、ボールペン） 

・テキスト 

・トライアル内部評価 評価票（実施結果を入力し、印刷したものを１部持参） 

・トライアル内部評価 利用者調査票（評価の対象となった利用者の分を印刷

し１部持参） 

※ 持ち物について変更となる可能性があります。改めて集合講習開催日前に

メールにてご連絡いたします。 
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＜参考：平成 28年度の集合講習カリキュラム＞ 

（平成 29年度集合講習カリキュラムについては構成中です。そのため、平成 28年度カリキュ

ラムから変更となる場合があります） 

 

単元 内容 

1 介護キャリア段位制度の意義 

2 評価者（アセッサー）の役割 

3 演習  トライアル評価を用いた演習 

4 評価項目の理解 

5 介護キャリア段位制度を活用したＯＪＴの推進 

6 講習総括 

7 確認テスト 

 

注意事項 

※ 集合講習は受講者本人が受講してください（受講者本人以外の代理受講はできませ

ん）。 

※ 開講時間には遅れないよう余裕を持ってお越しください。時間に遅れた場合、講習 

  を修了したと認められないことがあります。 

※ 遅刻や欠席をされる場合には、必ず事前に事務局までご連絡ください。 

※ 昼食は各自でご用意ください。  

※ 確認テストについて集合講習開催日当日に採点はいたしません。後日、採点結果及

びｅラーニング修了状況、トライアル内部評価提出状況をもって合否のお知らせを

メールにて行います。なお、答案用紙の返却並びに正答、確認テストの点数のお知

らせはいたしません。 

 

５．評価者（アセッサー）講習修了（合格）について 

 

 （１）修了要件 

次の全てを満たした方については、評価者（アセッサー）として登録し、修了証を交付いた

します。 

①所定の期日までにｅラーニングを修了していること。 

②トライアル内部評価を実施し、所定の期日までにトライアル内部評価のファイル提出がさ

れていること。 

③集合講習を 1日受講し、最後に行われる確認テストが合格基準に達していること。 
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 （２）合否通知 

メールにて合否のご連絡をいたします。 

 

 ＜合否通知日（予定）＞ 

【第一期講習】 平成 29年 10月 20日（金） 

      【第二期講習】 平成 29年 12月 15日（金） 

 

 （３）再テスト 

上記（１）修了要件のうち、①、②を満たしている方で、③の集合講習時の確認テストで合

格基準に達しなかった方に対しては、後日 eラーニング上で再テストを受けていただくことが

できます。この再テストに合格すれば、評価者（アセッサー）として登録し、修了証を交付い

たします。なお、上記（１）①または②を満たしていない方は再テストを受けることはできま

せん。 

 

６．その他 

 （１）内部評価の開始 

この講習を修了し、評価者（アセッサー）として登録された方は、原則として講習修了後、

２か月以内に 1名以上の被評価者について、内部評価を開始していただくことが必要になりま

す。 

以上 

 

お問い合わせ先（事務局） 

一般社団法人シルバーサービス振興会 キャリア段位事業部 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-25-33NP  御成門ビル 6 階 

TEL：03-5402-4882（電話受付 平日 10:00～18:00） 

Email：careprofessional@espa.or.jp 

専用 HP： http://careprofessional.org  

mailto:careprofessional@espa.or.jp
http://careprofessional.org/

