
令和５年５月１２日 

 

令和５年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員更新研修  推薦要件一覧 

 ※本資料のほか、東京都の通知の内容、Ｑ＆Ａも必ずご確認ください。 

 

ア 勤務要件・区市町村推薦要件 区の要件・提出資料 

都内に勤務しており、勤務先の所在地がある区市町村が推薦する者 

 ※推薦要件詳細については、東京都の通知を必ずご確認ください。 

 

以下の全ての要件に該当する必要があります。 

 

○更新研修修了後、最低１年間は、引き続き区内で居宅介護支援専門員として勤務す

る予定であること。 

○更新研修修了後、区における以下の全ての要件について本人が同意し、かつ本人

が所属する事業者が、本人による当該要件を満たすための行動に配慮し、これに

同意すること。 

 ①区又は区が委託した機関が行う事業に派遣依頼があった場合に協力すること。 

 ②困難事例があった場合は積極的に受け入れること。 

 ③地区及び地域への貢献、他の事業所の介護支援専門員に対する指導、当該他の

事業所の介護支援専門員への助言等、主任介護支援専門員としての役割を担う

こと。 

○区が作成する主任介護支援専門員名簿への登録、当該主任介護支援専門員名簿の

あんしんすこやかセンター、区内居宅介護支援事業所等への提供に同意すること。 

 

上記の確認のため、受講申込者及び所属する事業者の同意書（世田谷区専用様式

１・２）を含め、必要な書類を提出してください。 

 

提出書類：世田谷区専用様式１「主任介護支援専門員更新研修 本人同意書」 

世田谷区専用様式２「主任介護支援専門員更新研修 受講生推薦依頼書兼

同意書」 

主更－２ 令和５年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員更新研修 従

事者一覧（居宅介護支援事業所に勤務している方のみ提出） 



 

イ 主任介護支援専門員としての実践要件 区の要件・提出資料 

主任介護支援専門員の役割を果たすため、直近の主任研修等を修了した

日から令和５年５月１日までの間に以下の（ｱ）から（ｸ）までのいずれか

により、他の介護支援専門員に適切な助言・指導又は地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた地域づくりを実践した経験がある者 

※他道府県から登録移転（転入）をした場合は、規定中の「東京都」とあ

るのは「登録移転前道府県」、「都内」とあるのは「登録移転前道府県内」

と読み替えることができるものとします。 

※推薦要件詳細については、東京都の通知を必ずご確認ください。 

 

(ｱ) 東京都介護支援専門員研修の講師又はファシリテーターを行った

実績がある者  

 

 

 

以下の要件は、全て直近の主任研修等を修了した日から令和 5年 5月 1日までの間に

該当した場合に限ります。 

 

他区市町村において東京都が指定する要件に該当し、東京都が指定する書類、東京都

の指定に従った他区市町村の書類又は区の指定する書類のいずれかの提出があった場

合は、それぞれの要件に該当したとみなします。 

 

 

 

(ｱ)  東京都の要件のとおり 

 

提出書類：東京都通知の別紙５「東京都介護支援専門員研修講師等証明書の発行手続

きについて」に基づく研修実施機関が証明する書類 

(ｲ) 東京都介護支援専門員実務研修の「ケアマネジメントの基礎技術に

関する実習」において、研修受講者を受入れ、実習指導者として受講

者の指導をした実績がある者 

     

 

 

(ｳ) 都内の地域包括支援センターにおいて、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務に従事している者又は従事した実績がある者 

 

 

 

 

(ｲ)  東京都の要件のとおり 

 

提出書類：東京都通知の別紙６「東京都介護支援専門員実務研修 実習指導者実績証

明書の発行手続きについて」に基づく研修実施機関が証明する書類（写し

は不可）及び研修実施機関に提出した証明書発行申請書の写し 

 

(ｳ) 東京都の要件のとおり 

  

提出書類：世主更－様式１「東京都主任介護支援専門員更新研修 実務経験証明書」 

  

 証明書発行者：あんしんすこやかセンターの運営法人 

 あんしんすこやかセンターの運営法人に直接依頼してください。なお、現在勤務して



 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 都内の居宅介護支援事業所において、管理者の職に従事している者

又は従事した経験がある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 都内の区市町村又は地域包括支援センターが開催する地域ケア会

議に参画した実績がある者（事例提供者として参加した場合は除く。） 

  

 

 

 

 

 

 

(ｶ) 都内の区市町村又は地域包括支援センターが実施するケアプラン

点検の協力者として、ケアプラン点検を行った実績がある者（事例提

いない場合等は、証明書の発行が可能かを当該運営法人に事前に電話等により確認して

ください。 

すでに退職されている方等で証明書の郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封して

ください（送付先の記入、返送に必要な切手を貼付）。 

※あんしんすこやかセンターの運営法人で発行が困難な場合は、介護予防・地域支援

課に相談してください。 

 

(ｴ) 東京都の要件のとおり 

 

 提出書類：次の①②のいずれか 

① 東京都又は区市町村に届け出ている「新規指定申請書又は変更届出書」及び当該

書類に添付されている「従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の写し（ただ

し、東京都（東京都福祉保健財団を含む）又は区市町村の収受印の押印があるも

のに限る。） 

②世主更－様式２「東京都主任介護支援専門員更新研修 管理者配置実績証明書」 

 ※直近の主任介護支援専門員又は主任介護支援専門員更新研修を修了した日から、

令和 5年 5月 1日までの期間を証明してください。 

 

(ｵ) 区での活動では本要件は該当しません。 

（理由）あんしんすこやかセンターが実施する「地区包括ケア会議」、地域で実施す

る「地域合同包括ケア会議」「地域ケア連絡会」への参加は、東京都の要件である「主

任介護支援専門員（又は介護支援専門員）の代表者」として出席を依頼していない

ため。 

 

※イ（ク）②の活動の一環として「地区包括ケア会議」等に参加した場合は、イ（ク）

の実施報告書に活動を記載して提出してください。 

 

(ｶ) 区でのケアプラン点検委託事業で同行訪問した実績がある者（該当者には個別

に依頼しています。） 



供者は除く。） 

(ｷ) 都内の区市町村又は地域包括支援センター主催の介護支援専門員

向け研修の講師又はファシリテーターを行った実績がある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｸ) その他、主任介護支援専門員としての役割を実践している者であっ

て、区市町村が認める要件に該当する者 

  

 

 

  該当者について、区が証明書を発行します。 

(ｷ) 区における実績は、世田谷区福祉人材育成・研修センターで実施した以下の研修

における条件に該当した方に限ります。（他の研修講師等は対象となりません。） 

○ケアマネジャー研修のケアマネジメントに関する講師の経験がある者 

○ケアマネジャー研修「ケアマネジャー（リーダー）『リーダー養成』」（旧「ケアマネ

リーダー養成研修」）のファシリテーターの経験がある者 

  

 提出書類：世主更－様式５「東京都主任介護支援専門員更新研修 研修講師等証明書」 

  

 証明書発行者：世田谷区福祉人材育成・研修センター 

証明書の郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。（送付先の記入、

返送に必要な切手を貼付） 

 

※以下の項目「イ（ク）②」の活動の一環として、あんしんすこやかセンターにて

研修講師等の役割を担った場合は、世主更－様式７「東京都主任介護支援専門員更

新研修 実践要件（イ（ク））実施報告書」に活動を記載して提出してください。 

 

(ｸ) 区が認める要件は、「世田谷区における主任介護支援専門員の地区・地域での役割」

に添って以下①及び②のとおりです。 

① 地域ごとに実施する「地域主任介護支援専門員連絡会」の運営に継続的に携わり、

地域内のケアマネジメント能力の向上や地域課題の把握及び分析等による社会資

源の開発、地域内のネットワークづくり等を通じて、積極的に地域づくりの活動に

参加した者 

 

② 地区ごとに開催される定期的な「地区介護支援専門員連絡会」の運営に継続的に携

わり、指導者として地区内の介護支援専門員の指導をした者 

（注意） 

・ 地区及び地域の研修や事例検討会に参加しただけでは、本要件には該当しませ

ん。地区及び地域での活動に主体的に関わっている必要があります。 



・ あんしんすこやかセンターの職員として参加している場合は本要件に該当し

ません。 

 

（該当する具体的な事例） 

・ 会の企画や運営の中心メンバーとして活動している。 

・ 講師、司会、ファシリテーター、事例の提出、準備、議事録作成等の役割を担

っている。 

・ 輪番制の相談窓口等、地区及び地域の活動として決まったケアマネジャー支援

に関わっている。 

※上記具体的な事例以外に要件に該当するか不明な場合は、介護保険課事業者支援

担当にご相談ください。 

 

提出書類：世主更－様式７「東京都主任介護支援専門員更新研修 実践要件（イ（ク））

実施報告書」 

※必ず担当地区のあんしんすこやかセンターの確認済印（受付印）と担当者からの署

名を得た上で提出してください。 

 

ウ 主任介護支援専門員としての資質向上要件 区の要件・提出資料 

 主任介護支援専門員としての資質向上を図るため、直近の主任研修等

を修了した日から令和５年５月１日までの間に以下の(ｱ)から(ｵ)まで

のいずれかに該当する者     

※他道府県から登録移転（転入）をした場合は、規定中の「東京都」と

あるのは「登録移転前道府県」、「都内」とあるのは「登録移転前道府

県内」と読み替えることができるものとします。 

※推薦要件詳細については、東京都の通知を必ずご確認ください。 

 

(ｱ) 国、東京都、都内の区市町村、都内の地域包括支援センター、

東京都国民健康保険団体連合会、東京都社会福祉協議会、区市町

以下の要件は、全て直近の主任研修等を修了した日から令和 5年 5月 1日までの間に

該当した場合に限ります。 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 東京都の要件のとおり 

 



村社会福祉協議会及び介護支援専門員等の職能団体が開催するケ

アマネジメントの質の向上を目的とした研修又は主任介護支援専

門員として資質向上を図る研修等に、直近の主任研修等修了日の

属する年度の翌年度から令和４年度までの期間に毎年度４回以上

（平成２７年度までに主任研修を修了した者については、直近の

主任研修等修了日の属する年度の翌年度から令和４年度までの期

間に毎年度４回以上又は主任研修修了日の属する年度（主任研修

を修了した日以降に限る。）から令和４年度までの間に年平均４回

以上）参加した者 

    

【注意】東京都の通知に、該当する研修の詳細が記載されてい

ます。参加した研修が東京都の要件に該当するか、必ずご確認

ください。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による研修中止等のため、令和

元年度及び２年度において回数を満たさない場合の取り扱いにつ

いての詳細も東京都の通知に記載されていますので、該当する方

は必ずご確認ください。 

なお、該当する場合はウ（エ）該当者としての扱いになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類： 

世主更－様式６-１「東京都主任介護支援専門員更新研修 研修受講履歴一覧」 

令和４年度の１ヵ年分の研修のうち、４回分の研修について、以下のいずれかの書類

を提出すること。 

なお、平成２７年度までに主任研修を修了した方（経過措置対象者）で、令和４年度

に年４回以上研修参加実績がない場合は、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期

間内で４回以上実績がある直近の１か年について、Ａ～Ｄのいずれかの書類を提出する

こと。 

 

Ａ：東京都が指定する事項が記載された研修実施機関が証明する書類（修了証の写し

等） 

Ｂ：世主更－様式６-２(1)「東京都主任介護支援専門員更新研修 研修受講履歴証明

書」 

Ｃ：世主更－様式６-２(2)「東京都主任介護支援専門員更新研修 研修受講履歴証明

書（世田谷区介護保険課証明分）」 

Ｄ：世主更－様式６-３「東京都主任介護支援専門員更新研修研修受講記録（ウ（ア）

関係）」及び東京都が指定する事項が確認できる書類 

 

区や区からの委託により世田谷区福祉人材育成・研修センターが実施した研修のうち、

別紙「介護保険課で証明書を発行可能な研修一覧」の研修を受講した場合は、研修の受

講証明は参加者名簿をもとに介護保険課事業者支援担当で行うことが可能です。証明を

希望する場合は、世主更－様式６－２(2)のみ提出してください。（添付書類は不要で

す。） 

 

※【医療・福祉連携】や【高齢者虐待対応】等各回で研修募集を行う場合は、それぞ

れ 1回の研修としてカウントします。 

※世主更－様式６－２(2)の各研修の研修名、開催日時、主な研修内容は、別紙「介

護保険課で証明可能な研修一覧」の内容を記載してください。 

※別紙「介護保険課で証明可能な研修一覧」のうち、世田谷区福祉人材育成・研修セ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会、日本介護支援専

門員協会が開催する全国大会、東京都介護支援専門員研究協議会

が開催する研究大会又は東京都社会福祉協議会が開催するアク

ティブ福祉において、ケアマネジメントに関する研究の演習発表

等の経験がある者 

 

 

 

(ｳ) 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー 

 

 

 

 

(ｴ) 主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であ

り、東京都が適当と認める者 

 

 

 

 

ンター実施の研修については、平成３０年度途中より世田谷区福祉人材育成・研修セ

ンターで更新研修受講申込に使える様式の証明書を発行しております。 

上記以外の区、世田谷区福祉人材育成・研修センター及びあんしんすこやかセンター

（地域包括支援センター）の研修で東京都の要件に該当する場合は、世主更－様式６-

３「研修受講記録」及び添付書類にて提出してください。 

 

上記以外の東京都、他区市町村、地域包括支援センター及び職能団体の研修について

は、東京都が指定する書類の提出があれば、対象の研修とします。 

 

 

(ｲ) 東京都の要件のとおり 

 

提出書類：主催者名、開催日時、演題、発表者等が確認できる書類（プログラム等）

及び抄録の写し 

 

 

 

 

(ｳ）東京都の要件のとおり 

 

提出書類：認定証の写し 

 

 

(ｴ）東京都の要件のとおり 

 

東京都介護支援専門員更新研修の講師又はファシリテーターを行った実績がある者に

該当する場合 

提出書類：研修実施機関が証明する書類 

 



 

 

 

 

 

(ｵ) その他、主任介護支援専門員として資質向上を図っている者で

あって、区市町村が認める要件に該当する者 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度及び令和２年度において要件ウ

(ｱ)に規定する研修参加回数を満たさず、研修受講回数の特例措置を適用することによ

り該当する場合 

提出書類：上記ウ（ｱ）に記載の書類と同じ 

 

（ｵ）区が認める要件は以下①②のとおり  

※ウ（ｱ）又は（ｴ）の要件に該当する場合は、本要件の対象となりません。 

 

① 要件ウ（ｱ）に該当する研修に毎年度１回以上４回未満参加し、要件ウ（ｱ）に規定

する国、東京都、都内の区市町村、都内の地域包括支援センター、東京都国民健康保

険団体連合会、東京都社会福祉協議会、区市町村社会福祉協議会及び介護支援専門員

等の職能団体以外の団体等が実施する介護支援専門員の業務に関連のある研修等で主

任介護支援専門員の資質向上に寄与するもの（所属する事業者が実施するものは除

く。）に、要件ウ（ｱ）に規定するものと合わせて毎年度４回以上参加した者 

 

提出書類： 

世主更－様式６-１「東京都主任介護支援専門員更新研修 研修受講履歴一覧」 

全ての研修について、以下のＡ～Ｄのいずれかの書類を提出 

Ａ：東京都が指定する事項が記載された研修実施機関が証明する書類（修了証の写し

等） 

Ｂ：世主更－様式６-２(1)「東京都主任介護支援専門員更新研修 研修受講履歴証明

書」 

Ｃ：世主更－様式６-２(2)「東京都主任介護支援専門員更新研修 研修受講履歴証明

書（世田谷区介護保険課証明分）」 

Ｄ：世主更－様式６-３「東京都主任介護支援専門員更新研修研修受講記録（ウ（ア）

関係）」及び東京都が指定する記載事項が確認できる書類 

 

※区から各団体への証明書の発行依頼は行いません。 

 



下記②に該当する場合は、事前に介護保険課事業者支援担当まで相談してください。 

② やむをえない事情（病気、出産・育児、介護）により、要件ウ（ｱ）に規定する要

件を満たすことができないが、年平均４回以上、又はやむを得ない事情で要件を満た

すことができなかった期間の属する年度を除き毎年度４回以上参加している者 

 

 


