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特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度（第 18回）介護支援専門員実務研修受講試験は、１０月１１日（日）に実施されることと

なりました。今年度より受験要綱の見直しにより、どの国家資格有資格者も免除分野がなくなり、すべての

受験者が６０問の問題を解くことになります。本試験の合格率（全国）は、平成 23年度から 20％を下回り、

平成 25年度 15.5％、平成26年度 19.2％と合格が難しい試験となっています。 

当協会では、「個人で受験勉強をするのは難しい」等の声を受け、受験対策講座と模擬試験を開催してい

ます。今年度も４日間の講座を開催し、修了後に、中央法規出版の協力による模擬試験を実施いたします。

（講座受講のみの申込み、または模擬試験のみの申込みも可能です） 

介護支援専門員の職能団体だからこそできる「要点整理と解説」講座を、是非、受験勉強に役立ててみま

せんか。 

 

○ 日程および会場 

・講座全４日間 平成２７年７月１８日（土）・７月１９日（日）・８月１日（土）・８月２日（日） 

１日目・２日目 新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮２階大ホール 

         〒870-0163 大分市明野南 3丁目 1番 1号（TEL097-551-7172） 

３日目・４日目 大分職業訓練センター２階大研修室 

       〒870-1141 大分市下宗方 1035番地1（TEL097-542-2230） 

 

・模擬試験   平成２７年８月２９日（土）攻玉寮２階大ホール 

※＜模擬試験（申込者のみ）について＞を参照 

 

○ 内 容 

・講座：各講師作成のレジュメ（当日配付）と『＜七訂＞介護支援専門員基本テキスト』（長寿社会開 

発センター発行）を主体とした講義で受験対策の要点整理と解説を行います。講座受講には『基 

本テキスト』を持参ください。 

       また、テキスト購入を希望される方は、別紙「テキスト申込書」に必要事項を記入のうえ、

お申し込みください。別途、中央法規出版より直接送付（６月中旬以降）します。 

・模擬試験：中央法規出版 ケアマネジャー試験 統一模擬試験 

 

○ 講座受講料（郵便局・振込手数料は県協会が負担します） 

１．講座と模擬試験両方を申込み    １６，０００円 

２．講座受講のみを申込み     １２，０００円 

３．模擬試験のみを申込み      ７，０００円 

 

○ 定員 

 ８０名 

 

○ 申込期限 

平成２７年６月１６日（火）必着 ※なお、定員になり次第締め切ります。 

 

平成２７年度ケアマネジャー試験受験対策講座 

～要点整理と解説～ 講座４日間＋模擬試験 
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○ 日程及びカリキュラム 

 

 開催日 時 間 科 目 会場 

１

日

目 

7月 18日 

（土） 

9:00～ 9:30 受付 

新日鐵住金大分 

人材育成センター攻玉寮 

２階大ホール 

9:30～16:30 

 

＊昼食休憩 

1時間含む 

介護支援分野（１） 

1巻 1編：介護保険制度導入の背景 

1巻 2編：介護保険制度 

 

 

２

日

目 

7月 19日 

（日） 

9:00～ 9:30 受付 

9:30～16:30 

 

＊昼食休憩 

1時間含む 

介護支援分野（２） 

1巻 3編：ケアマネジメント 

1巻 4編：居宅介護支援・介護予防支援 

・施設介護支援 

 

３

日

目 

8月 1日

（土） 

9:00～ 9:30 受付 

大分職業訓練センター 

２階大研修室 

9:30～12:30 保健医療サービス分野 

3巻 1編：高齢者保健医療の基礎知識 

（4～10章） 

 

13:30～16:30 保健医療サービス分野 

3巻 1編：高齢者保健医療の基礎知識 

     （1～3章、11～15章） 

 

４

日

目 

8月 2日

（日） 

9:00～ 9:30 受付 

9:30～16:30 

 

＊昼食休憩 

1時間含む 

福祉サービス分野 

保健医療サービス分野 

2巻 1編：居宅サービスおよび介護予防サービス 

2巻 2編：地域包括ケアと地域密着サービス 

2巻 3編：介護保険施設 

 

福祉サービス分野 

3巻 2編：高齢者福祉の基礎知識 

 

模

擬

試

験 

8月 29日

（土） 

9:30～ 9:50 

9:50～10:00 

受付 

オリエンテーション 新日鐵住金大分 

人材育成センター攻玉寮 

２階大ホール 

10:00～12:00 

 

 

中央法規出版 

ケアマネジャー試験 統一模擬試験 

 

 

※上記カリキュラムは、『（六訂）介護支援専門員基本テキスト』に基づいていますので、平成 27年度に 

改定される『七訂版』の内容と異なる場合があります。 
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＜模擬試験（申込み者のみ）について＞ 

△ 模擬試験概要 

８月２９日（土）に中央法規出版の協力による出題傾向に基づいた本試験形式の「ケアマネジャー試

験 統一模擬試験」を開催します。試験後、全選択肢についての詳しい解説冊子をお渡しします。ま

た、試験結果は、改めて総合評価から各問題の全国正答率まで、詳しい成績表をお届けします。 

なお、この模擬試験においても、実際の受講試験と同じ時間配分で行います。問題数、試験時間は

下記を参照ください。 

 

△ 模擬試験会場 

新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮２階大ホール（大分市明野南 3丁目 1番 1号） 

 

＜試験の概要について＞ 

□ 受験要件の見直し（下記のいずれかの要件を満たす者） ※通算して５年以上 

１．法定資格保有者 

 

保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業

療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴

覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄

養士を含む）、精神保健福祉士 

２．生活相談員 生活相談員として、（地域密着型）介護老人福祉施設・（地域密着型）特定施設入居

者生活介護（介護予防含む）において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談

援助業務に従事した期間 

３．支援相談員 

 

支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関

する相談援助業務に従事した期間 

４．相談支援専門員 障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の

従事者として従事した期間 

５．主任相談支援員 生活困窮者自立支援法第 2条第 2項に規定する事業の従事者として従事した期間 

※経過措置：今回の受験資格の見直しから３年間（2018（平成30）年2月11日まで）は、従来の 

「相談援助業務」や「介護等業務」に従事した実務経験で受験することが可能です。 

 

□ 出題方式 

５つの選択肢から正しいものを２つまたは３つ選んでマークする「五肢複択方式」です。 

 

□ 出題数・試験時間 

 

□ 解答免除の廃止について 

試験対象者のうち法定資格保有者については、保健医療サービス分野、福祉サービス分野における当

該専門にかかる事項の問題については解答が免除されていましたが、2015（平成27）年度の試験から

解答免除は廃止されることになりました。 

 

区分 問題数 試験時間 

介護支援分野 

介護保険制度の基礎知識 

２５問 

１２０分 

（10:00～12:00） 

※点字受験者 

（1.5倍）180分 

※弱視等受験者 

（1.3倍）156分 

要介護認定等の基礎知識 

居宅・施設サービス計画の基礎知識等 

 

保健医療福祉サービス分野 

保健医療サービスの知識等（基礎） １５問 

保健医療サービスの知識等（総合） ５問 

福祉サービスの知識等 １５問 

合計 ６０問  
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○ 講座受講と模擬試験の申込みについて 

１．別紙、受講申込書に必要事項をもれなく記入のうえ、ＦＡＸにてお申込みください。 

２．申込みをいただいた方から「仮受付票」と「受講料振込用紙」を郵送いたします。 

３．６月３０日（火）までに、受講料の振込みをお願いします。 

・受講料は郵送された「振込用紙」に住所・氏名等を記入し、事前に郵便局で振込みをお願いし

ます。各受講料の振込手数料は県協会が負担をします。 

４．振込みを確認後、「受講決定通知書」を郵送します。 

・振込みが確認できない場合は、受講できない場合があります。 

５．受講初日に受付に「受講決定通知書」の提示をお願いします。 

なお、一旦入金された受講料は、返金いたしません。 

欠席された場合は、その日の講義概要を後日お渡しいたします。 

 

１． 受講申込書を    ２．仮受付票・受講料振込用紙を    ３．受講料を振込み 

ＦＡＸ送信       郵送します             （６月３０日まで） 

 

         ４．受講決定通知書を    ５．受講日初日に 

           郵送します         受講決定通知書を提示 

 

【ＦＡＸ申込先】  特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会  

ＦＡＸ：０９７－５０４－７５０１ 

 

 

○ 昼食について 

１日目・２日目 新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮  

・「攻玉寮」館内での昼食は「レストランウエダ」に限られており、お弁当などの持ち込みはできま

せん。昼食（６００円）を希望される方は、事前に別紙申込書にてお知らせください。 

３日目・４日目 大分職業訓練センター 

・大分職業訓練センターでは、会場内での食事可能です。 

・業者が弁当（５００円）を用意しますので、希望される方は、事前に別紙申込書にてお知らせくだ

さい。 

 

○ その他 

・会場内は室温調整いたしますが、着席場所により差が生じる場合があります。冷房に弱い方は上着

などをご持参ください。 

・受講に際して配慮が必要な方は、申込みの前にご相談ください。会場の条件等でご希望に添えない

場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

○ お問い合わせ先 

〒８７０－１１３３ 大分市大字宮崎 1367番地 1 甲斐ビル 215号 

特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会  

ＴＥＬ：０９７－５０４－７５００  ＦＡＸ：０９７-５０４－７５０１ 


