
平成３０年度石川県介護支援専門員（ケアマネジャー） 

実務研修受講試験の実施について 

 

１ 試験日 

平成３０年１０月１４日（日）（午前１０時開始・午前９時３０分着席） 

 

２ 試験会場 

石川県社会福祉会館  （金沢市本多町３丁目１番１０号） 
福祉総合研修センター （金沢市本多町３丁目２番１５号 石川県立図書館内） 
石川県立工業高等学校 （金沢市本多町２丁目３番６号） 
石川県立看護大学   （かほく市学園台１丁目１番地） 

 
３ 受験案内（申込書等）配布期間及び配布場所 

(1) 配布期間 平成３０年６月１１日（月）～平成３０年７月６日（金） 

(2) 配布場所 ①石川県社会福祉協議会福祉総合研修センター 

②石川県健康福祉部長寿社会課 

③県の保健福祉センター及び地域センター 

(南加賀保健福祉センター、加賀地域センター、石川中央保健福祉セ 

ンター、河北地域センター、能登中部保健福祉センター、羽咋地域セ 

ンター、能登北部保健福祉センター、珠洲地域センター） 

④各市町の介護保険担当課 

⑤金沢市の福祉健康センター（泉野、元町、駅西） 

（注） 郵送希望の場合は、「受験案内希望」と朱書した封筒に、 

宛先を明記し、２５０円分の切手を貼った A４サイズの入る  

封筒（角形２号 24ｃｍ×33.2ｃｍ）を同封のうえ、石川県社 

会福祉協議会福祉総合研修センターまで請求してください。  

 

４ 受験申込先・方法 

(1) 申込先  石川県社会福祉協議会福祉総合研修センター 

〒920‐0964 金沢市本多町 3 丁目 2 番 15 号（石川県立図書館 4 階） 

(2) 申込方法 受験案内に同封されている専用封筒を使用し、持参または郵送 

 

５ 申込受付期間 

平成３０年６月２２日（金）～平成３０年７月６日（金） 

   （注）持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前９時から 

午後５時まで 

郵送の場合は、平成３０年７月６日付消印有効 

 

 



６ 受験資格 

 (1)勤務地等が石川県内にあること 

①現在、下記「(2)実務経験があること」の業務に従事しており、その勤務地が石川県内に 

ある者 

②現在、下記「(2)実務経験があること」の業務に従事していないが、住所地が石川県内で 

ある者 

 

(2)実務経験があること（試験日前日までに、満たしていることが必要） 

  

 

下記の①、②の期間が通算して５年以上、かつ、当該業務に従事した日数が９００

日以上である者 

①国家資格等に基づき、当該資格に係る業務に従事する者 

 ■該当資格 

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 

※ただし、要援助者等、対人に対する直接的な援助が本来業務として位置づけられてい 

ることが必要。 

 

   ②下記の相談援助業務に従事する者 

    ■生活相談員 

     ・特定施設入居者生活介護（介護予防・地域密着型を含む）の生活相談員 

      ・地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の生活

相談員 

 

■支援相談員 

      介護老人保健施設の支援相談員 

 

■相談支援専門員 

障害者総合支援法に基づく計画相談支援、児童福祉法に基づく障害児相談支援を行 

う相談支援専門員 

     

■主任相談支援員 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援を行う主任相談支援員 

 

     

 

平成３０年度より受験要件が見直され、下記のとおりとなりますので、ご注意ください。



  ※平成３０年度より、下記の実務経験による受験ができなくなりました。 

■対象外の実務経験 

①社会福祉主事任用資格を持ち、介護等業務に従事した期間 

②介護職員初任者研修課程、実務者研修、または、これらに相当する研修（社会 

福祉施設長資格認定講習会等）を修了し、介護等業務に従事した期間 

    ③前述の「６ 受験資格」の(2)②に記載のない相談援助業務従事期間 

    ④国家資格をもたずに、介護等業務に従事した期間 

    

 

７ 試験方法 

筆記試験（五肢複択方式）６０問 

 

８ 試験科目 

介護支援分野（介護保険制度の基礎知識、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、福祉サービスの知識等） 

 

９ 受験手数料 

受験者１人につき７，５００円 

 

10 納付方法 

受験案内に同封されている所定の用紙により、郵便局又はゆうちょ銀行窓口で払

い込みください。 

 

11 受験申込に必要な書類 

受験申込書、実務経験（見込）証明書、受験資格を証明する書類、証明写真等 



12 過去の実施状況 

平成 10 年度申込者数 2,621 人、受験者数 2,555 人、合格者数 1,039 人（合格率 40.7％） 
 

平成 11 年度申込者数 2,358 人、受験者数 2,282 人、合格者数 1,040 人（合格率 45.6％） 
 

平成 12 年度申込者数 1,538 人、受験者数 1,481 人、合格者数  523 人（合格率 35.3％） 
 

平成 13 年度申込者数 1,008 人、受験者数  949 人、合格者数  304 人（合格率 32.0％） 
 

平成 14 年度申込者数 1,044 人、受験者数 1,000 人、合格者数 313 人（合格率 31.3％） 
 

平成 15 年度申込者数 1,283 人、受験者数 1,220 人、合格者数 376 人（合格率 30.8％） 
 

平成 16 年度申込者数 1,340 人、受験者数 1,277 人、合格者数 396 人（合格率 31.0％） 
 

平成 17 年度申込者数 1,419 人、受験者数 1,341 人、合格者数 315 人（合格率 23.5％） 
 

平成 18 年度申込者数 1,496 人、受験者数 1,401 人、合格者数 271 人（合格率 19.3％） 
 

平成 19 年度申込者数 1,397 人、受験者数 1,291 人、合格者数 294 人（合格率 22.8％） 
 

平成 20 年度申込者数 1,404 人、受験者数 1,296 人、合格者数 289 人（合格率 22.3％） 
 

平成 21 年度申込者数 1,482 人、受験者数 1,394 人、合格者数 329 人（合格率 23.6％） 
 

平成 22 年度申込者数 1,612 人、受験者数 1,484 人、合格者数 269 人（合格率 18.1％） 
 

平成 23 年度申込者数 1,747 人、受験者数 1,624 人、合格者数 239 人（合格率 14.7％） 
 

平成 24 年度申込者数 1,679 人 受験者数 1,533 人、合格者数 289 人（合格率 18.9％） 
 

平成 25 年度申込者数 1,522 人 受験者数 1,405 人、合格者数 196 人（合格率 14.0％） 
 

平成 26 年度申込者数 1,751 人 受験者数 1,610 人、合格者数 313 人（合格率 19.4％） 
 

平成 27 年度申込者数 1,397 人 受験者数 1,265 人、合格者数 172 人（合格率 13.6％） 
 
   平成 28 年度申込者数 1,273 人 受験者数 1,142 人、合格者数 122 人（合格率 10.7％） 
 

平成 29 年度申込者数 1,332 人 受験者数 1,198 人、合格者数 264 人（合格率 22.0％） 

 

なお、本試験合格者に対しては、一定期間の実務研修を後日実施します。 


