
 
１９福保高介第３５２号 
平成１９年７月３０日 

 
事 業 所 各 位 
 

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 

通所介護及び短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件について 
 
 
 日頃より、高齢者福祉の推進にご協力を頂きありがとうございます。 
 通所介護事業所及び短期入所生活介護事業所の生活相談員については、法令・通知等（別

添）により資格要件が定められているところですが、各事業所から「社会福祉法第１９条

第１項各号と同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容について、照会が

多数寄せられております。 
 生活相談員の資格要件として規定されている「同等以上の能力を有する者」の具体的な

内容について、東京都では別紙のとおりとしておりますので、今後とも適切な資格を有す

る職員の配置について、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福祉保健局高齢社会対策部 
介護保険課介護事業者係 

電話 03-5321-1111 
内線 33-561～563 

 
 



〔別紙〕 
 
 生活相談員の資格要件のうち、「同等以上の能力を有すると認められる者」等の具体的な

内容について 
 

内   容 証明書類等 

１ 介護支援専門員 
 ［要介護者等が自立した日常生活を営む

のに必要な援助に関する専門的知識及び

技術を有する者］ 
 

介護支援専門員登録証明書の写し 

２ 特別養護老人ホーム、高齢者在宅サー

ビスセンター等の老人福祉施設（介護老

人保健施設を含む）で介護の提供に係る

計画の作成に関し、１年以上の実務経験

を有する者 
 ［介護の提供に係る計画の作成に関し経

験のある者］ 
 

勤務先で発行する在職証明書（職務内容、

在職期間が確認できるもの） 

３ 老人福祉施設の施設長経験者［介護の

提供に係る計画の作成や処遇等に、専門

的な知識経験を有する者］ 
 

勤務先で発行する在職証明書（役職、在職

期間が確認できるもの） 

４ 特別養護老人ホーム、通所介護事業所、

介護老人保健施設等において、介護の実

務経験が通算で１年以上ある介護福祉士

 ［介護の提供について豊富な知識及び経

験を有する者］ 
 

勤務先で発行する在職証明書（職務内容、

在職期間が確認できるもの）及び登録証の

写し 

 
 
 
 
 
 
 
 



別添 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成１１年厚生省令第３
７号) 
第７章 通所介護 
第２節 人員に関する基準 
(従業者の員数) 
第９３条 指定通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の
員数は、次のとおりとする。 
一 生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該
指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる
数 

２ 当該指定通所介護事業所の利用定員が十人以下である場合にあっては、前項の規定に
かかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯
を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保され
るために必要と認められる数とすることができる。 

５ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 
６ 第２項の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上
は、常勤でなければならない。 

 
第９章 短期入所生活介護 
第１節 基本方針 
(従業者の員数) 
第１２１条 
二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 

 
○指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成１１年老
企第２５号） 
六 通所介護 
１ 人員に関する基準 
(２)生活相談員（居宅基準第９３条第１項第１号） 
 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第５条第２項
に定める生活相談員に準ずるものである。 
 
八 短期入所生活介護 
１ 人員に関する基準（居宅基準第１２１条及び第１２２条） 
(２)生活相談員（居宅基準第１２１条第１項第２号） 
 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第５条第２項
に定める生活相談員に準ずるものとする。 
 
○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号） 
（職員の資格要件） 
第５条  
２ 生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同
等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 



○社会福祉法（昭和２６年法律第４５号） 
（資格等） 
第１９条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢
二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、
かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 
一 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校
又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関
する科目を修めて卒業した者 

二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 
三 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 
四 前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で
定めるもの 

 
○社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省令第２８号） 
（法第１９条第１項第４号に規定する厚生労働省令で定める者） 
第１条の２ 社会福祉法第１９条第１項第４号に規定する厚生労働省令で定める者は、次
のとおりとする。 
一 社会福祉士 
二 精神保健福祉士 
三 学校教育法に基づく大学において、法第１９条第１項第１号に規定する厚生労働大
臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第６７条第２項の規定によ
り大学院への入学を認められた者 

 
○社会福祉主事の資格に関する科目指定(昭和２５年厚生省告示第２２６号) 
社会福祉主事の設置に関する法律第２条第１項第１号の規定による社会福祉に関する科

目を次のように指定する。 
 
社会福祉概論，社会福祉事業史，社会福祉援助技術論，社会福祉調査論，社会福祉施設経
営論，社会福祉行政論，社会保障論、公的扶助論，児童福祉論，家庭福祉論、保育理論，
身体障害者福祉論，知的障害者福祉論，精神障害者保健福祉論、老人福祉論，医療社会事
業論，地域福祉論，法学，民法、行政法、経済学，社会政策、経済政策、心理学，社会学，
教育学，倫理学、公衆衛生学，医学一般，リハビリテーション論、看護学，介護概論、栄
養学及び家政学のうち三科目以上 
 
平成１２年４月１日から適用する。ただし、同年３月３１日において現に同項同号に該当
する者は、なお従前の例によることとし、平成１２年度において学校教育法に基づく大学
に在学する者は、なお従前の例によることができるものとする。 
 
 
 
 



社会福祉法第１９条第１項第１号に基づく厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目の読
替えの範囲等について（平成１２年９月１３日社援第２０７３号） 
 
１ 厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲 
  社会福祉法第１９条第１項第１号に基づく厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目
については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」（昭和２５年厚生省告示第２２
６号）に定められているところであるが、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。 

 
 

科 目 名 読  替  え  の  範  囲 

社会福祉概論 
社会福祉原論、社会福祉原理論、社会福祉論、社会福祉、社会福
祉概説、社会福祉学概論、社会福祉学、社会事業概論、社会福祉
総論、社会福祉Ⅰ、社会保障制度と生活者の健康 

社会福祉事業史 
①社会福祉事業史論、社会福祉発達史、社会福祉発達史論、社会
事業史、社会事業史論、社会福祉の歴史②日本社会福祉事業史と
西洋社会福祉事業史を履修していること 

社会福祉援助技 
術論 

社会福祉援助技術、社会福祉援助技術総論、社会福祉方法論、社
会福祉方法原論、社会福祉方法原理、社会福祉方法総論、社会事
業方法論、ソーシャルワーク原論、ソーシャルワーク論、ソーシ
ャルワーク 

社会福祉調査論 
社会調査統計、社会福祉調査法、社会福祉統計、社会福祉調査技
術、ソーシャルリサーチ論、福祉二一ズ調査論 

社会福祉施設経営論 
社会福祉施設経営、社会福祉施設運営論、社会福祉施設運営、ソ
ーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理論、社会福祉管
理運営 

社会福祉行政論 
社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政論、社会福祉法制、
社会福祉法概論、社会福祉計画論、社会福祉計画、ソーシャルプ
ランニング 

社会保障論 社会保障、社会保障概論、社会保障制度と生活者の健康 

公的扶助論 公的扶助、生活保護、生活保護論、生活保護制度論 

児童福祉論 児童福祉、児童福祉概論、児童福祉学 

家庭福祉論 
家庭福祉、母子福祉論、母子寡婦福祉論、婦人保護論、ファミリ
ーサポート、家族援助法 

保育理論 保育原理、保育論 

身体障害者福祉論 

①身体障害者福祉、身体障害者福祉概論②障害者福祉論、障害者
福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・
者福祉論 （身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいる
ものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の２科目
に該当する) 



知的障害者福祉論 

①知的障害者福祉、知的障害者福祉概論②障害者福祉論、障害者
福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・
者福祉論（身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるも
のに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の２科目に
該当する) 

精神障害者保健福祉論 
精神障害者保健福祉、精神保健福祉論、精神衛生学、精神衛生、
精神保健、精神医学 

老人福祉論 老人福祉、老人福祉概論、高齢者福祉論、高齢者保健福祉論 

医療社会事業論 医療社会事業、医療福祉論、医療ソーシャルワーク 

地域福祉論 
地域福祉、協同組合論、コミュニティワーク、コミュニティオー
ガニゼーション、地域福祉学 

法学 法律学、法学概論、基礎法学 

民法 民法総論 

行政法 行政法総論、行政法概論 

経済学 経済学概論、経済原論、基礎経済学 

社会政策 社会政策論、社会政策概論、労働経済、労働経済学 

経済政策 経済政策論、経済政策概論 

心理学 心理学概論、心理学概説、心理学総論 

社会学 社会学概論、社会学総論 

教育学 教育学概論、教育原理 

倫理学 倫理学概論、倫理原理 

公衆衛生学 公衆衛生、公衆衛生論、公衆衛生概論 

医学一般 
①医学知識、医学概論、一般臨床医学②人体の構造と機能と疾病
の成り立ちと回復の促進を履修していること 

リハビリテーショ 
ン論 

リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビリテーシ
ョン概論 

看護学 看護学概論、看護原理、看護概論、基礎看護学 

介護概論 介護福祉論、介護総論、介護知識 

栄養学 栄養学概論、栄養学総論、栄養指導、栄養・調理 

家政学 家政学概論、家政学総論 
  

２ 上記１の読替えの範囲に含まれない名称の科目であって、授業内容が社会福祉に関す
る科目に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとする（以下略）。 

３ 平成１２年４月１日から適用とする。 
 
 



（参考） 
１５福高施第１１９３号 
平成１６年３月１１日 

 
各老人福祉施設設置 
社会福祉法人理事長 殿 

 
東京都福祉局高齢者部施設サービス課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 

 
老人福祉施設における施設長及び生活相談員の資格要件について 

 
 
 日頃より、高齢者保健・福祉事業に御協力頂き感謝申し上げます。 
 さて、社会福祉施設の施設長及び生活相談員については、法令・通知等（別添）により

資格要件が定められているところですが、施設等から生活相談員の資格で「同等以上の能

力を有すると認められる者」等の内容について、照会等を頂いています。 
つきましては、生活相談員の資格要件として規定されている、「同等以上の能力を有する

者」等（別紙［参考資料］のアンダーライン）の具体的な内容については、別紙のとおり

としますのでお知らせいたします。 
なお、今後とも、適切な資格を有する施設長及び職員の配置（採用）について、よろし

くお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都福祉局高齢者部    
施設サービス課施設運営係  
℡０３－５３２０－４２６４ 

 
 



 
１５福高施第１１９３号 
平成１６年３月１１日 

 
各区市町村 老人福祉主管課長 

介護保険主管課長 殿 
 

東京都福祉局高齢者部施設サービス課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 

老人福祉施設における施設長及び生活相談員の資格要件について 
 
 
 日頃より、高齢者保健・福祉の推進に御協力頂き感謝申し上げます。 
 社会福祉施設の施設長及び生活相談員については、法令・通知等（別添）により資格要

件が定められているところですが、各施設等から「社会福祉法第１９条第１項各号と同等

以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容について、照会等が多く寄せられて

いる状況があります。 
つきましては、適切な資格等を有する職員（施設長含む）配置（採用）の重要性に鑑み、

老人福祉施設等の施設長及び生活相談員の具体的な資格要件について、別添のとおり、老

人福祉施設を設置している社会福祉法人理事長あてに通知しましたので送付いたします。 
なお、貴区市が設置し、運営を委託している老人福祉施設についても、今回の通知に基

づき適切な資格を有する職員の配置について、ご指導頂けますようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都福祉局高齢者部    
施設サービス課施設運営係  
℡０３－５３２０－４２６４ 

 


