
介護支援専門員の基本

１　介護支援専門員とは

　要介護（要支援）者からの相談対応や居宅サービス事業者との連絡調整等を行う
方であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な専門的知識等を有
する方として介護支援専門員証（以下「専門員証」という。）の交付を受けた方で
す。

２　介護支援専門員証とは

　平成18年度の制度改正により、介護支援専門員番号は8桁の番号になりました。
最初に鳥取県で登録された場合、31から始まる番号となります。

　介護支援専門員の身分を証明するものです。介護支援専門員として働く場合等
には必ず携帯する必要があります。

５　介護支援専門員証の住所欄について

　平成27年度より、介護支援専門員証から住所欄が削除されました。これにより、
住所のみが変更になった場合は、専門員証の書換交付申請は不要となり、変更届
の提出のみが必要となります。

３　介護支援専門員番号について

４　有効期間について

※平成17年度までは介護支
援専門員登録証明書（以下、
「登録証明書」という。）【A4版
と携帯版】を交付していました
が、制度改正により、平成18
年度からは専門員証【携帯版
のみ】を交付しています。
 登録証明書をお持ちの方
は、有効期間が既に過ぎてい
ますので、鳥取県長寿社会
課に返却してください。

（例）3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　平成18年度から介護支援専門員の資格は更新制度が導入されました。専門員証
の有効期間は5年間であり、原則5年に一度更新を行う必要があります。
　更新を行おうとする方は、有効期間満了日までに鳥取県介護支援専門員更新研
修（現任の方が受講）又は鳥取県介護支援専門員実務研修（現任ではない方が受
講）を受講し修了する必要があります。

登録番号

31444422

令和8年12月10日

交 付 年 月 日

有効期間満了日
写真

介 護 支 援 専 門 員 証

氏名 生年月日

鳥取　太郎 昭和52年1月1日

令和3年12月11日

上記の者は介護支援専門員

であることを証明する。

鳥取県知事 平井 伸治
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項目説明
鳥取県で保管している介護支援専門員名簿（以下「名簿」という。）
への登録のことです。

介護支援専門員に関する手続きについて

１　介護支援専門員の登録
区分

介護支援専門員実務研修受講試験（以下「試験」という。）に合格
し、鳥取県介護支援専門員実務研修（以下「実務研修」という。）を
修了した方で、今までに一度も介護支援専門員番号を付与されてい
ない方です。

登録申請を行うと、名簿に登録されるとともに、31から始まる8桁の
介護支援専門員番号が付与されます。

説明内容

手続きの流れ

実務研修（甲区分）を修了

効果

申請者

登録されますと、鳥取県から通知
があります（専門員証は交付され
ません）

登録されますと、鳥取県から通知
があります。同時に専門員証が交
付されます

３ヶ月以内

鳥取県に対し、介護支援専門員の
資格登録及び専門員証の交付を
同時に申請（様式第7号）

登録されただけですので、介護支
援専門員として働くことはできませ
ん。働こうと思う場合には後日(5年
以内)、専門員証の交付を申請して
ください（様式第6号）

介護支援専門員として働くことが可
能になります

鳥取県に対し、介護支援専門員の
資格登録を申請（様式第1号）
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今年度、試験に合格し、実務研修（甲区
分）を修了したのですが、何か手続きは
必要ですか。

試験に合格し実務研修（甲区分）を修了
した方は、必ず３ヶ月以内に登録の申請
を行う必要があります。

実務研修（甲区分）修了後に岡山県へ転
居するのですが、転居先の岡山県で登
録はできますか。

実務研修（甲区分）を修了した都道府県
で登録することとなっています。鳥取県で
登録したのち、転居後に岡山県への登
録移転手続きを行ってください。(P.4参
照)

有効期間が満了したため、専門員証を鳥
取県に返納しました。新しい専門員証の
交付を希望するため実務研修（乙区分）
を修了しました。この場合、登録の手続
きは必要ですか。

既に登録を受けていますので再度の登
録申請は不要です。専門員証の交付申
請のみ行ってください。

介護支援専門員として働くことはないの
で、登録はしなくていいですか。

登録されただけでは正式な介護支援専
門員ではありません。専門員証を交付さ
れて初めて介護支援専門員となりますの
で、介護支援専門員として働く場合は登
録申請と同時に専門員証の交付を申請
してください。

（初めて介護支援専門員登録を行う場
合）
研修実施機関に届け出している住所（例
えば岩美町）から、研修修了後に他の住
所（例えば鳥取市）に転居しました。申請
の際に住民票の添付は必要ですか。

転居後の住所が鳥取県内の場合は、住
基ネットで確認ができるため住民票は不
要です。
（参考）
　添付が必要な場合
　　○鳥取県内→鳥取県外
　　○鳥取県外→鳥取県外
　添付が不要の場合
　　○鳥取県内→鳥取県内
　　○鳥取県外→鳥取県内

回答
よくあるQ＆A

質問

実務研修（甲区分）を修了した日から３ヶ
月を経過する日までに登録しなければな
りません。

可能です。
鳥取県で登録された場合、他の都道府
県の居宅支援事業所等で介護支援専門
員として働くことはできますか。

登録されたら介護支援専門員として働い
てもいいですか。
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説明内容区分

鳥取県で登録の移転手続きを行
い、登録の移転が完了しますと鳥
取県から通知があります。同時に
鳥取県知事名の介護支援専門員
証が交付されます

他の都道府県の名簿から鳥取県の名簿に登録を移したい方

※申請に必要な用紙は別紙３を御覧ください。

※郵送する前に必ず登録されている都道府
県に登録を移転する旨、連絡してください。

効果

項目説明

鳥取県の名簿に登録されることで、介護支援専門員の各種研修に
ついては、鳥取県で実施される研修を受講することが基本になりま
す

鳥取県外から鳥取県内へ転居

２　登録の移転

既に他の都道府県の名簿に登録されている方が、鳥取県への転居
等の理由により鳥取県の名簿に登録を移すことです。

有効期間が満了している方

鳥取県の申請用紙を入手し、現在
登録されている都道府県に郵送

手続きの流れ

申請者

有効期間内の方

現登録都道府県で登録の移転手
続きを行い、現登録都道府県から
直接鳥取県へ申請書が郵送

鳥取県で登録の移転手続きを行
い、登録の移転が完了しますと鳥
取県から通知があります。（専門員
証は交付されません）
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有効期間が満了しているのですが、登録
の移転を行うことは可能ですか。

鳥取県では可能です。ただし、他の都道
府県では取扱いが異なる場合がありま
すので、鳥取県から他の都道府県に登
録の移転を希望する場合は、事前に登
録の移転を行う都道府県にお問い合わ
せください。

鳥取県から島根県に登録の移転を行い
たいと思いますが、どのようにすればい
いのですか。

登録を希望する島根県に連絡してその
指示に従ってください。

「手続きの流れ」に記載されているとお
り、鳥取県の申請用紙を現在登録されて
いる広島県に提出してください。その後、
鳥取県で新しい介護支援専門員証を交
付します。

広島県で既に登録されているのですが、
鳥取県に転居してきたので鳥取県の登
録に移したいと思います。どのような手
続きが必要ですか。

島根県から鳥取県に転居してきたのです
が、登録の移転は必ず行わないといけな
いのですか。

必ずしも行う必要はありません。しかし鳥
取県登録ではないため、各種研修につ
いては島根県が実施する研修の受講が
原則となります。よって、鳥取県へ登録
の移転を行うことをお勧めします。

回答

登録の移転の場合、申請してから新しい
専門員証が交付されるまでどのくらい期
間がかかりますか。

よくあるQ＆A
質問

登録の移転の場合、登録されている都道
府県を経由する必要があるため、通常の
申請より若干時間がかかります。そのた
め、登録の移転を行う場合には、必ず登
録の移転を行う旨、現在登録されている
都道府県に連絡してください。
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新しい専門員証が交付されます

鳥取県に対し、登録事項の変更届
け出及び専門員証の書換交付を
同時に申請

※申請に必要な用紙は別紙３を御覧ください。

申請者

３　登録事項の変更の届出
説明内容

手続きの流れ

住所・氏名が変更となった方

鳥取県に対し、登録事項の変更を
届け出ます

効果

住所・氏名が変更となった場合に行う届け出のことです。
区分

項目説明

有効期間内の方

名簿のデータが変更されます。介護支援専門員証や各通知は、届
け出た住所・氏名あてに送られます。

住所・氏名が変更

有効期間が満了している方
又は住所のみ変更の方
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有効期間が満了していない介護支援専
門員証を持っています。住所が変更にな
りましたが、登録事項の変更届け出のみ
提出すればいいですか。

平成27年度から専門員証に住所が記載
されなくなりましたので、変更届出書のみ
の提出でよくなりました。

質問 回答

米子市から南部町へ転居したので、変更
の届け出を行いたいと思いますが、住民
票は不要ですか。

転居先の住所が鳥取県内の場合は、住
基ネットで確認ができるため住民票は不
要です。
（参考）
　添付が必要な場合
　　○鳥取県内→鳥取県外
　　○鳥取県外→鳥取県外
　添付が不要の場合
　　○鳥取県内→鳥取県内
　　○鳥取県外→鳥取県内

変更したときは速やかに届け出ることと
なっていますので、届け出は必要です。

有効期間が満了していても登録事項の
変更届け出は必要ですか。

岡山県登録なのですが、鳥取県に転居し
てきました。この場合鳥取県に変更の届
け出を出せばいいのですか。

よくあるQ＆A

届け出を出すのは現在登録されている
都道府県に対してですので、岡山県に届
け出てください。
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回答

禁錮等の刑に処せられた場合等とは具
体的にはどのような場合ですか。

つぎのいずれかに該当した場合をいいま
す。
○禁錮以上の実刑又は執行猶予を受け
た方です。禁錮以上の刑とは、死刑、懲
役、禁錮のことです。
○介護保険法等の国民の保健医療若し
くは福祉に関する法律で罰金の実刑又
は執行猶予を受けた方です。

交通事故の加害者となったため、罰金の
実刑を受けてしまいました。この場合、届
け出は必要ですか。

交通事故の場合、禁錮以上の刑であれ
ば、届け出が必要です。今回の場合は罰
金ですので届け出は不要です。

質問

手続きの流れ（死亡の場合）

鳥取県に対し、死亡等の届け出
（様式第4号）

名簿から消除され、消除した旨、通
知されます。

よくあるQ＆A

効果 鳥取県の名簿から消除されます。

申請者
①死亡した場合：相続人
②成年被後見人又は被保佐人になった場合：後見人又は保佐人
③禁錮等の刑に処せられた場合等：本人

４　死亡等の届出
区分 説明内容

項目説明
名簿に登録されている方が、①死亡したり、②成年被後見人・被保
佐人になったり、③禁錮等の刑に処せられた場合等に行う届け出の
ことです。

届け出を行わなければならないのに行わ
なかった場合、どのようになるのですか。

該当する事実が判明した場合、「5　登録
の消除」（P.9）に基づき県が名簿から消
除します。

登録者が死亡
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該当する事実が判明した場合、県が名
簿から消除します。

介護支援専門員の資格はなくなり、介護
支援専門員として働くことができなくなり
ます。
登録を消除された場合、消除後５年間は
再度介護支援専門員として登録すること
はできません。

名簿から消除された場合、介護支援専
門員の資格はどうなりますか。

質問 回答

登録の消除に該当する方が、届け出す
るつもりがないようです。この場合、消除
はされないのですか。

事実が確認されると、名簿から消
除され、消除した旨、通知されま
す。

申請者

項目説明 鳥取県の名簿から消除されることです。

登録の消除を希望

５　登録の消除
区分

禁錮等の刑に処せられた場合等とは具
体的にはどのような場合ですか。

「4　死亡等の届出」（P.8）のQ＆Aを御覧
ください。

鳥取県の名簿から消除されます。

鳥取県に対し、登録消除の申請
（様式第5号）

効果

説明内容

名簿から消除され、消除した旨、通
知されます。

①登録消除を希望する方：本人
②死亡等の届け出を行った方
・死亡した場合：相続人
・成年被後見人又は被保佐人になった場合：後見人又は保佐人
・禁錮等の刑に処せられた場合等：本人

手続きの流れ

禁錮等の刑に処せられるなど登録
の消除となる事由が発覚

よくあるQ＆A
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効果
顔写真や氏名、有効期間満了日が記載された専門員証が交付され
ます。

登録を受けている方
※有効期間が満了した方で、必要な研修を修了していない場合は
交付できません。

申請者

手続きの流れ（例　有効期間満了後に専門員証の交付を行う場合）

有効期間が満了

実務研修（乙区分）を受講

鳥取県に専門員証（登録証明書）
を返納

６　介護支援専門員証の交付
区分 説明内容

項目説明 専門員証の交付を行うことです。

研修修了後、鳥取県に対し専門員
証の交付申請

新しい専門員証が交付されます

※他の都道府県では、再研修と呼んでいま
す。
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お見込みのとおりです。様式第6号で交
付申請をしてください。

回答

有効期間が満了したので、新しい専門員
証を交付してもらうため必要な研修を受
講し修了しました。この後何か手続きが
必要ですか。

様式第6号で専門員証の交付申請を行っ
てください。

鳥取県の場合は有効期間満了後に開催
される実務研修（乙区分）です。
なお、他の都道府県では介護支援専門
員再研修と呼ばれています。

昨年度試験に合格し、研修修了後、介護
支援専門員の登録だけは手続きを行っ
たのですが、専門員証の交付申請をしま
せんでした。急遽介護支援専門員として
働くこととなったため専門員証が必要とな
りました。この場合、交付申請すればい
いでしょうか。

よくあるQ＆A
質問

紛失の場合は、様式第15号で再交付申
請を行ってください。

有効期間が満了した方は、必要な研修を
修了しなければ交付申請はできないとの
ことですが、具体的にはどの研修でしょう
か。

有効期間内なのですが、専門員証を無く
してしまいました。新しい専門員証の交
付を受けるには、交付申請を行えばいい
のでしょうか。
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有効期間満了日までに、更新に必要な研修を修了

項目説明 介護支援専門員証の有効期間の更新を行うことです。

手続きの流れ

更新に必要な研修を修了し、更新を行おうとする方申請者

他県から鳥取県に移
転を行う場合

有効期間の更新された専門員証が交
付されます

※申請に必要な用紙は別紙３を御覧ください。

住所・氏名に変更がな
い場合

住所・氏名に変更があ
る場合

効果 有効期間の更新された新しい専門員証が交付されます。

鳥取県に対し、登録事
項の変更届け出及び
専門員証の有効期間
の更新を同時に申請
（様式第12号）

現登録都道府県で登
録の移転手続きを行
い、現登録都道府県か
ら直接鳥取県へ申請
書が郵送

鳥取県で登録の移転手続き
を行い、登録の移転が完了
しますと鳥取県から通知があ
ります。同時に有効期間の
更新された専門員証が交付
されます

鳥取県に対し、専門員
証の有効期間の更新
を申請
（様式第12号）

区分 説明内容

有効期間が満了する日までに

７　介護支援専門員証の有効期間の更新

現在登録されている都
道府県に郵送
（様式第11号）
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有効期間が満了しましたが、現在持って
いる専門員証（登録証明書）はこのまま
持っていて良いのでしょうか。

山口県に住んでいるので山口県の更新
研修を受講しようと思っているのですが、
山口県で更新研修を受講し修了した場
合、鳥取県登録でも更新は可能ですか。

可能です。

更新研修を修了したのですが、何か手続
きは必要ですか。

鳥取県の場合は有効期間満了後に開催
される実務研修（乙区分）を受講し、修了
した後に「6　介護支援専門員証の交付」
（P.10）に記載された手続きを行ってくだ
さい。

研修を修了しただけでは有効期間は更
新されませんので、更新の手続きを行っ
てください。

専門員証（登録証明書）が効力を失った
場合、介護支援専門員の資格はなくなる
のですか。

資格自体は無くなりませんが、介護支援
専門員として働くことはできなくなります。

よくあるQ＆A
質問

4月から介護支援専門員として働こうと
思っているのですが、3月で有効期間が
満了します。必要な研修を受けていない
ので更新ができません。4月から働くこと
は可能でしょうか。

有効期間が満了しますと介護支援専門
員として働くことはできなくなります。もし
有効期間が満了しているにもかかわらず
働いてしまうと、資格を剥奪されますので
御注意ください。

有効期間が満了する日までに行ってくだ
さい。有効期間が過ぎますと研修受講は
無効となり更新手続きはできなくなりま
す。

有効期間が満了したあとに、介護支援専
門員として働こうと思った場合にはどのよ
うにすればいいですか。

回答

有効期間を過ぎますと、専門員証（登録
証明書）は効力を失いますので、鳥取県
に返納してください。
ただし、実務研修（再研修）を受講される
可能性のある方は、コピーを取っておか
れることをお勧めします。（受講申込書に
登録番号と有効期間満了を記載する欄
があるため。）

更新の手続きはいつまでに行わなけれ
ばなりませんか。
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新しい専門員証が交付されます

どのようなときに専門員証は再交付でき
ますか。

有効期間が満了した場合、再交付はでき
ません。満了後の手続きについては、次
の「有効期間満了後の手続き」（P.15）を
御確認ください。

再交付できるのは、専門員証を紛失した
り、汚したり壊してしまった場合です。

質問

再交付申請と併せて登録事項の変更届
を提出してください。

有効期間が満了したので、新しい専門員
証を交付してほしいのですが、再交付の
手続きで間違いありませんか。

項目説明 専門員証を紛失等したため再交付することです。

手続きの流れ

よくあるQ＆A

※有効期間が満了している場合、再交付は
できません。

鳥取県に専門員証の再交付を申
請

効果

専門員証を紛失

８　介護支援専門員証の再交付等
区分

申請者 専門員証を紛失、又は破損した方

専門員証を紛失してしまったので再交付
の申請をしたいのですが、住所が変更に
なっています。この場合手続きはどうなり
ますか。

説明内容

新しい専門員証が交付されます。
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実務研修（再研修）は年に何回開催され
ていますか。

鳥取県では年に1回開催しています。平
成28年度以降は、12月から3月までの約
4ヶ月かけて実施します。

よくあるQ＆A
質問 回答

毎年秋頃に募集を開始しますので、その
頃になりましたら研修を実施している鳥
取県社会福祉協議会にお問い合わせく
ださい。

有効期間満了後の手続き

　新しい介護支援専門員証の交付を希望される場合は、次の研修を受講してください。

　有効期間が満了した場合、現在お持ちの介護支援専門員証（介護支援専門員登
録証明書を含む）は、効力を失いますので鳥取県に返納してください。
　なお、介護支援専門員としての登録が削除されるわけではありませんので、新し
い介護支援専門員証の交付を希望される場合は、次の手続きを行ってください。

新しい介護支援専門員証の交付
申請（新しい介護支援専門員証を
交付）

(2)手続きの流れ

実務研修（再研修）を受けたいのです
が、受講の案内は届きますか。

１　介護支援専門員証の返納

実務研修（再研修）を受講し修了

２　新しい介護支援専門員証の交付を希望する場合

実務研修（再研修）の受講申し込み

(1)研修名

鳥取県介護支援専門員実務研修（乙区分）※他の都道府県では再研修と呼びま
す。
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該当する様式をダウンロードして印刷

当課宛に郵送

https://www.pref.tottori.lg.jp/33694.htm

郵送先　〒680-8570　鳥取市東町１丁目２２０
　　　　　　　　　　　　　鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課　宛

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課（以下「当課」という。）ホー
ムページにアクセス

申請書等の入手方法について

手続きの流れ

※郵便物は郵便番号と課名を記載すれば届きます。
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