
認知症介護基礎研修
Q＆A

広島県健康福祉局地域共生社会推進課

（令和４年度版）



目次
１．申込関係

受講の義務づけについて ①
・養成施設及び福祉系高校での認知症科目受講者について
・認知症介護実践者研修の修了者について
・認知症サポーター養成講座修了者について
・義務づけ対象外の資格所持者について

・・・①
受講の義務づけについて ②
・人員配置基準上，従業者の員数に算定されない者等について
・送迎専門員について

・・・②
受講の義務づけについて ③
・訪問介護員養成研修（ホームヘルパー）について
・介護支援専門員（ケアマネージャー）について
・社会福祉施設長資格認定講習会受講者について
・認知症対応型サービス事業開設者研修の修了者について

・・・③
受講の義務づけについて ④
・介護福祉士実務者研修の修了者について
・実施要領掲載の実務者研修の修了者について

・・・④

受講の義務づけについて ⑤
・認知症ケア専門士について
・健康運動実践指導者について
・社会福祉主事について
・アルバイトとして認知症介護にあたっている者について

・・・⑤
外国人介護職員への受講の義務づけについて ①
・外国人介護職員についての受講の義務づけについて
・在留資格「特定技能」の外国人実習生について
・外国人技能実習生が受講する場合の技能実習計画について

・・・⑥
外国人介護職員への受講の義務づけについて ②

・入国後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国
後の自宅等待機期間中の受講の可否について
・外国人介護職員向け研修教材の提供の有無について

・・・⑦
申込手続きについて ①
・前年度発行済みの事業所コードの確認方法について
・事業所等のメールアドレスで受講申込することの可否について

・・・⑧
申込手続きについて ②

・介護保険事業所番号のない事業所が事業所コードを発行する
際の手続きについて

・・・⑨



目次
１．申込関係

申込手続きについて ③

・本登録の際に事業所名を入力しても「事業所名が一致しない」と
表示されることについて
・事業所の登録情報の変更について
・受講者の氏名の入力ミス等での修正について

・・・⑩
申込手続きについて ④
・事業所登録後の連絡未達について

・・・⑪
申込手続きについて ⑤
・外国人の名前の入力（３つに分かれる）について
・外国人の名前の入力（姓と名に分かれていない）について
・受講料の支払いについて
・受講料入金確認通知のメールについて

・・・⑫

２．受講関係

受講環境について ①
・会議室等で一斉受講させるようなことの可否について
・テキストの配布の有無について

・・・⑬

受講環境について ②
・スマートフォンやタブレットでの受講の可否について

・スマートフォン受講時の動画を視聴の不具合および対応する端
末について

・・・⑭
受講について ①
・IDの記載されたメールを紛失した時の対処法について
・確認テストで全問正解できなかった場合について
・確認テスト再挑戦時，違う問題が出題されることについて
・e-ラーニングシステムが固まるなどの動作不良について

・・・⑮
受講について ②
・受講修了までの所要時間について
・受講途中の一時中断や再開など，分割受講の可否について
・来年度の認知症介護基礎研修の実施について

・・・⑯
修了証について
・認知症介護基礎研修を他県で受講した時の有効性について

・前年度修了時に修了書を取り出しておらず，受講時のメールア
ドレスが削除済み，IDも不明のためログインできないという場合の
対応について
・修了証書の氏名に「？」と表示されることについて

・・・⑰



e-ラーニングシステムの運用に関してのお問い合わせは，e-ラーニングシステムホームページ
（https://dcnet.marutto.biz/e-learning/）のお問い合わせフォームへ送信してください。

また，ページ内でダウンロードできる「操作マニュアル（認知症介護基礎研修受講者用）」や，画面右側に
ある「お困りの場合はこちら」で解決する場合もありますので，まずはこちらをご確認ください。

なお，広島県が実施する認知症介護基礎研修は，広島市を除く県内２２の市町を対象としておりますの
で，事業所の所在地が広島市にある場合，お問い合わせは広島市へお願いします。

広島市地域包括ケア推進課（082-504-2648）



１．申込関係

Q．養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を

受講しましたが，介護福祉士資格は有していません。
認知症介護基礎研修を受ける必要がありますか？

Q．認知症サポーター養成講座を修了していますが，
認知症介護基礎研修を受ける必要がありますか？

受講の義務づけについて ①

①

Q．認知症介護実践者研修の修了者は，認知症介
護基礎研修を受ける必要がありますか？

A ．養成施設については卒業証明書及び履修科目

証明書により，事業所及び自治体が認知症に係る
科目を受講していることが確認できれば受講の必要
はありません。福祉系高校の卒業者については，認
知症に係る教育内容が必修となっているため，卒業
証明書等により卒業が単に証明できれば受講の必
要はありません。

A ．必ず受けなければいけないものではありません。
令和３年度介護保険報酬改定によって，無資格者は

認知症介護基礎研修の受講が義務づけられました
が，認知症介護実践者研修の修了者はその義務づ
けの対象外です。なお，受講そのものを妨げるもの
ではないので，受講していただいても構いません。

A ．認知症サポーター養成講座の修了者は，受講の

義務づけの対象外とならないので，受講の必要があ
ります。

Q．義務づけ対象外の資格がある者ですが，認知症
介護基礎研修を受講してもいいですか？

A ．受講の義務がないということにはなりますが，受

講そのものを妨げるものではないので，受講してい
ただいても構いません。
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Q．人員配置基準上，従業者の員数として算定され

る従業者以外の者や，直接介護に携わる可能性が
ない者は，認知症介護基礎研修を受ける必要があり
ますか？

受講の義務づけについて ②

②

Q．送迎専門員については，認知症介護基礎研修を
受ける必要がありますか？

A ．人員配置基準上，従業者の員数として算定され

る従業者以外の者や，直接介護に携わる可能性が
ない者については，受講の義務づけの対象外となり
ます。

A ．要領で受講対象者は「介護に直接携わる職員」

と記載していますが，介護保険施設の職員配置基
準の要件に当たらない送迎専門員は「介護に直接
携わる」とならないので，受講の義務づけの対象外
となります。

一方で，義務づけの趣旨を踏まえて，認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら，
本人主体の介護を実施するためには，人員配置基準上，従業員の員数として算定される従業者以外の者
や，直接介護に携わらない者であっても，受講することを妨げるものではないので，各施設，事業所等にお
いて積極的に判断していただきたいです。
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受講の義務づけについて ③

③

Q．介護支援専門員（ケアマネージャー）は認知症介
護基礎研修を受ける必要がありますか？

A ．受講の義務づけの対象外となるため，受講の必
要はありません。

Q．訪問介護員養成研修（ホームヘルパー）を修了し

ていますが，認知症介護基礎研修を受ける必要が
ありますか？

A ．訪問介護員養成研修（ホームヘルパー）につい

て，一級課程および二級課程の修了者は義務づけ
の対象外となるため受講の必要はありませんが，三
級課程の修了者は義務づけの対象外とならないの
で，受講する必要があります。

A ．認知症対応型サービス事業開設者研修は，開設

する上での知識を学ぶ研修となっているため，認知
症介護基礎研修を受講する必要があります。

A ．講習会のカリキュラムからは認知症に関する科

目が確認できないため，受講の義務づけ対象外とは
ならず，受講する必要があります。

また，認知症に関する科目がある研修や講習会を
修了していても，認知症介護基礎研修の受講義務
づけ対象外になるという判断を厚生労働省がされな
い場合は，受講する必要があります。

ありますが，この講習会受講者は認知症介護基礎
研修を受ける必要がありますか？

Q．認知症対応型サービス事業開設者研修の修了

者は、認知症介護基礎研修を受ける必要がありま
すか？

Q．特別養護老人ホームの施設長の資格要件には
「社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者」と



（実技試験免除）

筆記試験

１．申込関係

受講の義務づけについて ④

④

Q．介護福祉士実務者研修の修了者は，認知症介
護基礎研修を受ける必要がありますか？

A ．受講の義務づけの対象外となるため，受講の必
要はありません。

Q．実施要領に掲載されている「実務者研修修了者」

とは，介護福祉士実務者研修修了者のことを指して
いるのでしょうか？

A ．介護福祉士の実務者研修という認識で間違いあ

りません。介護福祉士国家試験の受験資格として
「実務経験３年以上」に加えて，受講する必要がある
と定められている研修のことです。（右図参照）

なお，類似した名称である痴呆介護実務者研修
（平成１７年（２００５年）廃止）の修了者は，認知症介
護実践者研修を修了したとみなされるため，認知症
介護基礎研修の義務づけ対象外となります。

介護福祉士国家試験
受験資格ルート図（実務経験ルート）

実務経験３年以上 実務経験３年以上

＋ ＋

実務者研修
（EPA介護福祉士
候補者以外）

介護職員基礎研修
＋

喀痰吸引等研修

介護福祉士資格取得（登録）

（平成２５年廃止）
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Q． 「認知症ケア専門士」の資格を所持していますが，
認知症介護基礎研修を受ける必要がありますか？

受講の義務づけについて ⑤

⑤

Q．「健康運動実践指導者」の資格を所持しています

が，認知症介護基礎研修を受ける必要があります
か？

Q．アルバイトとして採用していて，法人内の複数の

事業所で認知症介護にあたっている者について，認
知症介護基礎研修を受ける必要がありますか？

A ．介護に直接携わる職員は受講義務づけの対象
となるため，受講する必要があります。

また，複数の事業所で勤務されているという場合，
いずれの事業所から申し込みされても構いませんが，
何らかの連絡を取る必要が生じた時のため，主とな
る事業所で事業所コードを取得していただき，受講
申込されることが望ましいです。

A ．受講の義務づけの対象外とならないため，受講
する必要があります。

A ．カリキュラムからは認知症に関する科目が確認

できず，資格の所持をもって義務づけ対象外となら
ないため，受講する必要があります。

Q．「社会福祉主事」の資格を所持していますが，認
知症介護基礎研修を受ける必要がありますか？

A ．受講の義務づけの対象外とならないため，受講
する必要があります。
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外国人介護職員への受講の義務づけについて ①

⑥

A ．在留資格「特定技能」の実習生については，無

資格となるため義務づけの対象となるので，受講す
る必要があります。

Q．外国人介護職員についても，受講が義務づけら
れますか？

A ．ＥＰＡ介護福祉士，在留資格「介護」等の医療・福

祉関係の有資格者を除き，従業員の員数として算定
される従業者であって直接介護に携わる可能性が
ある者については，在留資格にかかわらず，義務づ
けの対象となります。

Q．在留資格「特定技能」の外国人実習生は認知症
介護基礎研修を受ける必要がありますか？

Q．外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受

講する場合，技能実習計画には記載する必要があ
りますか？

A ．認知症介護基礎研修は，法令に基づき受講が

義務づけられるものであることから，技能実習制度
運用要領第４章第２節第３（２）を踏まえて，技能実
習計画への記載は不要となります（令和６年３月ま
での間，努力義務として行う場合も同様です。）。

なお，受講に係る給与や時間管理が通常の技能
実習と同様に行われることや，研修の受講状況につ
いて，技能実習指導員が適切に管理することが必要
となります。
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外国人介護職員への受講の義務づけについて ②

⑦

Q．事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎

研修を受講させる場合，入国後講習中や新型コロナ
ウイルス感染症対策のための入国後の自宅等待機
期間中に受講させてもよいですか？

A ．入国後講習中の外国人技能実習生については，

入国後講習の期間中は業務に従事させないこととさ
れていることから，認知症介護基礎研修を受講させ
ることはできません。

一方，新型コロナウイルス感染症対策のための入
国後の自宅等待機期間中であって入国後講習中で
はない外国人技能実習生については，受入企業と
の間に雇用関係がある場合に限り，認知症介護基
礎研修（オンラインで実施されるものに限ります。）を
受講させることができます。

A ．令和４年度から，日本語能力レベルＮ４（ＪＬＰＴ）

程度で学べる「やさしい日本語」によるｅラーニングシ
ステムが追加されました。

ｅラーニングホームページ「ほかの言葉はこちら」か
ら「やさしい日本語（N4）」を選択することで，「やさし

い日本語」版受講者用操作マニュアル（「使うときの
説明を見る」という項目）がダウンロードできます。

また，受講申込後にｅラーニングホームページでログ
インすると，ベトナム語，英語，インドネシア語，中国
語，ビルマ語の補助テキストがダウンロードできるよ
うになります。

研修は日本語で行われますが，補助テキストを参
考にしながら理解を深め，受講を進めてください。

Q．外国人介護職員が研修内容を理解して受講でき

るように，多言語化された研修教材は提供されます
か？
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申込手続きについて ①

⑧

Q．前年度の基礎研修受講の際に事業所コードを発

行しましたが，担当者の異動のため，事業所コード
通知のメールが確認できなくなりました。どのように
すればよいでしょうか？

A ．eラーニングシステムホームページの「お問い合

わせフォーム」から研修委託団体へ照会するようお
願いします。

https://dcnet.marutto.biz/e-
learning/registers/inquireGeneral

フォーム内に「お問い合わせの前に画面右横の
「お困りの場合はこちら」をお試しください」との表示
があるので，まずはそちらをご確認ください。

また，全国から問い合わせが集中する時期だと，
回答までに数日かかることもありますので，その点
はあらかじめご了承ください。

A ．e-ラーニングシステムの仕様上，システム内で一

度登録されたメールアドレスを別の人が使って登録
することはできず，エラーとなってしまいます。受講
する方がメールアドレスをお持ちでない場合は，フ
リーメールなどのメールアドレスを取得してください。

【エラーとなる例】

・事業所登録と受講者登録で同じメールアドレスを使
おうとした場合
・受講者Aさんと受講者Bさんの登録で同じメールアド
レスを使おうとした場合（事業所登録も同様です）
・昨年度受講されたCさんが登録したメールアドレス
を使って今年度受講のDさんが登録しようとした場合

Q．事業所コードを発行する際に登録した事業所や

法人の代表メールアドレスを使って受講申込するこ
とは可能でしょうか？
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申込手続きについて ②

⑨

Q．事業所コードを発行するため，e-ラーニングシス

テムホームページの「事業所登録フォーム」で必要
事項を入力していますが，介護保険事業所番号の
ない事業所なので，その項目が入力できません。

A ．広島県ホームページで医療介護基盤課が公開し

ている「広島県内の指定事業所・施設」の一覧（所在

地が広島市のものを除く）を研修委託団体へ提出し，
e-ラーニングシステムへ取り込むことで，事業所コー
ドの発行を可能にしています。

介護保険事業所番号のない事業所等については，
その事前の処理が行われていないため，まずは県
の担当者へご連絡ください。必要事項を聞き取りさ
せていただいた後に，研修委託団体へその情報を
提供してシステムに取り込んでいただくことで，事業
所コードの発行が可能となります。

【県担当者へお伝えいただく必要事項】

・介護保険事業所番号
（広島県は34で始まる10桁の番号です。サ高住等
で介護保険事業所番号がない場合は不要です）
・法人名
・事業所名
・事業所所在地
・事業所代表電話番号
・事業所の指定区分
（居宅型，地域密着型，施設型 など）
・サービスの種類
（通所介護，訪問介護，居宅介護 など）



１．申込関係

申込手続きについて ③

⑩

Q．本登録の際に事業所名を入力しても「事業所名
が一致しない」と表示されてしまいます。

A ．事業所のご担当の方がe-ラーニングシステムで

事業所登録をされた際の入力内容と完全一致して
いない場合は，このようなエラーになってしまいます。
一例として，事業所名の中にスペース（空白）がある
場合でも，登録時の入力が全角か半角かの違って
いる，あるいは正式にはスペースがあるのに事業所
登録の際にスペースなしで入力されたものが登録さ
れた，というケースなどがあります。

対処法としては，事業所登録完了時にシステムか
ら自動返信で事業所コードを記載したメールが送信
されますので，そのメールを受講者の方へ転送して
いただき，メールにある事業所名や事業所コードをコ
ピーして貼付するといった方法が一番間違いの起き
にくい方法となります。

Q．事業所の登録情報（メールアドレス・事業所名
等）を変更するにはどうしたらいいですか？

A ．e-ラーニングシステムのお問い合わせフォームに
以下の情報を送信してください。

①事業所名 ②事業所所在地の自治体（都道府県
等） ③修正前の情報 ④修正後の情報

Q．受講者の氏名の入力ミスが見つかりました。修正
するにはどうしたらいいですか？

A ．e-ラーニングシステムのお問い合わせフォームに
以下の情報を送信してください。
①受講者名（ログインID発行後はIDも） ②事業所

名 ③事業所所在地の自治体（都道府県等） ④修
正前の情報（誤入力した氏名） ⑤修正後の情報（正
しい氏名）



１．申込関係

申込手続きについて ④

⑪

Q．事業所登録をして，画面で登録が完了したと表

示されましたが，それから何も連絡がありません。
メール等が届くのではないでしょうか？

A ．登録が完了した場合は，事業所コードが記載さ

れたメールがシステムから自動送信されます。それ
が届かないということは，以下の可能性が考えられ
ます。

・迷惑メール等のフォルダへ入ってしまっている
・ドメイン設定により，受信拒否されている
・登録時のメールアドレスにスペルミスがあった

迷惑メール対策等で受信拒否設定中の場合は
「@zfhv.ftbb.net」のドメインを受信許可してください。

登録時のメールアドレスが誤っていた場合，システ
ムから自動送信されたメールが届かなかったかどう
かの確認はできない仕様とのことです。

登録自体が完了しているかどうかは研修委託団体
で確認できますので，e-ラーニングシステムのホー

ムページにあるお問い合せフォームから，事業所登
録後のメールが届かないこと，事業所コードを照会し
たいことについて記載して，送信してください。

全国からの問い合わせが集中する時期だと，対応
に数日かかることもあるとのことなので，あらかじめ
ご了承ください。



１．申込関係

申込手続きについて ⑤

⑫

Q．受講希望者が外国人の方で，名前が３つに分か

れています。姓と名の２か所しか入力する欄があり
ませんが，どのようにしたらよいでしょうか？

A ．システム上，２か所しか入力できないため，真ん

中の名前を姓か名に寄せていただき，その間にス
ペースを入力してください。

Q．受講希望者が外国人の方で，名前が姓と名に分

かれていないのですが，２か所の入力欄の片方が
空欄となるためエラーになってしまいます。どのよう
にしたらよいでしょうか？

A ．ひとまず名前を途中で分けて姓と名にそれぞれ

入力して登録を完了していただき，そのことを県の担
当者へお伝えください。システムから直接氏名を修
正する形になりますので，県を通じて研修委託団体
の担当者へ連絡させていただきます。

Q．受講料の支払いはどのようにしたらよいでしょう
か？

A ．令和４年現在，広島県では受講料を県の負担と

しており，申込いただいた事業所および受講者宛て
に受講料が請求されることはありません。

なお，令和５年に関しては引き続き受講料を県の
負担とする予定で考えていますが，確定ということで
はありません。詳細は県ホームページで公開する各
年度の実施要領をご確認ください。

Q．受講料入金確認通知のメールを受信しましたが，
どこかで引き落としされたということでしょうか？

A ．e-ラーニングシステムの仕様上自動送信されま

すが，上記のとおり受講料は県の負担となります。
メールに記載されたIDでログインしていただき，受講
を開始してください。



２．受講関係

受講環境について ①

⑬

Q．事業所内の受講者を会議室に集めるなどして，
一斉受講させるというようなことは可能でしょうか？

A ．認知症介護基礎研修は受講者一人一人にIDが
発行されます。それぞれがそのIDでe-ラーニングシ

ステムへログインして受講していただき，受講完了
後にMypageから修了証をダウンロードするという流
れになります。

仮にAさんのIDでログインしたパソコンの画面をプ
ロジェクター等でBさん，Cさんが同時に視聴できるよ

うにして，そのまま受講完了したとしても，システム
上はAさんのみ修了して，BさんとCさんは未受講のま
まという扱いになります。

質問の状況では，会議室に受講者全員分のパソコ
ン等が用意され，個別にログインした状態で一斉に

受講させるという意味であればそれも可能ですが，
一台のパソコンで全員が同時受講したいということ
であれば，それは不可能ということになります。

もし，研修受講のために長時間使えるパソコンが
事業所にひとつしかないという場合は，受講者間で
利用時間を調整するなどして受講していただくか，ご
自宅等でe-ラーニングシステムにログインして受講し
てください。

A ．配布用のテキストはありません。
なお，外国人受講者向けの補助テキストはMypage
からダウンロードできます。

Q．この研修にはテキストは配布されないのでしょう
か？



２．受講関係

受講環境について ②

⑭

Q．スマートフォンで受講していますが，動画を視聴

して次に進もうとしても画面が変わりません。端末が
対応していないのでしょうか？また，受講に対応する
端末はどういったものがありますか？

A ．e-ラーニングシステムで受講する必須環境として，
HTML5対応ブラウザおよびJavaScriptが有効になっ
ていることが条件となります。

A ．主にパソコンで受講することを想定されているた

め，対応しないスマートフォン等では一部表示がされ
なかったり，正常に動作しない可能性があります。

また，動画を視聴する際にはデータ量が大きくなり
ますので，Wi-fi環境下でのご利用が推奨されます。

Q．スマートフォンやタブレットで受講することはでき
ますか？

対応ブラウザは，Microsoft Edge，Google Chrome，
Firefox，Safariの最新版が推奨されております。

受講が進められないなどの不具合がある場合は，
ブラウザ環境や設定などをご確認ください。それでも
改善しない場合は，一度別のパソコン等でログイン
して，正常に動作するかをお試しください。

その上でなお受講が進められないという場合は，
e-ラーニングシステムのホームページにあるお問い

合せフォームから，受講が進められないことについ
て，受講環境や使用端末などを合わせて記載して，
送信してください。

全国からの問い合わせが集中する時期だと，対応
に数日かかることもあるとのことなので，あらかじめ
ご了承ください。



２．受講関係

受講について ①

⑮

Q．IDの記載されたメールを紛失してしまいましたが，
どのようにすればいいですか？

A ．e-ラーニングシステムのトップ画面にある「ID・パ

スワードを忘れた方はこちら」から再発行の申込をし
て，再発行の手続きに関する通知メールの内容に従
い，手続きをしてください。

A ．確認テストの問題はランダムで出題されるのが
標準仕様となっております。

Q．確認テストを再挑戦しているのですが，前の時と
違う問題が出題されました。

Q．確認テストは全問正解できなかった場合はどうな
るのでしょうか？

A ．全問正解しないと次の章に進めません。

確認テストは何度でも受けることができますので，
回答後に表示される解説や，動画の再視聴で不正
解だった箇所をチェックしていただき，全問正解を目
指してください。

A ．受講者が集中するなどしてサーバーに負荷がか

かっている場合，一時的にアクセスしづらい状況が
続くことも確認されているようです。しばらく時間を空
けてから試してみてください。

また，動画の容量が大きいため，通信環境が安定
していないことが原因となっている可能性もあるので，
スマートフォン等であればWi-fi環境下で接続するな
ど，接続状況をご確認ください。

Q．受講中にe-ラーニングシステムが固まってしまい，
動かなくなりました。



２．受講関係

受講について ②

⑯

Q．受講修了にはどのくらい時間がかかりますか？

A ．動画視聴時間は約150分となり，これに加えてテ
ストを受ける時間がかかります。

Q．一度ですべての動画を観たり，テストを最後まで
受けないといけませんか？

A ．分割して受講することができます。少し時間が空
いたときに1つの学習項目を受講するなど、ご自身
の都合に合わせて受講を進めてください。

e-ラーニングシステムのホームページからご自身
のIDでログインすることで，受講を再開できます。事

業所のパソコンで途中まで視聴して，自宅のパソコ
ン等でその続きから視聴を再開するといったことも可
能です。

Q．来年度も認知症介護基礎研修は実施されます
か？

A ．現時点では確定しておりませんが，広島県として

は来年度も認知症介護基礎研修を実施する予定で
考えております。

詳細が決まり次第，広島県ホームページで情報を
発信していきますので，発表までしばらくお待ちくだ
さい。



２．受講関係

修了証について

⑰

Q．認知症介護基礎研修について，他県で受講した
ものは広島県でも有効でしょうか？

A ．実施要項に沿った形で実施されている研修につ
いては，県をまたいでも有効となります。

例えば同一法人で複数の都道府県に事業所があ
り，職員が他県の事業所へ異動するということが
あった場合，認知症介護基礎研修をすでに修了して
いるのであれば，異動先の都道府県で改めて受講
する必要はありません。

なお，初めて受講する職員の方の法人本部が広
島県にあり，事業所が他県にあるというような場合，
事業所所在地（他県）で実施されている認知症介護
基礎研修を受講してください。

Q．前年度に修了したのですが，修了書を取り出し

ていませんでした。その時のメールアドレスは削除し
ていて自分のIDも不明のためログインもできず，修

了書の取り出しができません。どのようにすればよ
いでしょうか？

A ． e-ラーニングシステムのホームページにある「お

問い合わせフォーム」から問い合わせて，研修委託
団体の担当者からの指示に従って必要な手続きを
行ってください。

Q．修了証書の氏名に「？」と表示されます。

A ．旧字，外字等の環境依存文字が原因でこういっ

た表示になることがあります。個別対応の必要があ
るため，e-ラーニングシステムのホームページにある
「お問い合わせフォーム」から問い合わせてください。


