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令和３年度千葉県相談支援従事者初任者研修実施要領 

 

 

１ 開講目的 

 障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの、総合的かつ適切な利用

支援等の援助技術の習得、障害特性の理解及び日常の相談支援業務の検証を行うことにより、相

談支援に従事する者の資質の向上を図ります。 

 

２ 実施主体 

  千葉県 

 

３ 受講対象者 

対象者 

下記①・②いずれかの者 

① 指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援

事業所（以下「相談支援事業所等」という。）において「相談支援専門員」と

して従事しようとする者 

② 市町村職員（障害児者の相談支援に関わる者） 

受講期間 講義３日間（講義及び演習１日を含む）及び演習４日間の計７日間 

【注意事項】 

令和元年度まで、サービス管理責任者又は児童発達管理責任者（以下「サービス管理責任者等」と

いう。）になる方を対象とした「相談支援従事者初任者研修（2日課程）」を実施していましたが、令

和２年度から、サービス管理責任者等基礎研修と一体で開催しています。 

サービス管理責任者等を志望している方は、別途開催する令和３年度千葉県サービス管理責任者

（児童発達支援管理責任者）基礎研修にお申し込みください。 

令和３年度は、本研修とサービス管理責任者等基礎研修の開催時期が重なっていることから、同時

履修は困難ですので、先に配属される予定の業務に必要な研修を受講してください。 

 

４ 定員 

 ４５０名 

 

５ 研修内容 

 厚生労働省・相談支援従事者初任者研修標準カリキュラムによります。 

今年度は、１日目・２日目の講義をオンデマンド配信で実施します。受講に当たっての留意事項

は、後述の１３（オンデマンド配信の受講について）を確認してください。 

※オンデマンド配信での受講ができない方については、対面式の講義を行います。申込用フォームの

「オンデマンド配信による講義の受講の可否」で、受講不可の欄を選択してください。 

 

６ 受講料 

 無料 
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７ 研修日程・会場 

（１）講義（３日目は講義及び演習） 

 日程 会場 備考 

１日目・ 

２日目 

令和３年８月２５日（水）～

令和３年８月２７日（金） 
オンデマンド配信で実施 

 

※オンデマンド配信で受講できない方は、対面式の講義を実施します。 

開催予定 令和３年８月２０日（金）・８月２３日（月） 

千葉県庁本庁舎１階多目的ホール（千葉市中央区市場町 1-1） 

３日目 
① 令和３年９月６日（月） 千葉市民会館大ホール 

（千葉市中央区要町 1-1） 

①②のうちいずれか

１日を受講※1 ② 令和３年９月９日（木） 

 

（２）演習（前期２日間、後期２日間で実施） 

後期演習（６日目・７日目）の日程は未定です。決定次第、当該次数の受講者に連絡します。 

 次数 日程 会場 備考 

前期演習 

 

４日目・ 

５日目 

１ 
令和３年９月１３日（月）・ 

９月１５日（水） 

千葉県教育会館 新館 501 

(千葉市中央区中央町 4-13-10) 

１～９のうち 

いずれか１次を

受講※2 

２ 
令和３年９月１７日（金）・ 

９月２１日（火） 

３ 
令和３年９月２２日（水）・ 

９月２４日（金） 

４ 
令和３年９月２７日（月）・ 

９月２８日（火） 千葉県自治会館大ホール 

（千葉市中央区中央 4-17-8） 
５ 

令和３年９月２９日（水）・ 

９月３０日（木） 

６ 
令和３年１０月 ４日（月）・ 

１０月１１日（月） 

千葉県教育会館新館 501 

(千葉市中央区中央町 4-13-10) 

７ 
令和３年１０月２９日（金）・ 

１１月 ２日（火） 
千葉市長沼原勤労市民プラザ 

多目的ホール 

（千葉市稲毛区長沼原町 304-1） ８ 
令和３年１１月１０日（水）・

１１月１２日（金） 

９ 
令和３年１１月２３日（祝）・ 

１１月２５日（木） 

千葉県教育会館新館 501 

(千葉市中央区中央町 4-13-10) 

※1、※2とも、申込状況によっては、日程の希望に添えないことがあります。 

 

８ 受講申込の方法 

今年度は、「ちば電子申請サービス」を利用した申し込みと、必要書類の郵送の両方が必要となり

ます。次ページの（１）、（２）をよく読んで、手続きを行ってください。 

法人に所属している（現在所属してはいないが、法人の運営する事業所に相談支援専門員として配

属予定の者を含む）場合は、原則として当該法人から申込手続きをしてください。 

法人に所属していない方のみ、個人で申し込みをしてください。 

 

 

 

 

 

ちば電子申請サービス【千葉県】 

http://s-kantan.jp/pref-chiba-u/ 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）ちば電子申請サービスへの入力 

① ちば電子申請サービス【千葉県】を開く。 

② 「手続き申込」から、「令和３年度千葉県相談支援従事者初任者研修 申込み」を選択 

③ 説明を読んで手続き内容を確認し、利用規約に同意 

 ※ 利用者登録をせずに申し込むことができます。利用者登録を行い、利用者ログインして申し

込む場合は、④、⑤の手順を省略できます。 

④ 連絡先メールアドレスを入力 

⑤ 送信される【ちば電子申請サービス】連絡先アドレス確認メールに記載されたＵＲＬにアクセス 

※ 迷惑メール対策や、ＵＲＬリンク付きメールを拒否する設定等を行っている場合は、「pref-

chiba@s-kantan.com」からのメール受信が可能な設定に変更しておいてください。 

⑥ 画面に従って、残りの項目を入力 

※ 必須項目の未入力等、不備があるとエラーメッセージが表示され、確認画面に進めません。 

⑦ 確認へ進み ＜申込確認＞、申込みを完了 

※ 申込完了通知メールで整理番号とパスワードが自動配信されるので、控えておいてください。

（２）の手続きに必要になります。 

※ ちば電子申請サービスは、システムメンテナンスや通信障害等により利用が停止することが

あります。期日に余裕をもって申し込んでください。 

（２）ア及びイを作成し、１０の申込先に郵送（封筒の表に「初任者研修申込」と朱書きする） 

ア 受講推薦書 

 

※法人に所属し

ている方につい

ては、受講推薦書

を作成し、法人の

代表者印を押印 

・（１）の申込内容を踏まえて作成してください 

・（１）の「申込完了通知メール」で受講希望者毎に通知された 12桁の整理番

号を必ず記入してください。 

・複数名を申し込む場合は、配置予定の事業所単位で優先順位を記入します。 

※（１）の申込内容と相違や矛盾がないように注意してください。 

例：配属予定事業所の名称や優先順位が（１）と異なる。優先順位の低い方の

配置予定年月が上位の方より早い 等 

・お名前に外字があり、（１）の入力時に正しい漢字が入力できなかった方で、

修了証書の氏名の表記に配慮を要する場合は、備考欄にその旨を記入して、

正しい漢字を手書きで記載（入力された漢字で支障のない方は不要）してく

ださい。 

※受講推薦書の送付がない、又は整理番号が正しく記載されていない方は、（１）

の申込内容にかかわらず、選考にあたっては配置予定なしとして扱います。 

イ 返信用封筒 

※受講可否通知

に使用します 

※受講希望者 

1 名につき１部 

・角形２号封筒等、Ａ４判用紙が折らずに入るもの（郵送時は、折りたたんで

送付してください）。 

・返信先（受講希望者住所・氏名）を明記（宛名にはあらかじめ「様」又は「御

中」と記載）してください。 

・120円切手（角形２号封筒の場合）を貼っておいてください。また、切手貼

付箇所の付近にあらかじめ「不足分受取人払」と記載してください。 
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９ 受講申込期限 

（１）電子申請    令和３年７月２３日（金）午後１１時５９分まで 

（２）郵送書類の送付 令和３年７月２３日（金）※当日消印有効 

     両方の提出が確認できない場合は、書類不備で受付できませんので御注意ください。 

 

１０ 申込先（問い合わせ先） 

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県健康福祉部障害福祉事業課 地域生活支援班 

電話 043-223-2335 

※ちば電子申請サービスのシステム操作に関するお問合せ 

 固定電話コールセンター 0120-464-119 （フリーダイヤル 平日 9:00～17:00） 

 携帯電話コールセンター 0570-041-001 （有料 平日 9:00～17:00） 

※郵送書類が届いているかのお問合せには対応できかねますので、御不安がある方は、追跡

可能な郵便を御利用ください。（電子申請については、申込内容照会画面から申込時に発

行された整理番号とパスワードを入力して確認することができます。） 

 

１１ 受講者の決定 

 受講の可否については、令和３年８月６日（金）までに通知を郵送します。 

 ※ 申込者が定員を上回った場合は、下表の選定順位に基づく選考により決定します。 

（先着順ではありません。） 

 この場合、千葉県内の事業所に所属（予定）の方を優先します。 

【選定順位】 

配置（予定） 

場所 
配置予定時期 

事業所の順位 

１位 ２位 ３位以降 

千葉県内 

令和 4年 

12月 31日以前 
選定順位 １位 選定順位 ２位 選定順位 ５位 

令和 5年 

1月 1日以降 
選定順位 ３位 選定順位 ６位 

未定 選定順位 ４位 選定順位 ７位 

県外又は未定 

令和 4年 

12月 31日以前 

選定順位 ８位 令和 5年 

1月 1日以降 

未定 

※「配置予定の事業所」欄において、 

 事業所名や所在市町村名の回答がない場合は、配置（予定）場所が未定として、配置予定 

年月の回答がない場合は、配置予定時期が未定として扱いますので注意してください。 

 

１２ 修了証書の交付 

  研修の全課程を修了した者には修了証書を交付し、千葉県において修了者名簿を作成・管理し

ます。 
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１３ オンデマンド配信の受講について 

・講義の配信は、動画配信サービスを使用して行います。受講決定時にＩＤ・パスワード及びＵＲ

Ｌを通知します。 

・事業所又は個人所有のコンピュータ、スマートフォン、タブレット等、動画の視聴ができる機器

を御用意ください。ＺＯＯＭ等の特別なソフトウェアやアプリの必要はありません。 

・配信期間は、８月２５日（水）～８月２７日（金）8:00～19:00の予定です。配信日になりまし

たら、通知されたＵＲＬにアクセスして、ＩＤとパスワードでログインしてください。 

・２日間分の講義を、本研修のプログラムごとに分けてありますので、全課程を番号順に視聴して

ください。一度視聴した動画を再度視聴することは可能ですが、期間内に視聴を終えてください。 

・講義資料は、オンデマンド配信の前に本研修のホームページに掲載します。視聴前に各自でダウ

ンロードして、印刷しておくようお願いします。 

・Ｗｉ－ＦｉもしくはＬＡＮケーブルの有線接続環境下で視聴してください。通信量が多いため、

４Ｇ等の携帯電話回線の場合、利用制限や多額の通信費用が発生することがあります。 

・受講方法の詳細は、受講決定時に通知するほか、本研修のホームページにも掲載します。 

 

１４ 受講に当たっての注意事項 

（１）演習の実習課題について 

受講者は、実習課題を作成し、前期演習の初日に研修会場へ持参する必要があります。実習

課題の内容は、受講決定後に本研修のホームページにおいて御案内します。演習の際に使用し

ますので、必ず準備してください。（後期演習においても、同様に課題の提出があります。） 

（２）研修当日は、必ず体温測定等健康チェックを行い、発熱等の症状がある方は受講を控えてく

ださい。（申込先まで御連絡をお願いします。） 

（３）千葉市長沼原勤労市民プラザを除き、研修会場に駐車場の用意はありませんので、必ず公共

交通機関を御利用ください。 

（４）次の項目に該当する受講者には修了証書を交付しません。 

    ・配信期間中に、講義の全課程を視聴した記録が確認できない者（アンケートの回答がない

者、視聴時間が著しく短い等、記録上視聴の終了が合理的に疑われる者を含む。） 

 ・受講申込の内容に、虚偽のあることが判明した者（修了証書交付後であっても、無効として 

修了証書を回収する場合があります。） 

 ・自己都合により欠席又は３０分以上の遅刻・早退・離席があった者 

  ※１回の遅刻等が３０分未満であっても、通算で３０分を超えた場合は同様とします。 

  ※災害や事故により公共交通機関が遅延した場合は、必ず遅延証明書を御提示ください。 

（５）次の項目に該当する受講者には指導を行い、改善が認められない場合は、修了証書を交付  

しません。 

   ・私語、居眠り等、著しく受講態度が悪い場合 

 ・研修とは無関係に携帯電話、スマートフォン、タブレット、及びＰＣ等を使用した場合 

 ・他の受講者や講師等を一方的に批判、攻撃する等、講義・演習の進行を妨げた場合 

 ・演習での発言や役割等を拒否又は放棄した場合 

・課題の未提出、又は課題の作成内容が未提出と同等と判断される場合 

 ・その他、主催者が交付不適当と判断した場合 

 


