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令和元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 
 本研修では、受講希望者の目的に応じて２つの課程を設けています。 
各課程の説明を確認の上、自身の受講目的に合致する課程にお申し込みください。 

 同じ者が両方の課程に申し込むことはできません。 
〇 ５日課程（相談支援専門員の要件となる課程） 

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日間及び演習２日間の計５日間 
  

〇 ２日課程（サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件となる課程） 
対象者 下記①・②いずれかの者 

① 指定障害福祉サービス事業所や指定障害者支援施設において「サービス

管理責任者」として従事しようとする者 
② 指定障害児通所支援事業所や指定障害児入所施設において「児童発達支

援管理責任者」として従事しようとする者  
受講期間 講義２日間 

【注意事項】 
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任者等」という）となるた

めには、本研修に加えて以下の研修を修了する必要があります。 
受講に当たっては別途申込みが必要ですので御注意ください。 
①「サービス管理責任者基礎研修（児童発達支援管理責任者基礎研修）」(以下「基礎研修」という) 

⇒今年度から開催（８月募集開始） 
  サービス管理責任者等に必要な実務経験に２年満たない段階から受講可能 
②「サービス管理責任者実践研修（児童発達支援管理責任者実践研修）」(以下「実践研修」という) 
 ⇒令和３年度から開催 
  基礎研修修了後、実践研修受講前５年間に２年以上の実務経験を持つ者が受講可能 
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※実務経験者に係る経過措置について 
既にサービス管理責任者に必要な実務経験を満たしている者は、令和３年度末までに「相談支援

従事者初任者研修（２日課程）」及び「基礎研修」を修了した場合、基礎研修を修了した日から３年

間はサービス管理責任者等とみなすことができます。 
基礎研修を修了した日から３年以内に２年以上の実務経験を経た上で実践研修を修了する必要が

あります。 
  

４ 定員 
 両課程合わせて１０００名 

 
５ 研修日程・会場 

日  程 会  場 
受講を要する日程 

５日課程 ２日課程 

講義 
１日目 令和元年 7月 2日(火) 千葉県文化会館 

(千葉市中央区市場町

11-2) 

〇 〇 

２日目 令和元年 7月 3日(水) 〇 〇 

３日目 令和元年 7月 4日(木) 〇  

演習 

① 
４日目 令和元年 8月 5日(月) 

千葉県教育会館 

(千葉市中央区中央町

4-13-10) 

①
～
④
い
ず
れ
か
を
受
講 

 

５日目 令和元年 8月 6日(火)  

② 
４日目 令和元年 8月 19 日(月)  

５日目 令和元年 8月 22 日(木)  

③ 
４日目 令和元年 8月 26 日(月)  

５日目 令和元年 8月 27 日(火)  

④ 
４日目 令和元年 8月 29 日(木)  

５日目 令和元年 8月 30 日(金)  
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６ 受講申込の方法 
 以下の【必要書類】を原則法人単位でとりまとめの上、７の【申込先】へ郵送してください。 

【必要書類】 【留意点】 

(1)受講申込書 

※申込者ごとに作成 

 受講を希望する課程によって申込書の様式が異なります。 

5 日課程 (様式１)5 日課程令和元年度千葉県相談支援従事者初任

者研修受講申込書 

2 日課程 (様式 2)2 日課程令和元年度千葉県相談支援従事者初任

者研修受講申込書(講義 2日)受講申込書 

 法人に所属している方は、法人からの推薦を受けてください。 

推薦は、各申込書上段の［法人推薦欄］への記入・押印によります 

 法人から複数名申し込む場合は、申込者を配置する予定の事業所単位

で優先順位を記入してください。（法人全体の優先順位ではありません） 

上位より下位の者の配置予定年月が早い等、矛盾のないよう御注意ください。 

 障害等により受講時に特別な配慮が必要な場合は、申込書の備考欄に

希望する事項を記入してください。（例：車椅子で移動、手話通訳等） 

(2)返信用封筒 

※受講可否通知に 

使用 

※１法人につき１部 

同封 

 角形 2号封筒等、A4 判用紙が折らずに入るものを使用してください。 

（申込書を送る際は、返信用封筒を折っていただいて結構です。） 

 切手について 

受講決定に係る通知は、申込者１名に対し２枚発行されます。 

複数名申し込む法人は、郵便料金に不足が生じないよう御注意ください。 

(例)角形 2号封筒・50g 以内(A4 判用紙 8枚程度)⇒120 円切手 

なお、切手貼付箇所の付近に予め「不足分受取人払」と記載してください。 

 返信先（法人住所・法人名・担当者氏名）を明記するようにしてください。 

（宛名は予め「御中」又は「様」と記載しておいてください。） 

◎申込書を入れる封筒の表面には朱書きで「初任者研修申込」と記載してください。 
 

７ 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 内田 

電話 043-223-2335 
※郵送した申込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。 
 
８ 受講申込期限 
 令和元年５月３１日（金曜日）※当日消印有効 
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９ 受講者の決定 
 受講の可否については、令和元年６月２４日（月）までに通知します。 
 ※ 申込者が定員を上回った場合は下記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（５日課程）】 

配置 
（予定） 

場所 

配置予定 
時期 

事業所内の優先順位 

１位 ２位 ３位以降 

千葉県内 

令和２年 
8 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２年 
9 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２年 
8 月 31 日以前 

選定順位 ８位 令和２年 
9 月 1 日以降 

未定 
 
【選定順位（２日課程）】 

配置 
（予定） 

場所 

配置予定 
時期 

事業所内の優先順位 

１位 ２位 ３位以降 

千葉県内 

令和２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３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２年 
12 月 31 日以前 

選定順位 ８位 令和３年 
1 月 1 日以降 

未定 
 
※受講申込書の「配置予定の事業所」欄において、 
 事業所名又は所在市町村名が未記入の場合は、配置（予定）場所が未定として扱い、 
 配置予定年月が未記入の場合は、配置予定時期が未定として扱いますので御注意ください。 
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１０ 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。 

 
１１ 受講料 
 無料 

 
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。 
 
１３ 受講に当たっての注意事項 
 （１）事前課題について（５日課程のみ） 

５日課程を受講の方は、事前課題を作成し、８月の演習初日に研修会場へ持参する必要が

あります。事前課題の内容は、受講決定通知発送後に当該研修のホームページにおいて案内

しますので、５日課程の受講決定を受けた方は必ず御準備ください。 
 
（２）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。 

 ・申込内容に虚偽のあることが判明した者 
 ・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分を超える場合も同様とします。 
  ※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。 
 

（３）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 
 ・その他主催者が交付不適当と判断した場合 
・５日課程を受講の方については、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 
 

（４）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。 


