
特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構 

令和元年度 

神奈川県サービス管理責任者等研修 基礎研修(前期開催コース)募集要領 

 

 

本研修は、特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構が、神奈川県からの指定を受け、

神奈川県が定めた「神奈川県サービス管理責任者等研修事業者事業実施要領」に基づいて実施

するものです。 

 

１ 目的 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

ス事業者等においてサービス管理責任者の業務に従事する者並び児童福祉法に基づく指定障害

児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者の業務に従事

する者を対象として、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保健、医療、

福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得し、資質の

向上を図ることを目的とします。 

 

２ 指定研修事業者 

特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構（指定番号：００４） 

 

３ 研修課程と募集定員 

 研修課程：基礎研修 

 募集定員：200 人（演習Ａコース：9/17 100 名、演習Ｅコース：10/25 100 名） 

 

４ 受講対象者 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「サービス管理責任者研修事業の実施につい

て」（平成18年8月30日障発第0830004号：平成31年3月29日一部改正）の3（１）①及び4

（１）①において規定されている「基礎研修」の対象者であって、次のいずれかに該当する

者 

（１）指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとするで

あって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの 

【サービス管理責任者 基礎研修 研修対象者】 

業  務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務（社会福祉主

事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。） 
３年 

国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による相談支援の

業務及び直接支援の業務（国家資格等による業務の期間と相談・直接支

援の業務の期間が同時期でも可） 

１年 

 

（２）指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所（以下「指定障害児入所施設等」

という。）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であって、次に

掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの 

【児童発達支援管理責任者 基礎研修 研修対象者】 

業  務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 



社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務（社会福祉主

事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。） 
３年 

国家資格等による業務に通算５年以上従事している者による相談支援の

業務及び直接支援の業務（国家資格等による業務の期間と相談・直接支

援の業務の期間が同時期でも可） 

１年 

 

５ 研修内容及びコース（日程）・会場 

（1）研修内容（1 日間） 

  1 日目 サービス管理責任者の基本姿勢とサービス提供講義のプロセスに関する講義 

  2 日目 サービス提供プロセスの管理に関する演習 

（2）コース（日程）・会場 

  Ａコース 

1 日目 令和元年 9 月 9 日（月）10 時～19 時 10 分 

会場：シリウス やまと芸術文化ホール（大和市大和南 1-8-1） 

   2 日目 令和元年 9 月 17 日（火）9 時 30 分～19 時 00 分 

      会場：平塚商工会議所 大ホール（平塚市松風町 2-10） 

 

   Ｅコース 

  1 日目 令和元年 9 月 9 日（月）10 時～19 時 10 分 

会場：シリウス やまと芸術文化ホール（大和市大和南 1-8-1） 

  2 日目 令和元年 10 月 25 日（金）9 時 30 分～19 時 00 分 

      会場：鎌倉芸術館 集会室（鎌倉市大船六丁目 1-2） 

 

※本研修は当機構を含め神奈川県の指定を受けた 3 研修実施機関が 1 日目（9 月 9 日）を合同

で実施し、Ａ～Ｆコース（日程）の、全６コースを分担して実施いたします。どのコースも研

修内容は同一で、当機構では、Ａコース及びＥコースを担当いたします。 

※Ａコース、Ｅコース（日程）の選択はできません。 

※当機構以外のコースを希望される場合は、8 の事業者一覧を参照し、それぞれの研修事業者

のホームページから、実施要綱等を入手し申込みください。 

※一人の方が複数の事業者に申し込む事は出来ません。 

 

6 受講料 

    受講料は 22,000 円（税込み）とします。 

 

 ※受講料の振込方法は受講決定通知に同封して送付します。 

 ※尚、受講料については、返金できませんのでご注意下さい。 

 ※受講料の振込手数料・会場までの交通費その他については、受講者負担にてお願いいたし

ます。 

 

7 申込について 

(1)申込方法 

 法人一括申込の場合 

  別紙「令和元年度神奈川県サービス管理責任者等研修 基礎研修（前期開催コース）受講

申込書」（サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の実務経験記載欄含む）に必要

事項を記載の上、本要領 12 に記載の受講申込者の本人確認証明書（運転免許証もしくは健

康保険証等公的機関発行の証明書）のコピーを添付頂き、「申込書類確認書」を添えて法人

でまとめて申込書類を郵送してください。 

 

 個人申込の場合 

  ※個人で申込みをすることもできますが、選考基準での優先順位は下がります（法人申込

からの申込者が優先されます）のでご注意ください。 

  ※提出書類は、法人一括申込の場合と同一です。法人名の欄には「個人申込」と記載して

提出してください。 



 

（2）送付方法 簡易書留郵便で郵送してください。受講合否決定通知用の封筒（92 円切手貼

付済、送付先住所宛先記名済み：長 3 形）も同封して郵送をしてください。 

 （必ず、郵便局の書留窓口に差し出してください）※FAX、電子メール、電話による申込は

できません。 

 

（3）申込期限 令和元年 7 月 25 日（木） 当日消印有効 

 

（4）送付先 特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構 

 

 〒242－0021  

 大和市中央 2－4－14 全広社第 2 ビル 310 号 

特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構 行  

「サービス管理責任者等研修 基礎研修（前期開催コース）受講申込書在中」 

 

 

8 神奈川県指定基礎研修 研修事業者 

 ○令和元年度は、指定を受けた次の 3 指定研修事業者が本研修課程を実施します。 

 ○募集期間・内容は、全３事業者共通です。 

 ○受講希望者が複数事業者にまたがっての申し込みは出来ません。 

 

9 受講の選考について 

  受講申込み者が、定員を超えた場合は、「神奈川県サービス管理者等研修実施要領」 

「神奈川県サービス管理責任者研修等研修受講者選考基準」に基づき受講者を決定します。 

 

神奈川県サービス管理責任者等研修 基礎研修 受講者選考基準 

神奈川県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の基礎研修の受講決定につい

て、受講申込者数が定員を超過する場合は、次の選考基準により受講決定を行うこと。 

なお、選考については、事情を勘案する必要があると認められる場合は、神奈川県と協

議の上、決定すること。 

  

＜選考基準＞ 

 基準Ⅰ ：先に県内の事業所に配置の受講申込者を優先し、定員に余裕があれば県外の

事業所に配置予定の受講申込者を受講決定する。 

 基準Ⅱ ：法人からの受講申込者を優先し、定員に余裕があれば個人からの受講申込者

を受講決定する。 

 基準Ⅲ ：配置（予定）状況により、次の優先順位で受講決定する。 

① サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者が未配置の既存事業所に、

研修終了後、直ぐに、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任として配

置される予定の者 

② 令和元年度に新規指定を受ける事業所において、サービス管理責任者又は児

童発達支援管理責任者として配置される予定の者 

③ 令和元年度中に既存事業所のサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任

者として配置される予定の者 

④ 令和２年度に新規指定を受ける事業所において、サービス管理責任者又は児

 研修事業者 前期・基礎研修担当コース及び連絡先 

１ 
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 

（指定番号：００１） 

Ｂ・Ｆコース 

連絡先 TEL 046-311-1429 

２ 
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 

（指定番号：００２） 

Ｃ・Ｄコース 

連絡先 TEL 045-227-7044 

３ 
特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構 

（指定番号：００４） 
Ａ・Ｅコース 

連絡先 下記の通り 



童発達支援管理責任者として配置される予定の者 

⑤ 令和２年度に既存事業所において、サービス管理責任者又は児童発達支援管

理責任者として配置される予定の者 

⑥ サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置される時期は未

定の者 

 

※上記選考基準により選考を行ったうえで、同法人内での優先順位を考慮します。よって選

考の優先順位と法人からの優先順位は必ずしも一致しません。 

 

10 受講者の決定及び通知 

 ○受講者は、申込み内容を審査の上で決定し、申込み時に記載のあった送付先に受講の可否

の通知を送付します。 

 ○Ａコース、Ｅコース（日程）の選択はできません。受講決定時に、受講対象者のみに、いずれ

かのコースを指定（案内）いたします。 

○受講決定後の受講者の変更は認められません。 

○受講決定等の通知は令和元年 8 月中旬に発送予定です。研修開始の 2 週間前になっても通

知が届かない場合は特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構 事務局に連絡してくだ

さい。 

 

11 事前課題 

 ○本研修は第 2 日目研修までに事前課題があります。事前課題は、特定非営利活動法人 シ

ーガル研修・研究機構のホームページ(http://www.stro.or.jp)に掲載します。様式を事

前にダウンロードしてご使用ください。 

 

12 本人確認 

 ○研修申込時に本人確認できる公的証明書（運転免許証、健康保険被保険証等）の写しを本人

確認証明書に添付してください。研修第２日目に、本人確認を行いますので、申込時に添付

した本人確認のできる公的証明書の原本を、必ずご持参ください。  

 ○詳細については受講決定通知にあわせてお知らせします。 

 ○本人確認証明書の返却はいたしません。受講決定不可の場合は、本会において適正に処分いた

します。 

 

13 効果測定 

○研修の理解度を確認するため、研修中に効果測定を行います。 

 

14 修了証書 

 ○研修の全課程を修了した者に、研修最終日の研修終了後に手渡しで修了証書を交付します。 

 

15 個人情報の取扱い 

 ○申込みに係る書類に記載された個人情報については、特定非営利活動法人  シーガル研

修・研究機構 学則第 14 条に基づき適正な管理を行い、本研修事務及び研修修了者名簿

の管理以外の目的に使用することはありません。 

 

16 その他 

 ○受講決定者は全日程の 2 日間出席する必要があります。遅刻及び早退は欠席とみなし修了

証書を交付できませんのでご注意ください。通勤時間帯による交通機関の混雑や天候等を

考慮の上、ご来場ください。 

 

○自然災害（台風等）及び事故等が発生した場合、開講が危ぶまれる時には、研修前日から当

日の午前７時頃迄に、特定非営利活動法人  シーガル研修・研究機構のホームページ

(http://www.stro.or.jp)において段階的にご案内いたしますのでご確認ください。 

また、振替えが生じた場合についても、振替日程等に関する事項を、別途特定非営利活動

http://www.stro.or.jp/
http://www.stro.or.jp/


法人 シーガル研修・研究機構のホームページ(http://www.stro.or.jp)によりお伝えいた

します。 

 

 ○著しく受講態度が悪く(私語、居眠り、携帯電話の使用等)、繰り返し注意された方や、決

められた期日までに事前課題を提出しない方には修了証書は交付できません。 

 

○その他、受講申込書類に不備が見られた場合は、受講見送りとさせていただくこともあり

ますので、ご注意ください。 

 

○また、虚偽の内容により申込みをした場合は、修了証書交付後であっても、修了の取り消

し等の措置をとります。 

 

○研修の受講順 

「サービス管理責任者研修」と「サービス管理責任者補足研修」は、どちらを先に受講して

も、差し支えありませんが、サービス管理責任者として配置する際には、両方の研修を修

了していなければなりません。 

 

実務経験等に関する問い合わせ 

実務経験が該当するかなど、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の配置に関

する問い合わせについては、以下の事業所を所管する指定権者の担当にお問い合わせくだ

さい。 

事業所所在地地域 指定機関(担当)連絡先 

横浜市 

【障害者】 

横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課企画調整係 

電話 ０４５－６７１－３６０１ 

【障害児】 

横浜市子ども青少年局こども福祉保健部障害児福祉課 

電話 ０４５－６７１－４２７８ 

川崎市 
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 

ファクシミリ ０４４－２００－３９３２ ※ 

相模原市 
相模原市健康福祉局福祉部障害政策課指定・指導班 

電話 ０４２－７０７－７０５５ 

横須賀市 

【障害者】 

横須賀市福祉部指導監査課 

電話 ０４６－８２２－８４１１ 

【障害児】 

横須賀市こども育成部幼保児童施設課 

電話 ０４６８－２２－８２２４ 

上記以外の市町村 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 

（障害者・障害児共に）事業支援グループ 

電話 ０４５－２１０－４７３２ 

※川崎市への問い合わせは、ファクシミリとなりますのでご注意ください。 

 

 

研修の受講に関するお問い合わせ先 

特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構 

〒242－0021 大和市中央 2－4－14 全広社第 2 ビル 310 号 

電話 046－240－1961 ファクシミリ 046－240－1962  

http://www.stro.or.jp/


【会場案内図】 

１、研修 1 日目 

 大和市文化創造拠点シリウス やまと芸術文化ホール 

（大和市大和南 1-8-1/TEL 046－259－7591） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○電車をご利用の場合 

小田急小田原線/相鉄線「大和駅」下車 駅より徒歩 4 分 

 

 

 

 

 

 

 



２、研修 2 日目（Ａコース） 

 平塚商工会議所 大ホール（平塚市松風町 2-10/TEL 0463-22-2510） 

 

○電車をご利用の場合 

ＪＲ東海道線「平塚駅」下車 南口から徒歩 7 分 

  



３、研修 2 日目（Ｅコース） 

 鎌倉芸術館 集会室（鎌倉市大船六丁目 1-2/TEL 0467-48-5500） 

 

 

○電車をご利用の場合 

ＪＲ東海道線「大船駅」下車 東口から徒歩 10 分 


