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公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 かなふく人財センター

神奈川県サービス管理責任者等研修事業 学則 

                              

 

１．法人・団体名称 

   公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 

 

２．研修の開講目的 

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（平成17年法律第123号）に基づく障

害福祉サービス並びに児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく障害児通所支援及び障害児入所

支援の質を確保するため、サービス管理責任者及び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

する。 

 

３．研修の名称 

神奈川県サービス管理責任者等研修 

 

４．研修の内容 

   別紙１「平成３０年度神奈川県サービス管理責任者等研修カリキュラム」に基づき、講義及び演習に 

より実施する（３日間）。 

 

５．事業者指定番号 

   第００２号 

 

６．研修実施場所 

   神奈川県内で確保した貸会議室等の外部施設を利用する。 

   研修実施場所の詳細については研修募集要領にて案内する。 

 

７．研修担当部署の名称、所在地及び連絡先 

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 かなふく人財センター 

〒231-0023 横浜市中区山下町23番地日土地山下町ビル9階 

電話：045-227-7044  ＦＡＸ：045-671-0295 

 

８．研修期間及び開講時期 

・研修期間 

全体講義（１日間）、分野別講義・演習（２日間） 合計３日間 

上記講義を平成３０年８月～平成３１年３月までの期間内に各分野、前期・後期各１回開講する 

   ・開講時期 

前期募集期間 平成３０年６月1日～６月２２日 

前期開講日  （共 通 講 義）平成３０年８月～９月 

（分野別講義）地域生活（知的・精神）分野：平成３０年８月～１０月 

（分野別講義）就 労 分 野：平成３０年８月～１０月 
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後期募集期間 平成３０年１０月１９日～１１月２２日 

後期開講日  ※共通講義、分野別講義ともに平成３１年１月１５～３月１６日までの期間内に 

        開講する。後期開講の日程は研修募集要領にて案内する。 

 

９．研修カリキュラム 

別紙１「平成３０年度神奈川県サービス管理責任者等研修カリキュラム」による。 

 

１０．講師氏名 

別紙２「神奈川県サービス管理責任者等研修講師一覧表」による。 

 

１１．使用テキスト  

「平成２９年度サービス管理責任者研修」使用テキスト準拠とし、「平成２９年度サービス管理責任者・

児童発達支援管理し責任者指導者養成研修会」等を参考に、「平成３０年度サービス管理責任者研修」テ

キストを作成し使用する。 

 

１２．各回の研修スケジュール、演習計画書及び講師氏名 

別紙３「サービス管理責任者等研修演習計画書」、別紙２「神奈川県サービス管理責任者等研修講師一覧

表」の通り。 

 

１３．受講資格、受講手続き 

＜受講資格＞ 

下記表中「対象となる事業等の種類」に掲げるいずれかの事業に従事する者（予定の者を含む。）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者においてサービス管理責任者として配置される予定の者（既にサー

ビス管理責任者として配置されている者であって、サービス管理責任者研修を修了していない者を

含む） 

（２）研修の対象となる指定障害福祉サービス等の種類、募集定員（２）研修の対象となる指定障害福

祉サービス等の種類、募集定員（期毎・前期後期、同定員数） 

 

分野 対象となる事業などの種類 募集定員 

地域生活（知的・精神） 
自立訓練（生活訓練） 

共同生活援助 
150人 

就 労 
就労移行支援、 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 
150人 

 募集定員／期 300名 

 

（３）すでにサービス管理責任者等研修の別分野を修了している者の受講について、共通講義（1 日）

受講を免除することができる。免除を希望する場合は、申込の際に既修了分野の修了書の写しを提

出する必要がある。 

 

＜受講手続き等＞ 

（１）申込方法 

神奈川県のホームページ、当会のサービス管理責任者研修申込みサイトにて掲載の募集要項の手



添付１ 

3 

続きに沿って、サイトのフォームにて仮申込み後、申込書に必要事項を記載し記名押印の上、郵

送にて申込む。 

＊法人で申し込む場合は、法人単位でまとめて申し込む 

（２）送付方法 

サイト申込フォームから（仮申込）、および郵送（正式申込） 

（※ファクシミリ、電子メール、電話による申込みは不可とする） 

（３）申込期限 

別途、研修募集要領で案内する。 

（４）送付先 

〒231-0023 横浜市中区山下町２３番地 日土地山下町ビル9階 

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 かなふく人財センター 

＊封筒表面余白に「サービス管理責任者等研修受講申込書在中」と記載する。 

 

１４．受講料及びその他の受講に要する費用と納入方法 

    

 

 

納入方法については、決定通知郵送時に案内をする。 

受講決定後、納付された受講料はいかなる理由があっても返金しない。 

 

１５．研修修了の認定方法 

・「神奈川県サービス管理責任者等研修事業実施要領」別紙２に基づき受講者の本人の確認を行う 

・受講者は全日程の２日間あるいは３日間出席する必要がある。遅刻及び早退は欠席とみなし修了証書

を交付しない。 

  ・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場合や、期日まで

に課題を提出しない場合には修了証書を交付しない。 

 

１６．受講者の決定 

・受講者は申込み内容を審査の上で決定し、各法人あてに通知を送付する。 

・申込者数が募集定員を超過した場合は、「神奈川県サービス管理責任者等研修実施要項」、「神奈川県サー

ビス管理責任者等研修受講者選考基準」に基づき、受講の可否を決定する。 

・受講決定後の受講分野、受講者、受講日程の変更は認めない。 

・受講決定等の通知は前、後期共、共通講義開催１か月前までに発送予定。 

 

１７．個人情報の取扱方法 

受講申込者の申込情報及び、研修修了者の名簿等個人情報は、厳重に管理し研修以外の目的で使用し

ない。なお、研修修了者は修了者名簿に登載し、神奈川県に提出する。 

 

１８．その他研修受講に係る重要事項 

本研修は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会が、神奈川県から指定を受け、厚生労働省の定め

た「サービス管理責任者研修事業実施要綱」及び「神奈川県サービス管理責任者等研修事業者実施要領」

に基づいて実施するものである。 

全日程(3日間) 27,000円 

共通講義免除者（2日間） 21,600円 
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サービス管理責任者等研修講師一覧 

講師 渡邊　史朗 社会福祉法人らっく　らっく相談支援事業所 相談支援専門員、課長

講師 河原 雄一 社会福祉法人藤沢育成会　湘南ゆうき村 施設長

・各分野統括講師と相談支援専門員によるミニシンポジウム　（分野別研修に向けて）

講師（相談支援事業） 千葉　高史
社会福祉法人常成福祉会　丹沢自立生活センター
総合相談室

相談支援専門員
マネージャー

就労分野
統括講師

松井　正志 社会福祉法人光友会　湘南希望の郷ケアセンター 所長

地域生活（知的・精神）
分野　統括講師

神﨑　達也 社会福祉法人育桜福祉会　小向このはな園
主査
サービス管理責任者

就労分野
統括講師

松井　正志 社会福祉法人光友会　湘南希望の郷ケアセンター 所長

地域生活（知的・精神）
分野　統括講師

神﨑　達也 社会福祉法人育桜福祉会　小向このはな園
主管
サービス管理責任者

③サービス提供者と関係機関の連携及び支援提供職員と関係機関の連携　２

共通講義　［就労分野　・　地域生活（知的・精神）分野]

１サービス管理責任者の役割に関する講義

①障害者総合支援法とサービス管理責任者の役割及び児童福祉法と児童発達支援

②サービス提供及び支援提供のプロセスと管理

③サービス提供者と関係機関の連携及び支援提供職員と関係機関の連携 １

③サービス内容のチェックとマネジメントの実際（模擬会議）

２アセスメントやモニタリングの手法に関する講義

３サービス提供プロセスの管理に関する演習

分野別研修［就労分野　・　地域生活（知的・精神）分野]

①アセスメントとサービス提供の基本姿勢

①「サービス提供プロセスの管理の実際　事例研究①」（アセスメント編）

②「サービス提供プロセスの管理の実際　事例研究②」（個別支援計画編）

４
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演習講師一覧 地域生活（知的・精神）分野 

氏名 所属

神﨑　達也
社会福祉法人育桜福祉会
小向このはな園

稲葉　聡美
社会福祉法人あさひ
福祉協会つるみ

浮貝　明典
ＮＰＯ法人PDDサポートセンター
グリーンフォーレスト

清田　聡
社会福祉法人明星会
竹の子ホーム

粂井　小百合
社会福祉法人ともかわさき
むぎの穂

酒井　裕樹彦
社会福祉法人清和会　三浦しらとり園
三浦しらとり相談支援事業所

佐野　良 社会福祉法人育桜福祉会　桜の風

塩田　友紀
社会福祉法人唐池学園　貴志園
地域生活支援課

末村　光介 社会福祉法人おおいそ福祉会　かたつむりの家

鈴木　保志 サービスセンターぱる　黒崎ホーム

高田　孝行
社会福祉法人日本キリスト教奉仕団
障害者総合福祉施設 アガペセンター

常松　智史 社会福祉法人ぴぐれっと　通所支援事業所ぴぐれっと

中田　英紀
社会福祉法人あさひ
ケアホームらら

波多江 久美子　 特定非営利活動法人 萌 　工房いなほ

福岡　新司 一般社団法人SOWET

水沼　美由紀
社会福祉法人あさひ
福祉協会つるみ

村井　良行
社会福祉法人光友会
藤沢サンライズ

芳垣　康彦
社会福祉法人横浜市社会事業協会
更生施設　横浜市中央浩生館

渡邊　史朗 社会福祉法人らっく　らっく相談支援事業所

５
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演習講師一覧 就労分野 

氏名 所属

松井　正志 社会福祉法人光友会　湘南希望の郷ケアセンター

井地　洋平
社会福祉法人光友会
寒川事業所

石黒　直樹
株式会社るるカンパニー
るる湘南

井上　かおる
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
就労支援課／就労支援施設

植田　仁志
社会福祉法人　紅梅会
紅梅園

儀保　治男 社会福祉法人藤沢育成会 みらい社

坂口 育子 社会福祉法人 恵友会

末村　光介 社会福祉法人おおいそ福祉会　かたつむりの家

鈴木　謙之
社会福祉法人育桜福祉会
いぬくら

高橋　英行 社会福祉法人かながわ共同会　愛名やまゆり園

常松　智史
社会福祉法人ぴぐれっと　通所支援事業所ぴぐれっ
と

寺下 洋平 社会福祉法人ル・プリ　杜の会事業本部　ＳＥＬＰ・杜

中田　由美子
ダンウェイ株式会社
人財支援部　就労支援グループ

波多江 久美子 特定非営利活動法人 萌 　工房いなほ

平田　智徳
社会福祉法人県西福祉会
プレアデス

福岡　新司 一般社団法人SOWET

船山　敏一 社会福祉法人　藤沢ひまわり

松田 美由紀 社会福祉法人清光会　清光園

水沼　美由紀
社会福祉法人あさひ
福祉協会つるみ

山口　明美
特定非営利活動法人綾瀬あがむの会
地域活動支援センター　ファミール

渡邊　史朗 社会福祉法人らっく　らっく相談支援事業所

６
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