
1 

平成30年度 佐賀県サ－ビス管理責任者等研修 受講者募集要項 

１ 目的                 

本研修は、障害者総合支援法の適切かつ円滑な運営に資するため、サ－ビスの質の確保に必要な知

識、技能を有するサ－ビス管理責任者の養成を図ることを目的とします。 

本研修は、佐賀県から指定を受け、佐賀県地域生活支援ネットワークが実施します。 

 介護、就労、地域生活（知的・精神）、児童発達支援管理責任者の４分野で実施します。 

 

２ 受講対象者              

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業で、サ－ビス管理責任者が必置とされる事業所に 

おいて、サ－ビス管理責任者として従事する（予定の）者、または児童福祉法に基づく障害児通所・

入所支援事業所において、児童発達支援管理責任者として従事する（予定の）者のうち、サービス管

理責任者又は児童発達支援管理責任者となるための実務経験を満たす者。 

（ただし、本研修修了後１年以内に、相談談支援専門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理

責任者となるための実務経験の満たす者については、受講申込可とする） 

 
３ 研修日程・研修場所および研修内容（別紙日程表参照）             

合同研修日（共通講義）は、全分野合同で行います。合同研修は2/20と3/6に実施しますので、原

則として分野別研修の前に受講してください。 

業務上の都合、病気等によりやむを得ない場合は、分野別研修の後などに受講されて構いませんが、

個別支援計画作成の意義やルールを理解したうえで分野別研修を受講してください。 

各分野の１日目・２日目（講義および演習）は、以下の各分野別に行います。受講分野ごとに研修

日程が異なりますのでご注意ください。 

研修分野 
障害福祉サ－ビ

スの種類 
定員 

合同研修 

（共通講義） 
分野研修会場 

分野 

１日目 

分野 

２日目 

①介 護 
療養介護、 

生活介護 
45 

2月20日 

メートプラザ佐

賀 

※①、②、③

の受講生は原

則2/20受講 

 

3月6日 

佐賀県駅北館 

※④の受講生

は原則3/6受

講 

メートプラザ佐賀 

大会議室 
2月25日 2月26日 

②就 労 

就労移行支援、 

就労継続支援 

就労定着支援 

100 
佐賀県 

駅北館 
2月21日 2月22日 

③地域生

活（知的・

精神） 

共同生活援助、 

自立訓練（生活訓

練（宿泊型含む））、

自立生活援助 

60 
メートプラザ佐賀 

大会議室 
3月4日 3月5日 

④児童発

達支援管

理責任者 

指定入所支援、 

指定通所支援 
130 

佐賀県 

駅北館 
3月7日 3月8日 

※同じ方でも複数分野を受講できますが、サビ管研修制度の改正が31年度から予定されていますので、必

要最小限の分野を受講されることをお勧めします。 
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４ 受講申込方法                

受講を希望する者は、別添様式「平成 30 年度佐賀県サ－ビス管理責任者研修受講申込書」に必要

事項を記載し、受講可否をお知らせするための①返信用封筒（A4 の三つ折りが入る封筒・宛先記載・

82 円切手貼付）、②名刺を添えて、申込書送付先に、郵送で申し込んでください。 

 

①返信用封筒（Ａ４サイズの三つ折りが入る封筒）には、研修担当者又は本人に確実に届く住所を

記載したうえで同封してください。82 円切手を貼付してください。 

 

②名刺は、演習や研修後の事業所連携に資するため、分野ごとに印刷をして受講生に配布をいたし

ます。名刺がない場合は、不要です。 

※１事業所で複数申し込みがある場合でも、受講生あてに決定通知が届くように封筒を準備してください。 

※受講申込書の記載に不備がないように、必ず全ての項目に記載するようお願いします。 

※各事業所で受講にあたり優先したい順位がある場合は、受講申込書の欄外に受講優先順位を記載してください。 

※記載いただいた個人情報については、本研修の連絡に使用するほか、受講修了者については名簿を作成し、佐賀

県健康福祉本部障害福祉課に報告いたしますので御了承ください。 

 

（１）申込書送付先（郵送のみ受付） 

   〒849-0937佐賀市鍋島 5-8-7 福市様方 

佐賀県地域生活支援ネットワーク本部事務所   

（２）問い合わせ先 

○佐賀県地域生活支援ネットワーク研修事務局 TEL ０９５２－９７－５５６７ 担当：福市・横尾 

       同        時間外受付 TEL ０９０－９４０９－２８７８ フクイチ  

FAX ０９５２-９７-５５６８ 

Email  sagachiikinet2015@yahoo.co.jp 

＜注1＞申込書到着の有無の確認は、メールで行ってください。返信してお答えします。 

＜注2＞日中事務局不在のときは、メールでの問い合わせをお願いいたします。 

 

※ 申込書送付先は、佐賀県地域生活支援ネットワーク研修事務局（郵送）のみとなりますので、お間違えのない

ようお願いします。 

 

５ 申込期限                  

平成31年1月21日（月）必着 （ＦＡＸ、E-mail 不可 郵送のみ） 

※佐賀県内事業所の優先順位決定は、12月31日（消印有効）までに申込書を提出した者に限ります。 

６ 受講者の選考・決定             

申込者の中から次の優先順位を考慮して選考のうえ順次決定し、受講の可否については平成31年2

月14日までに「受講決定通知書」を発送しお知らせします。一事業所から複数申込の場合は、2人目

以降は補欠とする場合があります。その場合も2月14日以降には受講を決定します。 

（優先順位） 
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① 佐賀県内の指定障害福祉サービス事業所、各障害児通所・入所支援事業所等に所属して 

いる者のうち12月31日（消印有効）までに受講申込書を提出した者 

② 佐賀県内の在住者で、今年度、または来年度において佐賀県内の指定障害福祉サービス 

事業所、各障害児通所・入所支援事業所等で勤務しようとする者のうち12月31日（消印有効）ま

でに受講申込書を提出した者 

③ 上記①及び②以外の者（他都道府県の障害福祉サービス事業所、各障害児通所・入所支 

援事業所等に所属する者） 

 ④ 受講生選考に当たり、第15回チャレンジドフォーラム受講の有無を参考にします。 

７ 受講料                   

 

○ 全日程（３日間）：１８，０００円 

※複数分野受講される場合は、１分野ごとに分野別受講料(１２，０００円)が加算されます。 

 例）介護分野と地域生活分野受講 → 18,000円+12,000円=30,000円 

※平成30年度中に他法人主催のサービス管理責任者研修を受講し、共通講義を受講している場合は、共通講義の受講

は不要（受講料は分野別研修受講料の12,000円）。この場合は、平成30年度の修了証書の写を添付してください。 

※受講料は、「受講決定通知書」到着後、研修受講前日迄に、あとに記載の［振込先］にお振り込みください。 

振り込みの際、「受講決定通知書」に記載されています受講番号を、振り込み人名の前に必ず入力してください。 

（例）・個人でお振り込みの場合・・・ 

受講番号 １番 佐賀太郎→ １ サカ゛タロウ と入力してください。 

・事業所で複数名分お振り込みの場合・・・ 

事業所名 ○○事業所 

受講番号 ５番 佐賀二郎・受講番号 １４９番 佐賀花子 

→ ５・１４９ マルマルシ゛キ゛ョウショ と入力してください。 

［振込先］ 

◆金融機関 佐賀銀行 県庁支店 

◆口座番号 普通預金 １５１３７０１ 

◆名義 特定非営利活動法人 佐賀県地域生活支援ネットワーク 

 「トクヒ）サガケンチイキセイカツシエンネット」 

８ 修了証                    

全日程を修了した者には、修了証を授与します。 

※遅刻、早退、欠席された場合、修了証を授与することはできません。 

９ サ－ビス管理責任者等の要件 ①＋②＋③    

① 本研修全日程の受講 

② 「相談支援従事者初任者研修（講義部分11.5h<2日間>）」カリキュラムの一部（座学＜講義＞

部分の２日間）の受講・・・県主催により別日程で開催されています。 

  ※未受講者は31年度各県で実施の初任者研修講義部分（２日間）を忘れずに受講してください。 

③ 障害者等の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務にお

ける実務経験（3～10 年）が必要となります。実務経験の具体的な内容については、インター

ネットで「サービス管理責任者 実務経験」で検索して確認してください。 
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10 サービス管理責任者等の配置が必要なサービス種類及び対応する研修分野     

 

サービス種類 必要員数（１事業所あたり） 研修分野 

療養介護 

●利用者数が 60人以下：1以上 

●利用者数が 61人以上：利用者が 60を超えて

40 又はその端数を増すごとに１を加えて得

た数以上 

※ １人以上は常勤 

介護 
生活介護 

自立訓練（機能訓練） 地域生活（身体） 

就労移行支援 

就労 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

就労定着支援 

自立訓練（生活訓練） 

地域生活 

（知的・精神） 共同生活援助 

自立生活援助 

●利用者数が 30人以下：１以上 

●利用者数が 31人以上：利用者が 30を超えて

30 又はその端数を増すごとに１を加えて得

た数以上 

※ 常勤要件なし 

障害児通所・入所支援 

（児童発達支援（福祉

型・医療型）、放課後

等デイサービス、保

育所等訪問支援、居

宅訪問型児童発達支

援） 

（障害児入所施設（福

祉型・医療型）） 

１人以上 ※１人以上は専任かつ常勤 
児童発達支援管理

責任者 
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（別添様式）〒849-0937 佐賀市鍋島５-８-７ 福市様方 

佐賀県地域生活支援ネットワーク 本部事務所 宛 

佐賀県サ－ビス管理責任者等研修 受講申込書（締切１／21） 

標記の研修を受講したいので申し込みます。 

ふりがな 

１ 申込者氏名：                ㊞ 性別（ 男 ・ 女  ） 

 

     歳 生年月日 S・H   .   .    

 

２ 所属名 ：                 役職名 ：             

 

所在地 〒                                 

    ＴＥＬ：                  ＦＡＸ ：                    

   Ｅ-mail                                    

  実務経験     年（内障害福祉   年）（受講決定・班編成の参考とします。） 

  （実務経験の業務内容：                            ） 

  取得済の資格（ 社会福祉士・精神保健福祉士・その他（           ）） 

３ 申込者自宅 

住所 〒                                  

    ＴＥＬ（携帯）：                  ＦＡＸ ：                    

    ※携帯については、遅刻時など、研修当日の出欠確認に使いますので御了承ください。 

４ 所属先事業所が実施（予定）しているサ－ビス種別と受講希望分野 

（複数回答可。本人が配属予定のものは『◎』と記入してください。） 

[所属先事業所が実施（予定）しているサ－ビス種別] 

（  ）療養介護（  ）生活介護（  ）自立訓練（機能訓練）（  ）自立訓練（生活訓練） 

（  ）自立生活援助（  ）共同生活援助（  ）就労定着支援（  ）就労移行支援 

（  ）就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）（  ）児童発達支援（  ）居宅訪問型児童発達支援 

（  ）放課後等デイサービス  （  ）保育所等訪問支援  （  ）障害児入所支援 

受講希望分野 介 護 就 労 地域生活（知的・精神） 児童発達支援管理責任者 

○を記入     

５ 合同研修（共通講義）受講予定日（〇印） （  ）2月20日・（  ）3月6日 

６ 研修受講歴（受講料決定等の参考とするため、下記修了者は修了証書等の写を添付してください。） 

（  ）相談支援従事者初任者研修（講習２日分）修了者（平成   年度、佐賀県・佐賀県以外） 

（  ）相談支援従事者初任者研修（５日間研修）修了者（平成   年度、佐賀県・佐賀県以外） 

（  ）平成29年度以前のサービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修修了者 

（  ）平成30年度のサービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修修了者（共通講義不要） 

（  ）佐賀県以外で上記研修を修了した者  実施主体名      修了年月日        

（  ）第 15回チャレンジドフォーラム受講（受講生選考にあたり参考にします。受講証明書添付） 

（  ）未受講 

※ 事業所として複数申し込みする場合で優先順位を付する場合  第（   ）位 

受講時、車いす利用の有無  あり ・ なし 

その他の配慮の必要（               ） 


