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2021年度 福岡県相談支援従事者初任者研修 募集要項 

 

１  研修の目的 

  地域の障がい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すること及び困難事例に

対する支援方法について助言を受けるなど、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ることを目的として実施するもの 

 

２ 実施主体（福岡県相談支援従事者初任者研修事業指定研修事業者） 

【前期日程】一般財団法人 保健福祉振興財団 （以下、「保健福祉振興財団」と表記します。） 

 【後期日程】公益社団法人 福岡県社会福祉士会（以下、「社会福祉士会」と表記します。） 

 

３ 研修日程 

【後期日程】実施主体：社会福祉士会 

日 程 会 場 

１日目 
２日目 

9/6（月）～ 
   9/17（金） 

９：００ 
～ 

１８：３０ 
予定 

 
※詳細は受講   
決定通知書 
にてご確認 
下さい。 

e-ラーニングによる遠隔化講義 
※e-ラーニング受講が難しい場合はご相談ください。 

第
１
回 

３日目 10/7（木） 

Zoom ミーティングを使用した 
オンライン研修 

４日目 10/8（金） 

５日目 11/19（金） 

６日目 12/22（水） 

７日目 12/23（木） 

第
２
回 

３日目 10/28（木） 

４日目 10/29（金） 

５日目 12/2（木） 

６日目 1/12（水） 

７日目 1/13（木） 

募集期間 
７月８日(木)～７月２９日(木)  １７：００必着 

※先着順ではありません。 

受講決定 ８月１８日 通知予定 

※ 講義の都合上、時間が変更となる場合がございます。予めご了承下さい。 

【注】前期日程については、保健福祉振興財団のホームページ等でご確認ください。 

  https://www.hokenfukushi.or.jp/  
４ 研修内容（予定） 

 内 容 

１日目 

２日目 

障害児者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任

者）の役割に関する講義／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

律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義／相談支援におけ

るケアマネジメント手法に関する講義 

３日目 

４日目 

相談支援の実際（ケアマネジメント手法を用いた相談支援プロセスの具体的理解）／実

習ガイダンス 

５日目 実践研究 1（実践例の共有と相互評価 1） 

６日目 

７日目 

実践研究 2（実践例の共有と相互評価 2） 
実践研究 3（実践研究とサービス等利用計画作成） 

   ※一部内容が変更になる可能性がございます。 

   ※４日目、５日目受講後に課題を行う期間があります。 

https://www.hokenfukushi.or.jp/
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【注１】e-ラーニングによる遠隔化講義について 

新型コロナウイルスの感染拡大の予防のため、1 日目、2 日目の講義は、e-ラーニング形式にて

実施します。指定された研修会場での集合研修は行わず、1日目 2日目の講義を e-ラーニングによ

る遠隔化講義を受講していただきます。 

e-ラーニング受講の詳細については受講決定通知書に記載し、お知らせいたします。 

e-ラーニング受講に当たっては受講者 1名に対して 1つのメールアドレスが必要です。 

※e-ラーニング受講…インターネットに接続可能なパソコン、またはタブレット、スマートフ

ォンがあれば、ご自宅や職場などから受講が可能です。受講決定通知書に専用のＩＤとパスワー

ドを記載し、通知します。 

 

【注２】zoom ミーティングを使用したオンライン研修について 

3 日目から 7 日目の演習は zoom ミーティングを使用したオンライン研修となります。必ずパソ

コンと無線ルーターをケーブルで接続した状態で研修にご参加ください。 

 無線 LANのままでの研修参加は研修の進行に支障が生じますので、ご了承ください。 

 

【受講申込者が所属する法人の方へ】 

・e-ラーニングによる講義部分の動画は 11 時間となります。視聴には通信料がかかりますので、

通信制限のない環境（Wi-Fi など）を整えてください。受講環境・時間を確保のうえ、視聴期間内

に全科目（11 時間）を受講して頂きますようお願い致します。 

・講義部分の全ての受講が完了したら、受講完了確認書（レポート）に法人印（施設長印）をご

捺印のうえ、ご提出をお願い致します。 

・演習時の通信環境の確保へご協力ください。無線 LAN のままでの研修参加は出来ませんので、

受講者が使用するパソコンを必ずケーブルで接続した状態でご準備ください。 

 

※インターネット環境がなく、e-ラーニングによる遠隔化講義を受講することが難しい方は下記

問い合わせ先までご相談下さい。  

（問い合わせ先：福岡県社会福祉士会 事務局 TEL：０９２－４８３－２９４４） 

 

５ 募集定員 

１、２日目 ………………••７００名 

 ３～７日目（第１回）……… ６０名 

 ３～７日目（第２回）……… ６０名 

 

※ 受講者の都合により研修の受講決定を変更することはできません。 

例 ：保健福祉振興財団主催の日程で受講決定していたが、社会福祉士会主催の日程に変更す

るなどは受付けません(研修実施主体が同じ場合も不可)。 

 

６ 受講対象者 （別紙２参照） 

（１）相談支援専門員となる者 

→ 様式１：全日程（７日間）、演習のみ（３～７日目のみ） 

    平成 28 年度以降に講義のみ（１、２日目のみ）を修了した者については、演習のみ

（３～７日目のみ）の申し込みが可能です。受講証明書（コピー）を添付してくださ

い。 

※ 平成 27 年度以前に相談支援従事者初任者研修を受講し、相談支援従事者現任研修を令和 2 年

度までに受講していない方は、相談支援専門員の要件を満たしていません（資格失効）。 

今後も相談支援専門員として従事するためには、初任者研修全日程（７日間）を再度受講

する必要があります。尚、研修を修了するまで相談支援専門員として業務に従事できません。 
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（２）サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者となる者 

→ 様式２：講義のみ（１、２日目のみ） 

※ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者になるために、講義のみ（１日目、２日目

のみ）を受講される場合は、本研修を修了したことにはなりません。 

※ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者になるためには、相談支援従事者初任者研

修（１日目、２日目）の修了とサービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修の

受講が必要となりますので、本研修を受講し修了しても、サービス管理責任者及び児童発達

支援管理責任者として従事できるとは限りません。 

 

７ 受講料 

 全日程（７日間）コース ……………… ５５，５００円（税込） 

 演習のみ（３～７日目のみ）コース…… ４２，５００円（税込） 

 講義のみ（１、２日目のみ）コース…… １３，０００円（税込） 

 

 

※上記受講料とは別に、講義用テキストとして、中央法規『障害者相談支援従事者初任者研修テ

キスト』を各自でご購入していただく必要があります。 

 テキストの案内は 

お問い合わせ先：中央法規出版株式会社 福岡営業所 TEL092-724-8741 

テキストの申し込み用紙は受講決定の際に送付いたします。 

 

８ 応募に必要な書類  

●相談支援専門員として従事する方…【様式１】、【様式３】（※様式３は任意提出） 

※ 演習のみ（３～７日目のみ）を受講希望の方は平成 28年度以降の相談支援従事者初任者

研修１日目、２日目の受講証明書のコピーの提出を必須とします。 

※【様式３】2021年度福岡県相談支援従事者初任者研修の申し込みに係る実務経験の確認に

ついて（依頼）について 

    ・様式１を提出の者で従事予定地の市町村へ「実務経験確認書」を申請し交付された方

は、【様式３】(コピー可)の提出をお願いします（交付されていない方は提出の必要

はありません）。 

   ・ 相談支援専門員の資格要件については、参考資料１に示しておりますので、【様式３】

を送付前に法人及び事業所の責任においてご確認ください。 

    ・ 従事予定地の市町村に実務経験確認書を依頼される場合、７月１５日（木）までに

各市町村担当課へ依頼してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡市内の事業所に従事予定の方】 

「実務経験確認書」の交付について福岡市に依頼する場合は、返信先住所氏名を記載

し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、郵送にてご提出ください。 

 提出締切：２０２１年７月１５日（木） 必着 

  提出先：〒８１０－８６２０ 中央区天神１丁目８－１ 

福岡市 保健福祉局 障がい者部 障がい福祉課指定指導２係 宛て 

        （封書左端に、「実務経験確認書の依頼」と朱書きすること。） 
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●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従事する方… 【様式２】 

 

 

９申し込み手順・方法について 

【注】社会福祉士会が開催する研修は、インターネットの専用サイトからまず受講申込用紙を作

成していただくことから始めてください。その後、受講申込書を作成し発送していただく

流れになります。手順のイメージは以下の通りです。 

なお、インターネット環境がない、プリンタがない等の理由により作成が困難な方は、下

記ＴＥＬまでお問合せください。 

 

第１ステップ 

 受講申込書用紙の作成（準備） 

① 社会福祉士会ホームページの専用サイトにアクセス 

  http://www.facsw.or.jp 

  「福岡県相談支援従事者初任者研修」のバナーをクリック 

② 受講するコースを選択 

③ 受講される方の基本情報を入力 

（氏名、生年月日、住所、法人名、メールアドレス等） 

④ 記入が済んだら「送信」ボタンをクリック 

 

「送信」ボタンをクリックすると、記入したメールアドレスあてに②で選択し

た受講コース用様式の受講申込用紙（ＰＤＦファイル添付）がメールで届きま

す。 

 【注】受講申込用紙には、③でご記入いただいた基本情報が記載されていま

す。 

 

第２ステップ 

 受講申込書への記入（作成） 

① メールで届いた受講申込用紙に、その他必要事項を記入（手書き） 

② 受講申込書に法人印を押印 

③ 提出期限までに必要書類をそろえて社会福祉士会あてに郵送 

  ※申込完了 

 

下記住所へ必ず郵送にて申し込み下さい。（ＦＡＸやメールでは受理いたしません） 

 

 

 

 

 

 

【北九州市内の事業所に従事予定の方】 

「実務経験確認書」の交付について北九州市に依頼する場合は、返信先住所氏名を記載し、

切手を貼った返信用封筒を同封の上、郵送にてご提出ください。 

 提出締切：２０２１年７月１５日（木） 必着 

  提出先：〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１－１ 

北九州市 保健福祉局 障害者支援課 指定指導係 宛て 

ＴＥＬ ０９３－５８２－２４２４ 

        （封書左端に、「実務経験確認書在中」と朱書きすること。） 

 

 公益社団法人 福岡県社会福祉士会 相談支援従事者初任者研修係 あて 

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前３－９－１２アイビーコートⅢビル５F 

ＴＥＬ：０９２－４８３－２９４４ 

ＦＡＸ：０９２－４８３－３０３７ 

ＵＲＬ：http://www.facsw.or.jp 

 

http://www.facsw.or.jp/
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１０ 受講者の選定 

（１）募集定員を超えた場合は別紙１「相談支援従事者初任者研修の受講者選定に係る優先順

位について」に基づき、福岡県と協議のうえ選定します。※先着順ではありません。 

 （２）同一事業所より複数人申し込む場合は、必ず優先順位を申込書に記載してください。 

 （３）全日程コース、演習のみコースの者は演習時に提示される事前課題の作成ができること

を 条件としています。 

（４）記入漏れ、記入不備がある場合は、選定できない場合がありますので、くれぐれもご注

意ください。 

 

１１ 課題 

全日程コース、演習のみコースは研修４日目、５日目終了後に課題（アセスメント、サービ

ス等利用計画案作成等）を提示します。５日目、６日目は作成した課題を基に研修を進行す

るため、課題の提出ができることを受講条件としています。 課題の詳細につきましては、別

紙４-１「課題についてのお知らせ」をご参照ください。作成方法等については、演習４日

目、５日目「実習ガイダンス」で説明をおこないます。 

※お申込時点では課題の提出はありませんので、ご注意ください。 

 

１２ 受講証明書、修了証書 

・講義のみ（１、２日目のみ）を修了した者には、「受講証明書」を交付します。 

・全日程（７日間）及び演習のみ（３～７日目のみ）を修了した者には、「修了証書」を交付

します。※全日程修了者への「受講証明書」の交付はございません。 

 

１３ 情報提供について 

 全日程コース、演習のみコースの方は、研修５日目終了後に地域実習を行います。 

 実習の受入れを円滑に進めるため、福岡県より従事予定先の市町村及び実習機関へは、受講者 

氏名及び現勤務先の情報を提供します。申込書の提出をもって、情報提供に同意したものとみ 

なします。（講義のみコースの方は情報提供はありません。） 

 

１４ 特記事項 

 （１）科目の免除はおこなわないものとします。  

（２）理由の如何にかかわらず、１５分以上の遅刻や離席、退席をした場合は欠席とします。 

 （３）「修了証書」または「受講証明書」は、全科目修了した者に交付します。 

（４）次の各号のいずれかに該当する者は、受講を取り消しますのでご注意ください。 

１.学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者 

（私語、居眠り、携帯電話やタブレット等の使用や、受講態度の悪い方） 

       ２.研修の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者 

３.課題等、既定の提出物を期日までに提出しない者（詳細は研修４日目、５日目に説明） 

  

以上  


