
平成 24年度相談支援従事者研修（初任者研修） 

受講者募集のお知らせ 

 

 この度、東京都より指定を受け、平成 24 年度相談支援従事者研修

（初任者研修）をとうきょう会議（http://tokyokaigi.web.fc2.com/）が主催

します。 

それに伴い、平成 24 年度相談支援従事者研修（初任者研修）の受

講者募集を開始します。 

下記に続く、【募集要項】・【受講申込書】・【講義一覧表】を

ご確認の上、募集要領に記載された方法に従って受講申し込みを行

ってください。 

（所定の方法以外での申し込みは無効とさせていただきます） 
  

 

受講申込締め切りは、9月 28 日（金）18:00 必着です。 
  

 

本研修は、東京都より指定を受けた正式な相談支援従事者養成研

修です。 

研修の修了者には、とうきょう会議より東京都相談支援従事者初

任者研修修了証を発行いたします。すでに相談支援事業を実施して

いる、または今後相談支援事業の実施を考えている方たちは、ふる

ってご応募ください。 
 

 

 

【研修に関するお問い合わせ先】 

  お問い合わせにつきましては、メール（またはFAX）にて受付い

たします。 

※宛名は「精神障害者地域生活とうきょう会議初任者研修部会」で

お願いします。 

※件名は「申込者名／事業所名」でお願いいたします。 

・メールアドレス：syoninsya.tokyokaigi@gmail.com 

・FAX：042-623-4884 

・TEL：080-4118-5433（緊急時用） 



１．開講目的

２．研修事業の名称

３．開講期間	 及び	 研修期間・場所

４．研修カリキュラム及び講師氏名

平成25年1月12日(土)　13:00～18:30（開場	 12:45） 日本福祉教育専門学校

日時

平成24年10月20日(土)　13:00～19:15（開場	 12:45）

平成24年11月2日(金)　18:00～19:30（開場	 17:45）

平成24年11月16日(金)　18:00～19:30（開場	 17:45）

平成24年11月30日(金)　18:00～20:30（開場	 17:45）

平成24年12月8日(土)　16:00～19:15（開場	 15:45）

平成24年12月14日(金)　18:00～19:30（開場	 17:45）

平成24年12月22日(土)　13:00～19:30（開場	 12:45）

平成25年1月11日(金)　13:00～18:30（開場	 12:45）

場所

貸会議室　内海

日本福祉教育専門学校

調布市文化会館たづくり

貸会議室　内海

日本福祉教育専門学校

日本福祉教育専門学校

貸会議室　内海

日本福祉教育専門学校

平成24年度	 東京都相談支援従事者研修（精神障害者地域生活支援とうきょう会議初任者研修）

募　集　要　領

　本研修は、精神障害者地域生活とうきょう会議（以下、とうきょう会議とする）で構築してきたネットワーク

や支援のノウハウを活かした相談支援従事者研修（初任者研修）を提供することにより、広く相談支援従事者等

を育成することを目的とする。

　なお、とうきょう会議は、東京を生活圏とする精神障害者の地域支援を行なう各機関が技術・資質の向上及

び、ネットワークの構築を目的とし、平成19年に設立した団体である。平成25年度を目途に、法人格の取得を準

備している。

　平成24年度　東京都相談支援従事者研修（精神障害者地域生活支援とうきょう会議初任者研修）

　当研修は、計9日間の講義・演習を通じ、全科目を修了するスケジュールとします。

１日目

２日目

３日目

４日目

５日目

６日目

７日目

８日目

１日目

２日目 障害者自立支援法等の概要 1.5

９日目

※駐車場の用意がございませんので、一般の交通機関をご利用ください。

※車いす用の席等が必要な方につきましては、あらかじめお申し出ください。

５日目

６日目

地域自立支援協議会の役割と活用 3.0

３日目

４日目

７日目

８日目

９日目

佐藤光正氏（駒澤大学文学部准教授）

金川洋輔氏（サポートセンターきぬた）

ケアマネジメントプロセスに関する演習
　・実習ガイダンス　1.0時間（事前課題）

　・演習Ⅰ　　　　　3.0時間

　・演習Ⅱ　　　　　4.0時間

　・演習のまとめ　　3.0時間

講師氏名

障害者ケアマネジメント（概論） 2.0 佐藤光正氏（駒澤大学文学部准教授）

相談支援事業と相談支援専門員 4.0
東貴宏（地域生活支援センターリヒト）

金川洋輔氏（サポートセンターきぬた）

科目名 時間数(時間)

渡辺秀子氏（東京都障害者施策推進部計画課事業

調整担当課長）

相談支援における権利侵害と権利擁護 1.5 野沢和弘氏（毎日新聞論説委員）

障害者の地域生活支援 1.5
田中直樹氏（NPO法人あおば福祉会）

小佐野彰氏（NPO法人自立の家）

佐藤光正氏（駒澤大学文学部准教授）

金川洋輔氏（サポートセンターきぬた）

1.0＋5.0

5.0

齋藤敏靖氏（東京国際大学人間社会学部教授）

障害者自立支援法における個別支援計画の作成 1.5 岩上洋一氏（NPO法人じりつ）

ケアマネジメントの展開 6.0



５．受講資格

６．受講手続

　１）受講申込

　　※定形郵便用封筒（長形３号：A4判用紙三つ折りが入るサイズ）をご使用ください。

　　※「初任者研修申込」と朱書してください

　【提出書類】

　・受講申込書

　　　※「受講申込書」記載の氏名、生年月日により修了証書を作成しますので、お間違いのないよう

　記載してください。

　・返信用封筒

　　　※定形郵便用封筒（長形３号：A4判用紙三つ折りが入るサイズ）をご使用ください。

　　　※80円切手を貼付してください。

　　　※送付先の宛名を必ず記入してください（宛名は「○○様」としてください）。

　　　※同一事業所から複数人申込む場合は、申込人数分の返信用封筒を同封してください。

　　　　（お申込みの際は、1つの封筒にまとめていただいて構いません）

　２）受講申込先

　３）締切

　　　申込締切は	 平成24年9月28日(金)18:00　必着	 とします。

　４）定員

　　　定員は50名とします。

　５）受講者の決定

　　　　※応募者多数の場合は抽選で決定します。

　６）研修修了の認定方法

　　　研修カリキュラムを全て履修した者を修了者として認定し、修了証を発行します。

※遅刻・欠席については原則認められません。あらかじめご了承ください。

　７）参加費

　　　15,000円

※参加費は、11月16日(金)／研修３日目に現金で受領します。釣り銭のないようお願いします。

※受講決定後のキャンセルはお受けできません。参加費については、満額お支払ください。

【研修に関するお問い合わせ先】

　　お問い合わせにつきましては、メール（またはFAX）にて受付いたします。

※宛名は「精神障害者地域生活とうきょう会議初任者研修部会」でお願いします。

※件名は「申込者名／事業所名」でお願いいたします。

・メールアドレス：syoninsya.tokyokaigi@gmail.com

・FAX：042-623-4884

・TEL：080-4118-5433（緊急時用）

　受講対象者は、指定一般相談支援事業所または指定特定相談支援事業所において、相談支援専門員の業務に従

事する方（またはその予定の方）です。

　なお、手話・点字等のご用意ができませんので、あらかじめご承知ください。

「平成24年度	 東京都相談支援従事者研修（精神障害者地域生活支援とうきょう会議初任者研修）受講申

込書」に必要事項を記入し、以下の提出書類と併せて、受講申込先までご提出ください。

〒193-0836　東京都八王子市日吉町13-35

特定非営利活動法人多摩在宅支援センター円　訪問看護ステーション円

受講者は「精神障害者地域生活支援とうきょう会議」が決定します。原則として受講者の所属する事業所

宛に、郵送で受講の可否の通知を発送します。



提出日：平成　　年　　月　　日

ふりがな 生年月日

受講者氏名
大正・昭和・平成
　　　　　　年　　　　月　　　　日

受講者住所

事業所名称

事業所住所

連絡先

事業対象者

福祉医療現場での実務経験 通算　　　年　　　月

　３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．移動に配慮が必要な方
　　　（車椅子使用・杖使用・その他（　　　　　　　　　　　　））

　２．同行介助者席の用意（本人と隣の席である必要　有・無）

　２．指定一般相談支援事業者

　３．指定障害児相談支援事業者

　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業種別

　１．指定特定相談支援事業者

〒

〒

※日中連絡が取れる電話番号を記載してください。

　１.身体障害者　２.知的障害者　３.精神障害者　４.障害児
　５.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　※該当する対象者すべてに○をつけてください

　１.精神保健福祉士　２.社会福祉士　３.介護支援専門員　４.介護福祉士
　５.看護師・保健師　６．作業療法士　７．その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　※該当する対象者すべてに○をつけてください

○この研修に対する意気込みをお願いしますm(_  _)m

平成24年度	 東京都相談支援従事者初任者研修受講申込書

（精神障害者地域生活支援とうきょう会議初任者研修）

※該当する事業種別すべてに〇をつけてください。

とうきょう会議　　（　団体会員　・　個人会員　・　非会員　）

研修受講に
あたって
配慮すべき
事項

実務経験
資格等

同一事業所から複数申込みをする場合の優先順位　　　　　人中　　　　人目



日付
開場
時間

講義時間 科目名 講師氏名 場所

障害者ケアマネジメント（概論） 佐藤光正氏（駒澤大学文学部准教授）

相談支援事業と相談支援専門員
東貴宏氏（地域生活支援センターリヒト）
金川洋輔氏（サポートセンターきぬた）

② 11月2日(金) 17:45 18：00〜19：30 障害者自立支援法等の概要 東京都福祉保健局障害者施策推進部
計画課事業調整担当課長　渡辺秀子氏

貸会議室・内海

③ 11月16日(金) 17:45 18：00〜19：30 相談支援における
	 	 	 	 	 	 	 	 	 権利侵害と権利擁護

野沢和弘氏（毎日新聞論説委員） 日本福祉教育専門学校

④ 11月30日(金) 17:45 18：00〜20：30 障害者の地域生活支援 田中直樹氏（NPO法人あおば福祉会）
小佐野彰氏（NPO法人自立の家）

調布市文化会館	 たづくり

⑤ 12月8日(土) 15:45 16：00〜19：15 地域自立支援協議会の役割と活用 齋藤敏靖氏（東京国際大学人間社会学部教授） 日本福祉教育専門学校

⑥ 12月14日(金) 17:45 18：00〜19：30 障害者自立支援法における
	 	 	 	 	 	 	 	 	 個別支援計画の作成

岩上洋一氏（NPO法人じりつ） 日本福祉教育専門学校

⑦ 12月22日(土) 12:45 13：00〜20：00 ケアマネジメントの展開 佐藤光正氏（駒澤大学文学部准教授）
金川洋輔氏（サポートセンターきぬた）

貸会議室・内海

⑧ 1月11日(金) 12:45 13：00〜18：30

⑨ 1月12日(土) 12:45 13：00〜18：30

ケアマネジメントプロセスに関する演習
　・実習ガイダンス
　・演習Ⅰ
　・演習Ⅱ
　・演習のまとめ

佐藤光正氏（駒澤大学文学部准教授）
金川洋輔氏（サポートセンターきぬた）

日本福祉教育専門学校

10月20日(土)① 13：00〜19：15 貸会議室・内海12:45

平成24年度 東京都相談支援従事者研修(精神障害者地域生活支援とうきょう会議初任者研修) 

• 宛名は「精神障害者地域生活とうきょう会議初任者研修部会」で、件名は「申込者名／事業所名」でお願いします	

• 　　　メール（またはＦＡＸ）にてお問い合わせください 
• 　　　メールアドレス：syoninsya.tokyokaigi@gmail.com ／ ＦＡＸ：042-623-4884 
• 　　　緊急時のお問い合わせは携帯電話（080-4118-5433）へお願いします 

お問い合わせ 



会場案内 

日本福祉教育専門学校　高田校舎 日本福祉教育専門学校　本校舎 

東京都調布市小島町2-‐33-‐1（調布駅南口より徒歩３分）	

東京都新宿区高田馬場2-‐16-‐3（高田馬場駅より徒歩１分）	東京都豊島区高田3-‐6-‐15（高田馬場駅より徒歩７分）	

東京都千代田区三崎町3-‐6-‐15（水道橋駅より徒歩１分）	

2012年度 第1回日本認定心理士会研修会

「カウンセリングへの招待」 ワークショップのお知らせ　
開催日：2012年 6月16日（土）15：30～17：00

講　師：福島　修美 先生（東京学芸大学名誉教授）

テーマ：「サイコエデュケーション入門」

会　場：日本福祉教育専門学校 高田校舎 3F 234教室
　　　　〒171－0033 東京都豊島区高田3－6－15  TEL：03（3982）2511

JR線・地下鉄東西線・西武線高田馬場駅下車　徒歩約7分
※当会の事務局ではありませんので、本研修会に関するお問い合わせ等はご遠慮願います。

★参加希望の方は6月13日（水）までにFAXあるいはE-mailにて必ず氏名と認定No.を明記の上、お申
し込みください。（なお、これは会場準備のためで、当会からご返事をすることはありません）

FAX：03-3984-7447　E-mail：info@jscp.jp

高田校舎
（旧高田馬場校舎）

高田校舎

調布市文化会館たづくり 


