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平成２９年度相談支援従事者現任研修 

開催要項 
 

１ 目 的 

  地域の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正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する。 
 

２ 実施主体  山口県 
 

３ 実施機関  社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 
 

４ 開催日程  平成２９年１０月２３日（月）～２５日（水）※詳細は、別紙１ 日程表のとおり 
 

５ 会  場  山口県セミナーパーク 社会福祉研修棟 社会福祉研修室 

        （山口市秋穂二島 1062） 
 

６ 対 象 者 

  指定相談支援事業所に従事している者（従事予定者含む。）又は、市町障害者福祉担当

者であって、次のいずれかに該当する者 

（１）平成 18年度～平成 28年度相談支援従事者初任者研修修了者。 

   ただし、平成 18 年度～平成 23 年度初任者研修修了者については、研修修了の翌年度から 

  ５年度ごとの間に相談支援従事者現任研修を修了した者に限る。 

（２）平成 17年度以前にケアマネ研修を修了し、かつ、平成 18年度～平成 23年度に開催 

  した相談支援従事者初任者研修の講義部分（１日又は２日）を受講した者。 

ただし、講義部分を平成 18年度～平成 23年度に受講した者については、講義部分受講の翌

年度から５年度ごとの間に相談支援従事者現任研修を修了した者に限る。 
 

 ※初任者研修修了（講義部分受講）の翌年度から５年度ごとの現任研修を受講していない場合は、

再度初任者研修を受講する必要があり、現任研修は受講できません。 

 （例）平成 19年度初任者研修修了者 

→平成 20年度～平成 24年度の間に１回、平成 25年度～平成 29年度の間に１回、 

平成 30年度～平成 34年度の間に１回（５年度ごと続く）現任研修の受講が必要。 

※未受講の期間がある場合は、再度初任者研修の受講が必要です。 

 

７ 定  員  ５０名程度 

 

８ 受 講 料  ５，０００円 

        ※納入方法は事前振込のみとします。 

         振込先などの詳細は，受講決定通知にてお知らせします。 
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９ 申込方法  下記①に②を添付の上、郵送で申し込んでください。 

         ※未着防止のため、ＦＡＸまたは電子メールによる申し込みは受け付けません。 

①別紙２「受講申込書」 

 ・必要事項を記入し、（設置）法人の代表者名で申し込んでください。 

 ・修了証書に記載するため、氏名、生年月日を正確に記入してください。 

 ・複数名の申し込みをする場合は、申込書をコピーしてください。 

②研修修了証書等の写し 

下記ア及びイについて（ⅰ）は全員が添付、（ⅱ）は該当者が添付をしてください。 

ア 相談支援初任者研修修了者の場合 

  （ⅰ）相談支援従事者初任者研修の修了証書の写し 

  （ⅱ）平成 18年度～平成 23年度相談支援従事者初任者研修修了者は、相談支援従事 

     者現任研修の修了証書写し 

  イ 平成 17年度以前のケアマネ研修修了者の場合 

    平成 18年度～平成 23年度相談支援従事者初任者研修の講義部分（１日又は２日） 

    の受講者は、相談支援従事者現任研修の修了証書写し 
 

10 申込期限   平成２９年８月３０日（水）郵送必着
．．

 ※期限を過ぎた申込は受け付けません。 

 

11 申 込 先   〒754-0893 山口市秋穂二島 1062（山口県セミナーパーク内） 

         山口県社会福祉協議会 福祉研修センター 

 

12 受講者の決定 受講決定通知を研修開始の２週間前までに法人へ発送し、お知らせ

します。 

  ※受講決定は、山口県内の事業所に従事している者を優先します。 

 

13 課題の提出  事前課題が課されます。 

  ※課題に関する詳細は、別紙２受講申込書に記載されたＥ－mailに通知します。 

 

14 昼食について 

  昼食は各自で準備するか、併設の食堂を利用してください。 

  ※研修会場の山口県セミナーパーク近辺（徒歩圏内）にコンビニ等はありません。 

 

15 宿泊について  

  宿泊料金（素泊まり）は、以下の通りです。 

  ・２人部屋を２人で利用の場合・・・１泊 １，５００円 

  ・２人部屋を１人で利用の場合・・・１泊 １，８００円 

  ※ 宿泊者が多い日は、個室（２人部屋を１人で利用）で利用できない場合もあります。 

  ※ 各宿泊室に、浴室、トイレ、テレビはありません。 

  ※ 洗面用具、寝巻きなどは各自で用意してください。 

  ※ 宿泊希望者は、受講申込書の該当欄に記入してください。 

  ※ 朝食・夕食を希望される方は、（所定の時間内に）併設の食堂にて食券を購入してください。 
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16 修了証書 

  研修の全日程修了者には、修了証書を交付します。 

  なお、修了者の名簿については、県が管理します。 

 

17 そ の 他 

（１）理由の如何を問わず、受講生の都合により、遅刻、早退、欠席された場合は、修了

証書は交付できません。 

（２）指定相談支援事業所において相談支援専門員として従事するためには、相談支援従

事者初任者研修を修了した年度の翌年度を初年度とする５年度ごとの各年度末までに

当該研修を修了する必要があります。 

 

18 問い合わせ先 

 【研修申込等に関すること】 

  社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 

   福祉研修センター 担当：西、西村（真） 

   TEL 083-987-0123 FAX 083-987-0124 

 
 【研修制度に関すること】 

  山口県健康福祉部障害者支援課 

   在宅福祉推進班 担当：稲垣 

   TEL 083-933-2764 FAX 083-933-2779 

 

  会場周辺図 ＜山口県セミナーパーク＞ 〒754-0893山口県山口市秋穂二島 1062 
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＜相談支援従事者現任研修 日程表＞ 

講師：藤井 真壽美氏（社会福祉法人同朋福祉会 総合相談支援センターみね） 

   森岡 剛史氏 （社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 くらし自立応援センターいわくに） 

 

※カリキュラムは変更されることがあります。 

  

１日目：１０月２３日（月） 

時間 プログラム 科目名・内容 

9:00～ 9:20  受付 

9:20～ 9:30 開 会 開講式・オリエンテーション 

9:30～10:30 講 義 「障害者福祉の動向に関する講義」 

 障害福祉の施策等、最新の動向を知る。 

10:30～12:30 講 義 「相談支援の基本姿勢及びプロセスについて」 

13:30～15:00 講義・演習 

 

「地域生活支援事業について」 

都道府県が実施している地域生活支援事業について、その

事業の活用方法を理解すると共に、専門的な支援が必要な事

例の支援方法を検討する。 

15:00～15:10 休 憩  

15:10～16:40 講義・演習 「協議会について」 

協議会の運営、地域課題へのアプローチ方法について理解

する。 

 

２日目：１０月２４日（火） 

時間 プログラム 科目名・内容 

9:00～ 9:30 受 付  

9:30～16:30 演 習 「障害者ケアマネジメントの実践」 

各受講者の相談支援実例を発表し支援の検証を行う。演習

方法によりチームアプローチのあり方、総合支援の視点の持

ち方などについて深める。 

 

３日目：１０月２５日（水） 

時間 プログラム 科目名・内容 

9:00～ 9:30 受 付  

9:30～16:30 演 習 「スーパーバイズ」 

発表事例の中から数例を選び、スーパーバイズを受けるこ

とにより、社会資源の活用方法を含め、自己の検証を行う。 

16:30～17:00 終 了 修了式、閉会式 

別紙１ 
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相談支援従事者現任研修の受講期間について 
 

 相談支援専門員は、「相談支援従事者現任研修」を「相談支援従事者初任者研修」を修了

した翌年度を初年度とする５年度ごとの各年度末日までに、修了する必要があります。 

 期間内に「相談支援従事者現任研修」を修了しなかった場合は、改めて初任者研修を修

了しなければ相談支援専門員として従事できません。 

 

相談支援従事者現任研修受講期間 
現任研修 

更新回数 

 

初任者研修 

修了年度 

現任研修 

１回目 

現任研修 

２回目 

現任研修 

３回目 

平成 18 年度 平成 19 年度～平成 23 年度 平成 24 年度～平成 28 年度 平成 29年度～平成 33年度 

平成 19 年度 平成 20 年度～平成 24 年度 平成 25 年度～平成 29 年度 平成 30年度～平成 34年度 

平成 20 年度 平成 21 年度～平成 25 年度 平成 26 年度～平成 30 年度 平成 31年度～平成 35年度 

平成 21 年度 平成 22 年度～平成 26 年度 平成 27 年度～平成 31 年度 平成 32年度～平成 36年度 

平成 22 年度 平成 23 年度～平成 27 年度 平成 28 年度～平成 32 年度 平成 33年度～平成 37年度 

平成 23 年度 平成 24 年度～平成 28 年度 平成 29 年度～平成 33 年度 平成 34年度～平成 38年度 

平成 24 年度 平成 25 年度～平成 29 年度 平成 30 年度～平成 34 年度 平成 35年度～平成 39年度 

平成 25 年度 平成 26 年度～平成 30 年度 平成 31 年度～平成 35 年度 平成 36年度～平成 40年度 

平成 26 年度 平成 27 年度～平成 31 年度 平成 32 年度～平成 36 年度 平成 37年度～平成 41年度 

平成 27 年度 平成 28 年度～平成 32 年度 平成 33 年度～平成 37 年度 平成 38年度～平成 42年度 

平成 28 年度 平成 29 年度～平成 33 年度 平成 34 年度～平成 38 年度 平成 39年度～平成 43年度 

平成 29 年度 平成 30 年度～平成 34 年度 平成 35 年度～平成 39 年度 平成 40年度～平成 44年度 

 

 

  

山口県健康福祉部 障害者支援課 
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 相談支援従事者現任研修は、 

・相談支援従事者初任者研修（全日程：６日課程）又は 

・平成 17年度までの障がい者ケアマネジメント従事者養成研修修了者で相談支援初任者研修の 

講義部分（１日または２日） 

 を修了した翌年度
．．．

を初年度とする 5年度ごとの各年度末日までに修了する必要があります。 

 

 

例えば、 

平成19年度に相談支援従事者初任者研修を修了した方が相談支援専門員として従事するためには、 

平成20年度から平成24年度までの間に相談支援従事者現任研修を修了(初回更新)する必要があります。 

また、その後も平成25年度から平成29年度までの間、平成30年度から平成34年度までの間と、5年度ご

とに相談支援従事者現任研修を修了する必要があります。 

5年度ごとの現任研修を修了しなかった場合は、改めて初任者研修から研修を修了しなければなりません。 

 

 平成 19 年度 初任者研修修了者の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 自分の現任研修更新時期を確認してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

相談支援従事者現任研修受講期間 

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

例
１

例
２

例
３

１年目 ２年目 ３年目 ４年目
現 任
研修修了

６年目 ７年目 ８年目 ９年目
現 任
研修修了

11年目

初
任
者
研
修
修
了

１年目 ２年目
現 任
研修修了

４年目 ５年目 ６年目
現 任
研修修了

８年目 10年目 11年目

現 任
研修修了

２年目 ３年目 ４年目 ５年目
現 任
研修修了

７年目 ８年目 ９年目 10年目 11年目

現任研修（初回）更新期間 現任研修（２回目）更新期間 更新３回目

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 11年目

初
任
者

研
修
修
了

現任研修（初回）更新期間 現任研修（２回目）更新期間 更新３回目

10年目

７年目

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

例
１

例
２

例
３

１年目 ２年目 ３年目 ４年目
現 任
研修修了

６年目 ７年目 ８年目 ９年目
現 任
研修修了

11年目

初
任
者
研
修
修
了

１年目 ２年目
現 任
研修修了

４年目 ５年目 ６年目
現 任
研修修了

８年目 10年目 11年目

現 任
研修修了

２年目 ３年目 ４年目 ５年目
現 任
研修修了

７年目 ８年目 ９年目 10年目 11年目

現任研修（初回）更新期間 現任研修（２回目）更新期間 更新３回目

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 11年目

初
任
者

研
修
修
了

現任研修（初回）更新期間 現任研修（２回目）更新期間 更新３回目

10年目

７年目


