令和４年度東京都サービス管理責任者更新研修及び
児童発達支援管理責任者更新研修

実施案内

この度、東京都ではサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理
責任者等」という。
）として従事する方（予定含む。）を対象として標記研修を実施します。下記
の内容に御留意いただき、お申し込みください。

はじめに（必ずお読みください）
〇平成３１年度の研修制度改正により、サービス管理責任者等として従事するためには、５年
度に１回更新研修を受講することが必要となりました。
平成１８年度から３０年度までのサービス管理責任者等として従事するために必要な研修の
修了者は、令和５年度までに本研修を受講することにより、令和６年度からもサービス管理責
任者等として従事することができます。（制度改正に係る５年間の経過措置）
詳細については、別添の「研修制度変更に関するまとめ」を確認してください。
経過措置最終年度は、多数の申込みが見込まれるため、計画的な受講にご留意いただき、お申し
込みください。
〇本研修の対象者は、平成１８年度から３０年度までのサービス管理責任者等として従事するために
必要な研修の修了者又はサービス管理責任者実践研修及び児童発達支援管理責任者実践研修の
修了者です。
サービス管理責任者基礎研修及び児童発達支援管理責任者基礎研修の修了者が次に受けるべ
き研修は、「実践研修」となりますので、ご注意ください。
また、更新研修の受講歴によって下表のとおり取扱いが異なります。
更新研修受講歴
今回が初めて
（平成３０年度までに研修を修了し、今回初めて更新研修を受講する方）

今回が初めて
（令和３年度に実践研修を修了された方）

今回が２回目
（令和３年度までに１回目の更新研修を修了されている方）

実務経験

更新研修受講期限

不要

令和５年度末

必要

令和８年度末

必要

１回目の更新研修
受講年度による

記
１

研修の目的
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（以下「障害者総合支援
法」という。）及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質の
確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を
図ること。

２

実施方法
講義及び演習の一部：オンデマンド配信
受講者が用意したパソコン等で、指定されたサイトにアクセスし、講義動画を視聴する。
サイトＵＲＬは事務局から受講決定者へ事前に送付する。
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演習：Ｗｅｂ会議システム（ＺＯＯＭ）を利用したオンライン形式
受講者が用意したパソコン等で、専用のソフトウェア（ＺＯＯＭ）をインストールし、指
定のＵＲＬにアクセスして、自宅や職場からライブ形式で研修に参加する。

３ 研修日程等
（１）内容
講義及び演習
区分

内容

講義

・障害福祉の動向

演習

・関係機関との連携
・サービス提供事業所としての自己検証
・サービス管理責任者等としての自己検証

（２）日程
講義及び演習の一部：オンデマンド配信
配信
期間

令和４年１２月９日（金）午前８時から
令和４年１２月１２日（月）午後５時まで（予定）
※上記期間内に、各自で講義動画（合計３時間程度）を視聴
演習：オンライン形式（ＺＯＯＭ）
日程

Ａ日程

令和４年１２月２１日（水）ＡＭ

Ｂ日程

令和４年１２月２１日（水）ＰＭ

Ｃ日程

令和４年１２月２２日（木）ＡＭ

Ｄ日程

令和４年１２月２２日（木）ＰＭ

Ｅ日程

令和５年 １月 ５日（木）ＡＭ

Ｆ日程

令和５年 １月 ５日（木）ＰＭ

Ｇ日程

令和５年 １月 ６日（金）ＡＭ

Ｈ日程

令和５年 １月 ６日（金）ＰＭ

Ｉ日程

令和５年 １月１０日（火）ＡＭ

Ｊ日程

令和５年 １月１０日（火）ＰＭ

Ｋ日程

令和５年 １月１１日（水）ＡＭ

Ｌ日程

令和５年 １月１１日（水）ＰＭ

Ｍ日程

令和５年 １月１２日（木）ＡＭ

Ｎ日程

令和５年 １月１２日（木）ＰＭ

Ｏ日程

令和５年 １月１３日（金）ＡＭ

Ｐ日程

令和５年 １月１３日（金）ＰＭ

Ｑ日程

令和５年 １月１６日（月）ＡＭ

時間

３時間程度
※詳細は受講決定通知
メールにて案内します
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４

受講対象者
研修修了に必要な全科目を受講できる方で、次の（１）又は（２）のいずれかに該当し、
下記の一定の実務経験（※）を満たすもの
（１）平成３０年度までに、障害者総合支援法に基づくサービス管理責任者研修又は児童福祉
法に基づく児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修（２日課程又は全
日程）を修了し、東京都内に所在する障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事
業所等において、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の業務に従事する方（予
定含む。
）
（２）令和３年度にサービス管理責任者実践研修及び児童発達支援管理責任者実践研修を修了
し、東京都内に所在する障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所等におい
て、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の業務に従事する方（予定含む。）
（１）
（２）ともに、他道府県に所在する事業所（開設予定を含む。
）に従事する方（予定含む。
）については対象外です。

（※）一定の実務経験
①過去５年間に通算２年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者又は相談
支援専門員（以下、「サビ管等」という。）としての実務経験がある。
②現にサビ管等として従事している。
なお、上記（１）に該当する方については、初回の更新研修受講時のみ、実務経験は不要

＜本研修の対象となる指定障害福祉サービス等の種類＞
対象者
指定障害福祉サービス等
療養介護
生活介護（施設入所支援に係るものを含む。
）
自立訓練（機能訓練）

○サービス管理責任者

○児童発達支援管理責任者

自立訓練（生活訓練 ※宿泊型を含む。
）
自立生活援助、共同生活援助
就労移行、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型
就労定着支援
児童発達支援、医療型児童発達支援
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援、福祉型児童発達支援センター
医療型児童発達支援センター
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所のみを実施する事業所は、サービス管
理責任者等を配置する必要はありませんので、本研修の受講の必要はありません。

５

６

募集定員
１７００名（全日程合計）

受講申込み
（１）申込期限

令和４年９月３０日（金曜日）午後５時 必着
※締切以降の申込みは一切受け付けられません。時間に余裕をもってお申し込みください。
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（２）申込方法について
ウェブ申込となります。インフラ環境等により受講申し込みができない方は、下記、
公益財団法人総合健康推進財団の研修窓口まで一度お問い合わせください。
公益財団法人 総合健康推進財団 関東支部 東京都サービス管理責任者等研修窓口

TEL：03-6262-9880
（３）注意事項
お申し込みの際には、以下の点にご注意ください。
○申込フォームに入力された内容は、受講決定を行う際の重要な情報となりますので、
必要事項を漏れのないように、かつ、可能な限り具体的にご入力ください。
○申込フォームに入力された内容を基に選考を行います。入力漏れ等がある場合でも、
事業所への内容確認等の連絡は原則行いません。
○選考に必要な項目に入力漏れ等がある場合には、選考対象とならない場合もありますの
でご注意ください。
○ご入力された内容等に虚偽の申告が認められた場合には、受講申込みは無効となります。
また、以後の受講申込みは受付できなくなりますので、ご注意ください。
○申込受付後の受講者及び日程の変更はお受けできませんので、受講希望者を精査してお
申し込みください。

７ 受講者の決定
（１）受講決定について
申込み時に入力された、更新研修の受講期限、同一の従事予定事業所内での優先順位、
サービス管理責任者等として配置される時期、指定事業所としての業務開始予定年月、実
務経験年数等を参考に、受講可否を決定します。
（２）受講可否通知データの送付
原則として受講希望者の所属する事業所の問い合わせ担当者宛てに、メールにて受講可
否通知データを送信します。送信予定日：令和４年１１月１４日（月）。ただし、応募及び
選考状況により、遅れる場合もありますので、あらかじめご了承願います。
また、メールの送信予定日からしばらく過ぎても届かない場合は、公益財団法人総合健
康推進財団までお問い合わせください。
※入力漏れ等がある場合は受付が完了できませんのでご注意ください。

８

修了証書の交付
本研修を修了された方には、東京都知事名の修了証書を交付します。修了証書の発送は、
以下を予定しています。
修了証書の発送時期：令和５年３月７日（月）頃

９ 留意点
〇本研修は全日程全科目を受講しなければ研修修了となりません。講義については、研修主
催者の責による事由以外で、指定された期間内に講義動画の視聴が完了しない場合、演習
については、遅刻及び早退等があった場合は、研修修了となりません。
〇著しく受講態度の悪い方（居眠り、業務都合による長時間の離席、研修に集中できない環
境下での受講）については研修修了とならない場合がありますので、ご注意ください。
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１０

参加費
参加費は無料です。
なお、講義及び演習に参加できる電子機器（インターネットに接続できるパソコン等）の確
保については、推薦する事業所又は受講者が準備してください。
資料はダウンロードしていただきます。電子データで見る場合は、パソコン等の容量を
ご確認ください。印刷して手元に用意する場合は、ご自身で印刷してください。
※機器の貸出し等は一切行っておりませんので予めご了承ください。

１１

個人情報の取扱い
受講者推薦及び申込フォームに入力された個人情報については、東京都個人情報の保護
に関する条例に基づき、適正な管理を行い、当該研修事業の実施業務及び同修了者名簿の
管理業務以外で利用することはありません。

１２ 各種問合せ先
○東京都サービス管理責任者更新研修・児童発達支援管理責任者更新研修の実施に関すること
担当研修機関

電話番号

公益財団法人総合健康推進財団
東京都サービス管理責任者等研修係

03-6262-9880

※受付時間は、月曜日～金曜日(祝祭日を除く)午前９時から午後５時までです。

○上記研修のカリキュラムの作成、受講決定及び修了者情報の管理に関すること
担当部署

電話番号

東京都心身障害者福祉センター 地域支援課 地域支援担当

03-3235-2954

※受付時間は、月曜日～金曜日(祝祭日を除く)午前９時から午後５時までです。

○事業者指定に関すること（実務経験の要件含む。）
【八王子市内に所在する事業所】
事業内容
全事業共通

担当部署
八王子市 福祉部 障害者福祉課
事業者指定担当

電話番号

042-620-7479

【世田谷区、江戸川区、荒川区、港区、中野区又は板橋区内に所在する事業所（児童のみ）】
事業内容

担当部署

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
児童発達支援センター

世田谷区 障害福祉部 障害保健福
祉課
江戸川区 福祉部 障害者福祉課 事
業者支援係
荒川区 福祉部 障害者福祉課 障
害サービス係

電話番号

03-5432-2242
03-5662-0712
03-3802-3417
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港区 保健福祉支援部 障害者福祉
課 障害者支援係
中野区 健康福祉部 障害福祉課 子
ども発達支援係
板橋区 福祉部 障がいサービス課
地域生活支援係

03-3578-2689
03-3228-5613
03-3579-2736

【上記以外の事業所】
事業内容

担当部署

東京都福祉保健局 障害者施策推進部
施設サービス支援課 障害者支援施設担当
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
共同生活援助（グループホーム）
地域生活支援課 居住支援担当
就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型) 東京都福祉保健局 障害者施策推進部
地域生活支援課 就労支援担当
就労定着支援
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
自立生活援助
地域生活支援課 在宅支援担当
児童発達支援・放課後等デイサービス
東京都福祉保健局 障害者施策推進部
保育所等訪問支援・障害児入所支援
施設サービス支援課 児童福祉施設担当
児童発達支援センター
療養介護・生活介護・施設入所支援
自立訓練（機能訓練・生活訓練）

電話番号

03-5320-4156
03-5320-4151
03-5320-4158
03-5320-4325
03-5320-4374
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