必ずお読みください
令和 4 年度 東京都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

＜免除なし＞の方向け 受講マニュアル
※受講決定通知メールの「受講決定番号」が 2022-AB-○○○○○の方
※研修中、受講決定番号を使用する機会が多々あります。すぐに確認できるようにしておいてください。

基礎研修 講義部分（1-3 日目）について ※オンラインにて視聴
○講義動画は合計で約 19 時間程度です。受講者が確実に視聴できるよう、所属事業所・法人におい
て視聴時間及び環境の確保にご配慮ください。
○必ず受講決定通知メールに記載されたユーザーID とパスワードでログインし、個別に視聴してください。
※講義は、ログイン履歴による動画視聴の確認と、受講確認票の送信をもって研修修了となります。
○講義動画は本研修のために作成されたものであり、保存・複製・二次利用等は固くお断りします。
令和 4 年度 東京都サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 基礎研修 講義部分
日程

No.
0

科目名（講義内容および講師）

時間

開会宣言
東京都サービス管理責任者等研修事務局 総合健康推進財団 瀬川

1

★オリエンテーション
社会福祉法人さくらの園 橋爪 亮乃 氏

１日目
講義動画
相談支援従

2

相談支援（障害児者支援）の目的
ＣＩＬ町田ヒューマンネットワーク 堤 愛子 氏

3

相談支援の基本的視点（障害児者支援の基本的視点）①
特定非営利活動法人クローバー 藤井 亘 氏

事者初任者
研修講義部
分と共通

4

5 分間
30 分間
60 分間
60 分間

障害者総合支援法及び児童福祉法の理念・現状とサービス提供プロセス及びその他関連す
る法律等に関する理解

90 分間
東京都福祉保健局障害者施策推進部 佐々木 名央 氏

5

相談支援の基本的視点（障害児者支援の基本的視点）②
コーディネーター ＣＩＬちょうふ 秋元 妙美 氏

105 分間

パネラー 野村 空 氏、勝又 さゆり 氏、斎藤 有加 氏
6

★相談支援に必要な技術
自立生活センター・昭島 吉澤 孝行 氏

２日目

7

相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス
地域生活支援センターあさやけ 花形 朗子 氏

講義動画
相談支援従事

8

障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援（サービス提供）の基本

者初任者研修
講義部分と共通

日本福祉大学 綿 祐二 氏
9

相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス 家族支援と地域資源の活用の視点
相談支援センターあい 中川 邦仁丈 氏
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60 分間
90 分間
90 分間
90 分間

日程

講義
1

科目名（講義内容および講師）
★ 講義 1

時間

サービス提供の基本的な考え方

60 分間

トーコロあおば就労サポートセンターアリーバ 横山 美紀 氏
2

講義 2

サービス（支援）提供のプロセス

90 分間

生活寮そら 吉田 遊佑 氏
3

講義 3

相談支援専門員によるサービス等利用計画等とサービス管理責任者等による
90 分間

個別支援計画の関係
東京高次脳機能障害者支援ホーム 相良 宏司 氏
講義 4-1

サービス提供事業者の利用者主体のアセスメント

45 分間

社会福祉法人さくらの園 橋爪 亮乃 氏
講義 4-2

３日目
講義動画

サービス提供事業者の利用者主体のアセスメント（分野別のポイント）
パサージュいなぎ 奥秋 征人 氏

4

東京高次脳機能障害者支援ホーム 相良 宏司 氏

サザンクロスかつしか 久保 玄 氏

105 分間

社会福祉法人さくらの園 橋爪 亮乃 氏
トーコロあおば就労サポートセンターアリーバ 横山 美紀 氏
5

講義 5

個別支援計画作成の手順とポイントについて
かがわの家 岡田 哲也 氏

6

講義 6

演習ガイダンス
社会福祉法人さくらの園 橋爪 亮乃 氏

7

事務連絡
東京都サービス管理責任者等研修事務局 総合健康推進財団 瀬川

60 分間
15 分間
5 分間

----------オンライン受講での対応環境、注意事項---------機器

パソコン、タブレット、スマートフォン ※iPhone は、iPhone7 以降、iPad は第 4 世代以降

OS

・Windows 8.1 以降

・macOS High Sierra 以降

・iOS11 以降

・iPad OS13 以降

・Google Chrome

・Firefox

・Microsoft Edge

・Safari(Mac) の最新版

ブラウザ

・Android 7.1 以降

スマートフォンにおける Gmail, Line, Facebook, Yahoo!アプリなどの、アプリ内ブラウザによる動作は
対象外となります。
通信速度

10Mbps 以上の安定した回線速度

・使用機器は、常に電源に繋いだ状態で使用するなどバッテリー切れ等を起こさないように留意してください。
・Wi-Fi もしくは LAN ケーブルの有線接続環境下で視聴してください。通信量が非常に多いため、4G 等の
携帯電話回線で接続の場合、利用制限がかかったり多額の通信費用が発生することがあります。
・講義動画の視聴、演習時のリモート環境について上記共通してご確認をお願いいたします。
・研修事務局から機器等の貸し出しは一切いたしません。ご自身、もしくは所属先にて手配してください。
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----------講義動画の視聴（研修 1-3 日目）について---------【講義動画 テスト配信期間】
令和 4 年 10 月 20 日（木）10:00 ～ 10 月 31 日（月）24:00
【必ず実施してください！テスト視聴のお願い】 ※テスト期間はサンプル動画を配信いたします。
必ず上記テスト配信期間中に、本番環境と同様の機器や環境にて接続・動作の確認をしてください。
サンプル動画視聴後は、講義一覧ページにて[済]マークをご確認ください。

【講義動画 本配信期間】
令和 4 年 11 月 2 日（水）10:00 ～ 11 月 10 日（木）24:00
・本配信期間中は 24 時間視聴可能です。（配信期間以外は視聴できません）
・同じユーザーID を使用し、複数の端末で同時にログインしないでください。
（職場のパソコンで視聴した後に、自宅のパソコンで視聴するような使い方は問題ありません）
■視聴手順
1 対応機器（パソコン等）で講義動画の配信サイトにアクセスし、ログインしてください。
※動画サイト URL、ユーザーID、パスワードは、受講決定通知メールに記載してあります。
2 講義動画 視聴の手順をご確認いただき、手順に沿って進めてください。
https://work.htmlvideo.jp/servicekanri2022/_help/manual.php
※必要に応じて、各自で印刷するなどしてください。
■動画視聴に関するヘルプ（トラブルシューティング）
https://work.htmlvideo.jp/servicekanri2022/_help/
■動画視聴に関するよくある質問
https://work.htmlvideo.jp/servicekanri2022/_help/faq.php
■講義動画 視聴に関するお問い合わせフォーム（上記を確認し、それでも改善がみられない場合）
https://work.htmlvideo.jp/servicekanri2022/_form/

【本番の動画視聴時の注意事項】
〇プログラム順に並んでいるので、上から順番に一つずつ資料を全てダウンロード・印刷してください。資料の中に
は、演習 4-5 日目に関わる重要な資料もございますので必ずご確認ください。
〇講義部分は、ログイン履歴による動画視聴の確認と、受講確認票の提出をもって研修修了となります。
〇10 秒ごとの巻き戻しは可能ですが、早送りはできません。
3/6

【受講確認票について（※重要※）】
各日程（1-3 日目）の冒頭の講義（★印の講義）にある Google forms の「受講確認票」のフォームに入
力し、各日程の最後の講義を視聴後、忘れずに送信してください。
・推奨 Web ブラウザー：Google chrome をダウンロード・ログインしていただけると、下書きが保存されます。
（※下書きが保存できない場合は、別途ご自身で記入内容をメモするなど覚えておいてください。）
【講義資料の印刷について】
講義資料はページ数がかなり多いため、コピー機のインクや用紙を大量に使用します。講義資料の文字や図など、
ご自身の見やすい大きさでプリンター設定し、両面印刷やページ集約をするなどして工夫してください。
○演習に向けて（4-5 日目）
【事前課題について（※重要※）】
事前課題は、講義動画 3 日目「講義 6 演習ガイダンス」をご視聴いただき、資料「事前課題」「演習ノート
p57-60」は、必ず「講義 6 演習ガイダンス」からダウンロード・印刷してください。演習時に使用します。
■研修の実施、研修資料や受講確認票など全般に関するお問い合わせ先
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係
電話：03-6262-9880 FAX：03-3251-0721
受付時間：月曜日-金曜日（祝祭日を除く）9:00-17:00 まで
メールでのお問い合わせ：sabi_tokyo@soukensui.or.jp

※次ページからは、演習部分についての詳細です。
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基礎研修 演習部分（4-5 日目）について ※Zoom を使用したオンライングループワーク
○受講決定通知メールに記載された演習日程区分を、下表と照らし合わせてご確認ください。
※演習日程区分は、いかなる理由があっても変更できません。
○演習はリモート会議用ソフトウェア（Zoom）を使用します。事前に、演習で使用する機器に Zoom
をインストールし、受講決定通知メールに記載の【ミーティング URL】にアクセスすることで、自宅や職場
からライブ形式で研修へ参加することができます。
○演習ではグループワークを行うため、必ずカメラ機能とマイク機能のご準備をお願いいたします。
○受講者が確実に演習に参加できるよう、所属事業所・法人において研修時間及び環境の確保にご
配慮ください。研修事務局から機器等の貸し出しは一切いたしません。
※演習は 2 日間の Zoom ミーティングへの参加と受講確認票の送信、及び成果物の提出をもって
修了となります。
第 1 回東京都サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 基礎研修 演習日程
演習日程

日 程

時間

Ａ日程

令和４年１１月１５日（火曜日）・１６日（水曜日）

Ｂ日程

令和４年１１月１７日（木曜日）・１８日（金曜日）

研修時間※予定

Ｃ日程

令和４年１１月２１日（月曜日）・２２日（火曜日）

【演習 4 日目】

Ｄ日程

令和４年１１月２４日（木曜日）・２５日（金曜日）

9:45-16:40

Ｅ日程

令和４年１１月２９日（火曜日）・３０日（水曜日）

【演習 5 日目】

Ｆ日程

令和４年１２月１日（木曜日）・２日（金曜日）

9:50-16:20

Ｇ日程

令和４年１２月６日（火曜日）・７日（水曜日）

※30 分前から

Ｈ日程

令和４年１２月８日（木曜日）・９日（金曜日）

入室可能

★ご注意ください！演習日程（B 日程の方）と受講区分（免除あり：2022-B-〇〇〇〇〇の方）
を間違える方が多発しています。必ずご確認ください。

----------演習へのリモート参加（研修 4-5 日目）について---------【接続テスト期間】 ※任意
令和 4 年 11 月 11 日（金）、12 日（土） 10:00 ～ 17:00
本番が不安な方は p.6 研修当日 使用する機能について 動作確認をしてください。
なお、事務局スタッフとのコンタクトは取れませんのでご自身でご確認ください。

【研修当日】
上記、演習日程をご確認ください。
研修当日、Zoom ミーティングルームへは 30 分前から入室可能です。余裕をもってアクセスしてください。
※遅刻・欠席の場合は研修修了となりませんので、ご注意ください。
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■事前準備
Zoom を初めて使用する方、不安がある方は以下をダウンロードして手順に従って準備をしておいてください。
・演習 Zoom 設定の手順 https://www.soukensui-kanto.com/download/training/9/2_3/
■Zoom ミーティングへの接続手順
1 対応機器（パソコン等）でミーティング URL にアクセスし、Zoom ミーティングルームに入室してください。
※ミーティング URL、ミーティング ID、パスコードは、受講決定通知メールに記載してあります。
（講義（1-3 日目）の動画視聴 URL や ID ではありません。お間違いのないように注意してください。）
※接続テスト期間、研修当日以外はアクセスしないでください。
2 研修当日 使用する機能について
①入室時に名前の変更をお願いします。 受講番号下 5 桁（半角） ＋ 姓 ＋ 名 に変更してください。
②カメラ（ビデオ）を ON にしてください。

（例：12345 財団 太郎）

③音声をミュート（OFF）にしてください。
④チャット機能：事務局やファシリテーター等に対して質問がある場合に使用します。

⑤リアクション機能：演習中、「手を挙げる」機能を使って簡単なアンケートを取ることがあります。
※演習当日も、改めてご説明いたしますが、不安な方は事前に 演習 Zoom 設定の手順
https://www.soukensui-kanto.com/download/training/9/2_3/ をご一読ください。

3 演習 4-5 日目に準備しておくもの（研修準備物）
①事前課題（演習 4 日目の開始時までに必ず記入しておいてください！）
②演習ノート（講義動画サイトよりダウンロードしたもの 全てのページ）
⇒A4 両面、左側をホチキス止めやパンチで開けるなど、冊子のようにして見開きで使用します。
③ニーズ整理表
④ストレングスとウィークネスの対比表

③と④は A3 サイズで印刷してください

⑤個別支援計画様式（2 部）
⑤蛍光ペン（黄、青、ピンク）
⑥ふせん（黄、青、ピンク） 正方形（7.5cm×7.5cm）※なければ別のサイズでも可
※その他、受講決定通知メールやこのマニュアルをすぐに確認できる状況にしておいてください
※研修準備物については、講義 3 日目「事務連絡」の動画を必ず視聴してください。
■演習当日（4-5 日目）の Zoom に関するお問い合わせ
050-3174-7252

※接続テスト、研修当日以外はお掛けにならないようにお願いいたします。

■研修資料や受講確認票など研修全般に関するお問い合わせ先
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係
電話：03-6262-9880 FAX：03-3251-0721 月曜日-金曜日（祝祭日を除く）9:00-17:00 まで
メールでのお問い合わせ：sabi_tokyo@soukensui.or.jp
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