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サービス管理責任者研修・児童発達⽀援管理責任者研修について

障がい福祉等の総合案
内

障がい児者の⽅へ 事業者・施設の⽅へ 研修を受けたい⽅へ 企業等の⽅へ 府⺠の⽅へ

更新⽇︓令和3年8⽉5⽇  

    

 お知らせ よくあるお問合せ 申請・届出等  制度・計画等  統計・刊⾏物 リンク
  

  サービス管理責任者等研修（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）は、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適切かつ円滑な運営に資するため、サービス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
成を図ることを⽬的としています。

  
 ⼤阪府では、平成２４年度より、研修事業者を指定して、サービス管理責任者等研修を実施しています。 

  
※令和３年度の研修については今後の新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌対策の状況により、延期⼜は中⽌となる場合がありま
す。

 ※このたび、⼤阪府地域福祉推進財団が令和３年８⽉３⽇（⽕曜⽇）から「令和３年度⼤阪府サービス管理責任者等更新研修」の募
集を開始しましたので、お知らせします。

 
► １．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⾒直しについて   

      ・平成31年３⽉31⽇までにサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている⽅は、令和４年度末までに更新研修の受講申込をしてくださ
い︕

► ２．サービス管理責任者等研修の指定事業者について

► ３．令和３年度サービス管理責任者等研修について
      ・基礎研修

      ・実践研修  
      ・更新研修

► ４．サービス管理責任者・児童発達⽀援管理責任者の要件について
      ・サービス管理責任者の資格要件弾⼒化特区廃⽌について
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１．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⾒直しについて

 令和元年度より、サービス管理責任者等に係る研修制度が⾒直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、基礎研修、実践研修に分けた段
階的な研修となります。あわせて、現任者を対象とした更新研修を創設します。研修制度の⾒直しについては、下記資料をご確認ください。

 ※なお、⼤阪府における基礎研修、更新研修の⽇程を下記に掲載しました。実践研修は令和３年度から開始予定です。

サービス管理責任者・児童発達⽀援管理責任者研修の⾒直しについて  [その他のファイル／85KB]  [Wordファイル／213KB]

 ＜参考＞厚⽣労働省資料
   サービス管理責任者研修等の⾒直しについて [PDFファイル／487KB] 【平成30年３⽉14⽇実施︓厚⽣労働省障害福祉関係主管課⻑会議資料】

   「サービス管理責任者研修事業の実施について」の改正について（平成31年３⽉29⽇障発0329第19号厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部⻑通知）
    ・「サービス管理責任者研修事業の実施について」の改正について [PDFファイル／70KB]

    ・サービス管理責任者研修事業実施要綱 [PDFファイル／415KB]
    ・新旧対照表 [PDFファイル／477KB]

    ・厚⽣労働省告⽰第百九号 [PDFファイル／192KB]
    ・厚⽣労働省告⽰第百⼗号 [PDFファイル／148KB]
   サービス管理責任者等研修の⾒直しに関するＱ＆Ａ等について（平成31年４⽉23⽇厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部事務連絡）

    ・事務連絡 [PDFファイル／74KB]
    ・別紙１ サービス管理責任者等研修の⾒直しに関するQ&A [PDFファイル／200KB]

    ・別紙２ 「サービス管理責任者研修事業の実施について」の改正について [PDFファイル／104KB]
  サービス管理責任者等研修の⾒直しに関するQ&Aについて（令和元年８⽉19⽇厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部事務連絡）

    ・事務連絡 [PDFファイル／65KB]
    ・サービス管理責任者等研修の⾒直しに関するQ&A（追加） [PDFファイル／224KB]

    ・（別紙）平成18年6⽉23⽇付け事務連絡（抄） [PDFファイル／26KB] 

平成31年３⽉31⽇までにサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている⽅は、
 令和４年度末までに更新研修の受講申込をしてください︕

 平成31年３⽉31⽇までにサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている⽅は、令和５年度末までに更新研修を受講しなければ、サービス管理責任
者等として引き続き従事することができません。令和５年度の更新研修に受講希望者が集中した場合、更新研修を受講できない可能性があります。受講を希望
する全ての⽅が期間内に受講していただけるよう、各事業所において、計画的に更新研修の申し込みをしていただきますよう、ご協⼒をお願いします。

更新研修の受講につきましては、定員の範囲内で以下に該当する⽅から優先的に受講決定させていただきます。
 (分野ごとに複数回研修を受講している場合、初回の修了年度を対象とします)

 
更新研修実施年度 優先受講対象者

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/osakasabikantoukennsyuuminaoshi.pptx
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/osaka%20sabikantoukensyu%20minaoshi.docx
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/sabikanminaoshi.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/kaiseituchi.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/jissiyoukou.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/sinkyutaisyouhyou.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/kouseiroudousyoukokuji109gou.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/kouseiroudousyoukokuji110gou.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/qajimurennraku.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/bessi1.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/bessi2.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/jimurennraku.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/QA.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/H180623jimurennraku.pdf
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令和元年度 平成18年度から23年度までのサビ管等研修修了者

令和２年度 平成24年度から27年度までのサビ管等研修修了者

令和３年度 平成28年度から29年度までのサビ管等研修修了者

令和４年度 平成30年度のサビ管等研修修了者

令和５年度 令和４年度までに更新研修の受講申込をしたが定員超過等で受講できなかった⽅

詳しくは、下記資料をご確認ください。
 平成31年３⽉31⽇までにサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている⽅へ [Wordファイル／42KB]

 

２．サービス管理責任者等研修（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）の指定事業者について

⼤阪府知事の指定を受けた研修事業者は以下のとおりです。
  

◆⼤阪府知事指定 サービス管理責任者等研修事業者⼀覧
 

指定番
号

研修事業者名 郵便番号 研修事業者の主たる事業所 所在地問い合わせ先

１ 社会福祉法⼈ ⼤阪府社会福祉事業団
５６２－００１

２
⼤阪府箕⾯市⽩島３丁⽬５番５０
号

０７２－７２４－８１６
７

３
社会福祉法⼈ ⼤阪府障害者福祉事業

団
５４２－００１

２
⼤阪市中央区⾕町７丁⽬４番１５
号

０６－６７１８－７２８
８

４
⼀般財団法⼈ ⼤阪府地域福祉推進財

団
５４２－００１

２
⼤阪市中央区⾕町７丁⽬４番１５
号

０６－４３０４－３０３
１

３．令和３年度サービス管理責任者等研修（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）について

令和３年度の指定研修事業者による研修は以下のとおりとなっています。 
  

 いずれの研修も、⼤阪府の定めた「⼤阪府サービス管理責任者等研修事業者実施要領（以下、「実施要領」という）」に基づいて実施するため、研修対象
者、優先順位、受講決定⽅法等は同じです。

  なお、サービス管理責任者及び児童発達⽀援管理責任者の要件及び実務経験については、下記「サービス管理責任者・児童発達⽀援管理責任者の要件につい
て」をご覧ください。

  研修募集開始のご案内につきましては、⼤阪府の指定を受けている障がい福祉サービス事業者等の法⼈本部宛ての郵送によるお知らせは⾏っていませんの
で、ご留意ください。必ずホームページを確認し、受講申込み漏れのないようにご留意ください。

【基礎研修】

⽇程等
  

 ※令和３年度の研修実施については今後の新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌対策の状況により、延期⼜は中⽌となる可能性があります。

研修事
 業者名

⼤阪府社会福祉事業団
 （指定番号１）

⼤阪府地域福祉推進財団
 （指定番号４）

⼤阪府障害者福祉事業団
 （指定番号３）

募集
 期間

令和３年４⽉14⽇から
 令和３年４⽉28⽇

 ※募集は終了いたしました。

令和３年６⽉29⽇から
 令和３年７⽉15⽇

 ※募集は終了いたしました。

令和３年９⽉10⽇から
 令和３年９⽉27⽇

研修
 期間

 
令和３年６⽉２８⽇から

 令和３年９⽉１０⽇

 
令和３年10⽉中旬から

 令和３年12⽉３⽇

 
令和３年11⽉30⽇から

 令和４年２⽉10⽇

会場 ⼤阪市内・堺市内 ⼤阪市内 堺市内

ホーム
 ページ

⼤阪府社会福祉事業団のホームページ(外部サイ
トを別ウインドウで開きます)

⼤阪府地域福祉推進財団のホームページ(外部サ
イトを別ウインドウで開きます)

⼤阪府障害者福祉事業団のホームページ(外部サ
イトを別ウインドウで開きます)

 
※ 上記の⽇程は予定ですので変更する可能性があります。３か所の研修事業者は別の法⼈ですので、申込や受講に関することは各回の研修を実施する研修事
業者にお問合せください。

 ※ なお、相談⽀援従事者初任者研修（２⽇課程）については、サービス管理責任者・児童発達⽀援管理責任者の要件の⼀つですので必ず受講し
てください。詳しくは「相談⽀援従事者研修について」をご覧ください。

＜研修対象者＞

〇サービス管理責任者〇

指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実
務経験を有するもの（研修受講に係る受講要件） 

 
業務 実務経験年数

相談⽀援業務 ３年

社会福祉主事任⽤資格等を有しない者による直接⽀援の業務 ６年

社会福祉主事任⽤資格等を有する者による直接⽀援の業務
 （社会福祉主事任⽤資格等の取得以前の期間を含めることができる。）

３年

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/HP-kousinkensyu.docx
http://www.osj.or.jp/trainfo/service.html
http://www.fine-osaka.jp/
https://www.sfj-osaka.net/
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienkensyu.html
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国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による相談⽀援の業務及び直接⽀援の業務
（国家資格等による業務の期間と相談・直接⽀援の業務の期間が同時期でも可）

１年

〇児童発達⽀援管理責任者〇

指定障がい児⼊所施設及び指定障がい児通所⽀援事業所（以下「指定障がい児⼊所施設等」という。）において児童発達⽀援管理責任者として従事しようとす
る者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの（研修受講に係る受講要件）

 
業務 実務経験年数

相談⽀援業務 ３年

社会福祉主事任⽤資格等を有しない者による直接⽀援の業務 ６年

社会福祉主事任⽤資格等を有する者による直接⽀援の業務
 （社会福祉主事任⽤資格等の取得以前の期間を含めることができる。）

３年

国家資格等による業務に通算5年以上従事している者による相談⽀援の業務及び直接⽀援の業務
 （国家資格等による業務の期間と相談・直接⽀援の業務の期間が同時期でも可）

１年

【実践研修】

⽇程等
  

※令和３年度の研修実施については今後の新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌対策の状況により、延期⼜は中⽌となる可能性があります。
  

研修事
 業者名

⼤阪府社会福祉事業団
 （指定番号１）

⼤阪府障害者福祉事業団
 （指定番号３）

募集
 期間

令和３年９⽉上旬から
 令和３年９⽉中旬

令和３年11⽉11⽇から
 令和３年11⽉30⽇

研修
 期間

令和３年12⽉中旬から
 令和４年２⽉18⽇

令和４年２⽉４⽇から
 令和４年３⽉16⽇

会場 ⼤阪市内 堺市内

ホーム
 ページ

⼤阪府社会福祉事業団のホームページ(外部サイトを別ウインドウで開
きます)

⼤阪府障害者福祉事業団のホームページ(外部サイトを別ウインドウで
開きます)

※ 上記の⽇程は予定ですので変更する可能性があります。２か所の研修事業者は別の法⼈ですので、申込や受講に関することは各回の研修を実施する研修事
業者にお問合せください。

  
＜研修対象者＞

 令和元年度のサービス管理責任者等基礎研修（及び相談⽀援従事者初任者研修2⽇課程）修了以降、相談⽀援業務及び直接⽀援業務の実務経験を2年以上満たしてい
るもの

  
【更新研修】

⽇程等

※令和３年度の研修実施については今後の新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌対策の状況により、延期⼜は中⽌となる可能性があります。

研修事
 業者名

⼤阪府地域福祉推進財団
 （指定番号４）

募集
 期間

令和３年８⽉３⽇から
 令和３年８⽉26⽇

 ※募集開始しました。
研修

 期間
令和３年11⽉24⽇から

 令和４年３⽉11⽇

会場 ⼤阪市内

ホーム
 ページ

⼤阪府地域福祉推進財団のホームページ(外部サイトを別ウイン
ドウで開きます)

 ※募集要項等はこちらでご確認ください。

＜研修対象者＞

サービス管理責任者等実践研修を修了後、現にサービス管理責任者等、管理者、相談⽀援専⾨員として従事している⼜は更新研修の受講開始⽇前５年の間に２
年以上のサービス管理責任者等、管理者、相談⽀援専⾨員の実務経験がある者

 ※平成31年3⽉31⽇までにサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている⽅は、初回の更新研修受講に実務経験は必要ありません。２回⽬以降の更
新研修受講には、上記の実務経験が必要です。

 

４．サービス管理責任者・児童発達⽀援管理責任者の要件について

サービス管理責任者・児童発達⽀援管理責任者の要件について [PowerPointファイル／204KB]  [Wordファイル／52KB]

  サービス管理責任者の実務経験 [Wordファイル／66KB]
   児童発達⽀援管理責任者の実務経験 [Excelファイル／21KB]

 

http://www.osj.or.jp/trainfo/service.html
https://www.sfj-osaka.net/
http://www.fine-osaka.jp/trainfo%20-%202.htm
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/R107sabikan-jihatukan-youken.ppt
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/sabikan-jihatsukan-youken.docx
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/sabikanjitsumukeiken.doc
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6430/00143374/jihatukanjitumuyouken.xlsx


2021/8/11 ⼤阪府／サービス管理責任者研修・児童発達⽀援管理責任者研修について
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1つ前のページに戻る このページの先頭へ

⼤阪府
（法⼈番号 
4000020270008）

本庁 〒540-8570 ⼤阪市中央区⼤⼿前2丁⽬ （代表電話）06-6941-
0351

咲洲庁舎 〒559-8555 ⼤阪市住之江区南港北1-14-16 （代表電話）06-6941-
0351

© Copyright 2003-2021 Osaka Prefecture,All rights reserved.

お問合せ ユニバーサルデザインについて 個⼈情報の取り扱いについて このサイトのご利⽤について

ホーム > 福祉部障がい福祉室地域⽣活⽀援課 > サービス管理責任者研修・児童発達⽀援管理責任者研修について

  ※研修の受講要件と指定障がい福祉サービス事業所等の指定要件は必ずしも⼀致していませので、ご承知おきください。
  ※実務経験の詳細については、必ず下記各指定担当部局にてご確認ください。

  ◆障がい福祉サービスの指定担当部局
    ・事業所所在地が⽻曳野市、摂津市、藤井寺市、守⼝市、⾨真市、四條畷市、島本町、⼤東市、交野市の場合

     →⼤阪府福祉部障がい福祉室⽣活基盤推進課指定・指導グループ  
     〒540-8570 ⼤阪市中央区⼤⼿前3-2-12（⼤阪府庁別館１階）

      電話 06-6941-0351（内線4519）
    ・事業所所在地が上記以外の場合

     →各市町村の指定担当部局にお問い合わせください。指定担当部局⼀覧 [Excelファイル／16KB]

  ◆障がい児⽀援の指定担当部局⼀覧 [Wordファイル／48KB]

サービス管理責任者の資格要件弾⼒化特区廃⽌について

サービス管理責任者の資格要件弾⼒化特区は、令和３年３⽉31⽇限り廃⽌となりました。
 ただし、同⽇以前にサービス管理責任者基礎研修の修了証書の交付を受けた⽅については、旧告⽰の規定は、なおその効⼒を有します。

 令和元年厚⽣労働省告⽰ 厚⽣労働省関係構造改⾰特別区域法第三⼗四条に規定する政令等規制事業に係る告⽰の特例に関する措置を廃⽌する件 [PDFファ
イル／49KB] 【令和元年9⽉19⽇厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課】
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