
別添 

平成 22年 12月 9日 
 

 
 

「精神障害者保健福祉サービス提供体制整備促進研修」 
開催のお知らせ 

 
このたび厚生労働省では、障害者自立支援法に基づいたサービス提供等に際し、平成２

３年１月より全国８ヶ所で「精神障害者保健福祉サービス提供体制整備促進研修」を開催す

る運びとなりました。 
本研修は精神障害者の支援に対して特に重点をおき、先進的に幅広く支援事業に取り

組んでいる最前線のサービス提供報告をはじめ、地域自立支援協議会の実践活動報告な

ど、より良いサービスや新しい事業展開につなげることを目的としております。 
情報性の高い実りある研修を計画しておりますので、万障繰り合わせの上、ご参加

いただきますようよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 主催：厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 

２ 日時：２日間（初日１３：００～１７：００、２日目１０：００～１５：００） 

３ 場所：別紙２のとおり 

４ 内容：別紙１～２のとおり ※分割受講も可能です。 

５ 対象者：１）都道府県・市区町村職員（本庁、保健所、保健センター、福祉事務

所等） 

２）新・旧体系施設職員（精神障害者を主たる対象とする施設としてお

りますが、知的・身体障害者の事業所の方も参加可能としております） 

６ 参加費：無料 

７ 申込：下記事務局へ別紙申込み書類をＦＡＸまたは郵送ください。 

     各研修会の開催３日前までにお申し込みいただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

        【研修事業委託先】 

㈱ダブリュファイブ・スタッフサービス 東京支社内 

「精神障害者保健福祉サービス提供体制整備促進研修」事務局 

東京都渋谷区道玄坂１－２２－１０ 若葉ビル６Ｆ 
ＦＡＸ０３（３７８０）６７３３   ＴＥＬ０３（３４７６）００１４ 

 
 
 



「精神障害者保健福祉サービス提供体制整備促進研修」事務局行（ＦＡＸ03-3780-6733） 

 

「精神障害者保健福祉サービス提供体制整備促進研修」 

申 込 書 
 以下内容にて研修を申込みます。 
 

申込会場 ・申し込み地域を下記のいずれかより１つ、○で囲み下さい。 

東京・札幌・仙台・金沢・名古屋・大阪・岡山・福岡 

職名 氏名 受講日 

  初日・２日目・両日 

  初日・２日目・両日 

  初日・２日目・両日 

  初日・２日目・両日 

受講者 

職・氏名 

   

受講者 

所属 

 

勤務先 

住所 

 

勤務先 

電話番号 

 

 

勤務先 

ＦＡＸ 

 

E-mail  

 



【プログラム】 

 

 

１日目 
１３：００～１４：３０ 行政説明「障害福祉施策の動向について」 
１４：３０～１７：００ 

 

活動報告Ⅰ（講師については別紙２のとおり） 

 テーマ「障害福祉サービス事業の取り組みについて」 

① 自立訓練事業所の取組 

② 就労支援事業所の取組 

③ 相談支援事業所の取組 

２日目 
１０：００～１２：００ 活動報告Ⅱ（講師については別紙２のとおり） 

テーマ「地域自立支援協議会の取組について」 

① 自治体の立場から 

② 障害福祉サービス事業者の立場から 

１２：００～１３：００ （休憩） 

１３：００～１５：００ パネルディスカッション 

テーマ「精神障害者を支える地域づくり」 

パネラー（５名）  

 活動報告Ⅰにおける報告者（就労事業所、自立訓練事業所、相談支援事業所） 

 活動報告Ⅱにおける報告者（自治体、障害福祉サービス事業者） 

【別紙１】 



【日程・講師】（予定） 

開催地区 日程・会場 講義内容 講師名 

自立訓練事業所 横浜市保健医療センター ハイツかもめ施設長           伊藤 未知代氏 1/17～1/18 

就労支援事業所 社会福祉法人黒松内つくし園 羊蹄セルプ施設長           大代 貴輝氏 

初日 

講師 

相談支援事業所 社会福祉法人 ロザリオの聖母会 グループホーム支援センター所長   荒井 隆一氏 

自治体 北海道札幌市 障がい福祉課 障がい福祉課課長             天田 孝氏 

北海道 

（札幌） 

札幌市教育文化会館 

二日目 

講師 障害福祉サービス事業者 （調整中） （調整中） 

自立訓練事業所 生活訓練施設のぞみ 社会復帰施設代表          沼田 由喜子氏 1/31～2/1 

就労支援事業所 NPO法人あおば福祉会 あおば作業所               田中 直樹氏 

初日 

講師 

相談支援事業所 社会福祉法人 会津療育会 生活支援ワーカー            齊藤 研一氏 

自治体 岩手県北上市 福祉課係長                千田 健治氏 

東北 

（仙台） 

 宮城県民会館 

二日目 

講師 障害福祉サービス事業者 相談支援センターさくら 相談支援専門員             高橋 美香子氏 

自立訓練事業所 NPO法人ほっとはーと 理事長                 品川 眞佐子氏 2/28～3/1 

就労支援事業所 地域生活サポートセンターとらいむ 施設長                   藤井 要子氏 

初日 

講師 

相談支援事業所 社会福祉法人 会津療育会 生活支援ワーカー            齊藤 研一氏 

自治体 秋田県湯沢市  福祉施設法人化推進室長         佐藤 博氏 

関東 

（東京） 

渋谷商工会館 

二日目 

講師 障害福祉サービス事業者 （調整中） （調整中） 

自立訓練事業所 生活訓練施設のぞみ 社会復帰施設代表          沼田 由喜子氏 1/24～1/25 

就労支援事業所 社会福祉法人佛子会 ワークセンター星が丘理事長     雄谷 良成氏 

初日 

講師 

相談支援事業所 財団法人正光会（愛媛県） （調整中） 

自治体 長野県南箕輪村 住民福祉課 住民福祉課福祉係主任         原  元紀氏 

北陸 

（金沢） 

 石川県 

勤労者福祉文化会館 二日目 

講師 障害福祉サービス事業者 上伊那圏域障害者総合支援センター 相談支援体制整備推進アドバイザー 辰野 恒雄氏 

【別紙２】 



開催地区 日程・会場 講義内容 講師名 

自立訓練事業所 障害者支援施設 KUINA 理事長                 志井田 美幸氏 1/27～1/28 

就労支援事業所 地域生活サポートセンターとらいむ 施設長                   藤井 要子氏 

初日 

講師 

相談支援事業所 社会福祉法人 若竹会 事務局長                  菊池 俊則氏 

自治体 北海道札幌市 障がい福祉課 障がい福祉課課長             天田 孝氏 

中部 

（名古屋） 

桜華会館 

二日目 

講師 障害福祉サービス事業者 （調整中） （調整中） 

自立訓練事業所 障害者支援施設 KUINA 理事長                  志井田 美幸氏 1/13～1/14 

就労支援事業所 （調整中） （調整中） 

初日 

講師 

相談支援事業所 財団法人正光会 （調整中） 

自治体 秋田県湯沢市 福祉施設法人化推進室長         佐藤 博氏 

関西 

（大阪） 

 天満研修センター 

二日目 

講師 障害福祉サービス事業者 （調整中） （調整中） 

自立訓練事業所 医療法人好生会 はまかぜ                 佐藤 弘績氏 2/14～2/15 

就労支援事業所 ソーシャルサポートアソシア 施設長                   神谷 牧人氏 

初日 

講師 

相談支援事業所 医療法人 貴善会 相談支援専門員             須田真貴子氏 

自治体 岩手県北上市 福祉課係長                千田 健治氏 

中国四国

（岡山） 

岡山商工会議所 

二日目 

講師 障害福祉サービス事業者 相談支援センターさくら 相談支援専門員             高橋 美香子氏 

自立訓練事業所 社会福祉法人 若竹会 事務局長                  菊池 俊則氏 1/11～1/12 

就労支援事業所 （調整中） （調整中） 

初日 

講師 

相談支援事業所 医療法人 貴善会 相談支援専門員             須田真貴子氏 

長野県 障害者支援課 障害者支援課長              寺沢 博文氏 自治体 

長野県塩尻市 福祉課 福祉課生涯福祉係長          百瀬 公章氏 

九州 

（福岡） 

福岡商工会議所 

二日目 

講師 

障害福祉サービス事業者 松本圏域障害者相談支援センターあるぷ 所長                     奥永 学氏 

 


